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○議長（吉田敏郎） 

 続いて３番、武井正広議員、どうぞ。 

○３番（武井正広） 

 皆さんこんにちは。３番議員、武井正広です。通告に従いまして１項目質問をさせ

ていただきます。 

 近い将来起こり得る人口減少に立ち向かう策は。現在日本全体は人口減少社会に突

入しています。人口減少は静かなる危機と呼ばれるように、日々の生活においては実

感しづらいと思います。 

 しかし、減少しはじめると、地域経済の低下、さらなる人口減少のスパイラルが起

き、地域のコミュニティーや自治体の行財政運営にも大きな影響を与えます。今は人

口増加中の本町においても、政策を誤れば早期の人口減少が起きはじめると考えます。 

 また、近隣市町は本町とは対照的に、急激な人口減少が起きはじめています。現在

の状況に満足せず、本町でも起こり得る将来的な人口減少に立ち向かう対策が必要と

考えます。 

 第五次開成町総合計画で将来指標とする、令和６年度での１万９千３００人に対し

て、平成３１年４月１日現在で１万７千８４３人となっておりますが、残り５年、将

来指標まで１千４５７人となっています。 

 小田急線開成駅が急行停車駅となりさらに町に勢いも出ると思いますが、第五次総

合計画で将来指標とした、令和６年の数値を達成するための具体策をどのように考え

られているのか。 

 一つ目、第五次開成町総合計画で将来指標とした、令和６年度１万９千３００人に

向けての定住人口増加策は。 

 二つ目です。人口増加に大きな影響を及ぼす駅前整備の核である駅前通り線の早期

の開通に向けての現在の進捗状況は。よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 それでは、武井議員の御質問にお答えをいたします。１点目の第五次開成町総合計

画で、将来指標として、令和６年度、１万９千３００人に向けての定住人口の増加策

について、お答えをいたします。 

 開成町は、２０１５年の国勢調査結果による１万７千１３人から２０１９年５月時

点の１万７千８７５人までの約４年半の間で８６２人の人口増加が見られ、全国的に

は人口減少が進行する中で、総人口の増加傾向を継続しており、今年度からスタート

した第五次開成町総合計画後期基本計画の期間においても、この流れを維持できるよ

う計画した政策を着実かつ丁寧に実行してまいります。 

計画期間における人口１万９千３００人の到達に向けては、前期基本計画における

課題や未達成事業などを整理した上で、これまで進めてきたまちづくりを継続すると

ともに、社会経済状況の変化等を踏まえ、計画全体において共通に認識すべき主要課
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題を位置づけ、人口の増加については、計画全体で解決のための取り組みを進めた結

果により一つの成果として捉えております。 

 開成町における人口に関する課題としては、現時点での人口は増加傾向にあるもの

の、約２０年後の２０４０年をピークに減少に転ずることが見込まれるとともに、高

齢化が急激に進展することが挙げられます。そのため後期基本計画においても長期的

に人口を維持するため、みなみ地区の区画整理による住環境整備や駅周辺整備、子育

て環境の充実や魅力ある教育の推進など、これまでのまちづくりの成果を生かしなが

ら短期的には転入超過による「社会増」を基調とする定住人口の拡大を図りながら、

次代に社会を担う子どもたちを安心して産み育てられる環境づくりを進めることに

より、中長期的には出生率の改善による「自然増」を基調とする定住人口の拡大を図

ってまいります。 

 あわせまして高齢化の急速な進展により、医療介護事業の大幅な伸びが予測される

ことから、健康寿命の延伸を目指した取り組みについても積極的に進めてまいります。 

 近年の人口増加は、転入者が転出者を上回る「社会増」を基調としておりますが、

平成２９年には死亡者数が出生者数を上回るいわゆる「自然減」が生じるなど、少子

高齢化が進行している状況が見られます。 

 このように中長期的な人口減少や少子高齢化の進行は、労働力人口の減少や経済規

模の縮小、社会保障費の増大など、社会経済や地方財政に大きな影響を及ぼすことが

想定されるため、これまでと同様に人口の年齢構成バランスを良好に保つための施策

を進めていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、今年度から後期基本計画はスタートしたところであり、

冒頭に話したとおり、着実かつ丁寧に計画を遂行する中で目標人口の達成を目指して

いきながら、一方では３年ごとの実施計画や毎年のローリング等により、社会情勢や

町を取り巻く環境の変化等に、柔軟に対応できる体制も確保してまいります。  

 次に、人口増加に大きな影響を及ぼす駅前整備の核である、駅前通り線の早期開通

に向けては、現在の進捗状況についてお答えをいたします。 

 駅前通り線を含めた開成駅周辺地区は、駅前の近隣商業地域として町の顔となる重

要な地区であり、第五次開成町総合計画においても、活力ある街並みを形成していく

ための事業を推進する地区として位置づけをしております。 

 駅前通り線の未着手区間については、中家下島線の一部区間とともに、既に都市計

画決定を受けている開成駅周辺地区土地区画整理事業の未実施地区として、町施工に

よる沿道土地区画整理型街路事業としての整備を計画をしております。  

 その整備手法としては、南部地区土地区画整理事業等で実施をした、従来の保留地

処分方式ではなく、土地区画整理事業後の地区内の土地の価値総額が、事業前の土地

の価値総額より減少する減価補償地区として想定をしております。 

 事業の実施に向けては、平成２６年度から各種調査を実施するとともに、これまで

に６回の地権者への説明会を開催をし、地元の合意形成に努めてまいりました。  

 平成３０年度からは、地権者の意向を踏まえた事業計画を立案するため、地権者の
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皆様へ個別訪問を実施をし、将来的な土地利用の意向や個別の意見等をお聞きしてい

るところであります。 

 当面の目標としては、令和２年度末の土地区画整理事業の認可であります。  

 まずは事業認可に向けて、個別訪問で把握した課題にしっかりと対応し、引き続き

地権者の皆様に丁寧な説明を行い、事業の理解を一層深めていただけるように努め、

事業を着実に推進するように検討を進めております。 

 また事業認可後には、多くの建物の移転等が見込まれますが、早期に駅前通り線が

開通するよう取り組む考えであります。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 一定の分かりやすい答弁をいただきました。まず最初に、私がこの人口増加をして

いる開成町でなぜこういったテーマを取りあげるのか、簡単にお話をします。  

 私は人口減少の恐怖感というのは物すごく持っています。それはなぜかというと、

お隣の町、山北で生まれ、山北で育ち、そして今山北で仕事をしている中で、６０年

前に山北町は１万７千人の人口でした。現在１万人を切ります。６０年間で７千人の

人口が減ってしまうということが起きています。先ほど静かなる危機と言いましたが、

ジャブが続いているようにあまり気がつきません。しかし、人口が減少してしまいは

じめると、もう手がつけられなくなります。そういうことを私は体感で感じているの

で、今回この調子が良い開成町であえてこういったテーマを掲げさせていただきまし

た。 

 さてそれでは再質問いたします。まずは一つ目の項目、定住人口増加策についてで

す。私は自治体における人口目標、人口とは町を運営する上で最も大切な要因だと考

えています。本町以外の周辺、南足柄市を含む１市４町では、既に人口減少が始まっ

ています。皆さん御存知のデータだと思いますが、国立人口問題研究所の推計では、

２０１５年と比較しまして、本町以外の１市４町で、２０４０年には２万３千８３０

人の人口が減少すると予測されています。なんと２６％の減少です。今から２１年後

です。私が７５歳のときです。２万３千８３０人といえば、近隣市町の町が二つなく

なる分ぐらいのインパクトがあります。２０年後に。考えられますでしょうか。近隣

市町二つなくなるぐらいの人口が予測では２０年後に減ってしまう。この将来的な状

況に立ち向かわなければなりません。 

 そこで町長に伺います。このような状況の中で開成町の今後の人口問題に対しての

見解をお聞かせいただきたい。 

 それからもう一つ、４年前、２期目に就任されるときに、当時町長は人口２万人を

目指すとおっしゃってられました。その考えは今も変わりませんか。私は当時総合計

画づくりに関わった人間として、目標人口１万９千３００人を上回る２万人を目標と

された姿勢に共感をしました。いかがでしょうか。 
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○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 将来の人口減少を今、人口問題研究所から想定で話がされましたけれども、これは

何もしなければそうなるという話で、各町それぞれそうならないようにさまざまな今、

ほかの町においてもですよ。やっているわけで、もちろん開成町においても、そうな

らないように、できるだけ当然、延々人口が伸びていくとは思っていません。ある程

度の中の、ピークの中で、そこから下がらないように、横ばいになるように、成熟し

た開成町をつくっていきたいと、大きな目標であります。それが１万９千３００とい

う数字的な捉え方はありますけれども、やはり２万人という言い方のほうが、皆さん

目標として分かりやすいのかなということで、２万という目標にさせていただきまし

た。やはり大きな目標のほうのが、達成するのに、力が入っていくのかなと考えてお

りますので、１万９千３００より２万人のほうが、みんながやる気が出てくるだろう

ということの中で、２期目のときは、２万人にしようと。そういうスローガンで打ち

出しをさせていただいたことが記憶にありますけれども、やはり着実に、一つ一つ前

に進んでいくということがすごく大事で、今、社会増という中で、外からの転入者を

増やしていくということで、今進んでおりますけれども、これからは開成町に移り住

んで、自然増、お子さんを産んで住みやすい町を今後新たに、これからの４年間でプ

ラスアルファすることによって、プラス社会増から自然増というものにできれば持っ

ていきたいなと考えています。ここ数年の子育てや教育環境の整備というのは、そう

いった狙いがあって、今進めているわけで、これからも着実に、もっときめ細かく、

さまざまな政策を打ち出していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 ということは、町長は２万人を目指してまちづくりを進めるということでよろしい

わけですね。もう一度確認させてください。 

 はい、分かりました。 

 ということは、やはりこれからのいろいろな指標というのは、２万人ということを

ベースに、いろいろ資料づくりをする必要があるのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 町長の思いとしての２万人と町の総合計画できちんと冊子につくってある、あれが

１万９千３００という数字の中でありますので、その辺が今、武井議員がその矛盾を

指摘されているのかなという気もしますけれども、やはり１万９千３００の中できち
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んとやって、目標は２万人という形で、今、私は考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 分かりました。それでは、次の質問をさせていただきます。 

 開成町まち・ひと・しごと創生総合戦略、平成２７年から令和元年までの５年間で

人口、社会増の目標を１千５００人とされていましたが、現状この５月１日で８６２

の増加だと思います。５年で計画していますが、まだ達成率５７．４％となっており

ます。この達成はできるのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 できるのですかではなくて、それに向かってきちんとやっていく。結果としてでき

ると思っています。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 最初にお話ししたように、人口というのは、本当にこだわっていかないと、他の市

町とか、日本全体を見ていたときに、今までの従前とした形であれば、本当に落っこ

ちていくのは激しいのではないのかなと、ピークはすぐきてしまうのではないのかな

と、そういうふうに思っています。 

 今の開成町まち・ひと・しごと創生戦略のかかわる中で、開成町まち・ひと・しご

と創生人口ビジョンでも、やはり人口に対してしっかりこだわりを持って目標を立て

ておりますね、開成町としては。それが２０６０年に、今から４１年後、私が９４歳

になるときですが、総人口は１万８千９００人を目指そう。もうすばらしいことです。

ぜひこれを目指して、２０年後の２０４０年、１万９千４００人、こういうまちづく

りを必死にしていただきたく、そして必死に施策を打っていっていただきたいと思い

ます。 

 調子が良い開成町だからこそ、しっかりと次のことを考えていく必要があると思い

ます。 

 この政策の中でいくつか私の中でも、ほかの地域、自治体に先駆けて、手を打って

いく必要があるのではないかと思っていることがいくつかあります。それを今、ここ

で提案させていただきます。 

 まず第五次総合計画基本構想のイメージでもある、産みやすい、育てやすい、生活

しやすいというのは当初あったと思いますが、今、小児医療費の無償化というのはさ

れておりますが、妊産婦医療費助成制度、こういったものも日本全国の中で取り入れ

ているところが出てきはじめました。 

 例えば栃木県であれば、全域で対応しておりますし、神奈川県ではまだありません。
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やはりこういったところにきちんと他の市町よりも先に手を入れていく、そして先ほ

ど言ったように、産みやすい、育てやすい、そういった町なのだよということをして

いく必要もあるのではないでしょうか。 

 ちなみに栃木県では、この３年間ほどで妊産婦１人当たりの試算が３万２千８５７

円だそうです。開成町は、仮に１５０人ぐらい、子どもが１年間に生まれたとすると、

掛ける１５０ということですが、こういったこともぜひ検討していっていただきたい

と思います。 

 それからもう一つ、義務教育の給食無償化、もしくは一部無償化、こういったこと

も全国で徐々に出はじめてきております。義務教育の給食費無償化というのは、私も

教育委員を２回ほどやらせていただいた中で、常に疑問に思っていたところです。義

務教育でありながら、なぜ給食費なのかなと。あとは今小児医療費の無償化はありま

すが、この給食費の無償化、もしくは一部無償化というのは、公平、平等にきちんと

子育て世代に対して手当をしてあげることではないのかなと考えます。子育て世代、

今給料がなかなか上がらない中で、物すごくお金がかかります。こういったところに

優しい町であるということをうたっていくことも大切ですし、それによって人口が増

加するということにもつながっていくのではないでしょうか。 

 今言いましたから、答えは求めませんけれども、いかがでしょうか。御検討いただ

ければと思いますが。 

○議長（吉田敏郎） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（中戸川進二） 

 ただいまの教育委員会に関係する部分について、若干私のほうからお答えをさせて

いただきます。開成町といたしましては、子育て環境の充実ということでさまざまな

環境整備をこれまで主体的に取り組んできたところでございます。給食費の無償化等

につきましては、まず、基本的な考え方として、今、武井議員のほうでおっしゃられ

た、産みやすい、育てやすいということに経済的負担を軽減するために、公費を負担

していくということが、それに果たして施策として該当するのかというのが、ちょっ

とまず第一の視点としてあるのかなというふうに思います。そういったことも含めな

がら、かつ国の方針としては、学校給食法という中で、給食費については、原則保護

者の負担といったことが、もともとの方針として決まっている部分がございますので、

そういったことも踏まえながら、総合的に考えていくべき課題かなというふうに考え

てございます。 

○議長（吉田敏郎） 

 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（亀井知之） 

 それでは、私のほうから、前段の妊産婦医療助成についてお答えさせていただきま

す。議員おっしゃったように、栃木県をはじめとして妊産婦の医療助成を行っている

ところが徐々に増えているというようなことは認識いたしております。ただ、まだ全
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国的には、まだ進んでない状況ではないかというふうに思っておりますけれども、議

員もおっしゃるように、単に医療助成だけではなくて、トータルに子どもを育てると

いう面から考えますと、妊娠されて赤ちゃんが生まれて、その赤ちゃんが学校に入る

まで、さまざまなライフステージの中で、助成をしたり、あるいは応援したりする制

度があります。開成町でもいろいろとやっておりますし、今年は産婦検診ということ

はじめたところでございます。いろいろと先行している自治体がございますし、そう

いうところの状況も把握はしておりますけれども、一体開成町にとって、どれが順番

的にやっていかなければいけないのか。限られた財源の中で順番を決めて、またその

効果等を検証しながら、先行する自治体の状況も把握しながら検討してまいりたいと、

そのように考えてございます。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 今、答弁いただきました。そうですね。今すぐどうこうというわけでありませんけ

れども、やはりものの考え方としては、先に先に考えて、今調子の良い開成町だから

こそ次のことを考えていくということが、私たち、子どもや孫たちの世代にこの町を

つなげていくということにつながっていくのではないかと思っております。  

 それでは時間もなくなってきましたので、２項目めについて質問させていただきま

す。人口増加に大きな影響を及ぼす駅前整備の核である駅前通り線の早期の開通に向

けて、現在の進捗状況についてです。人口増加策の切り札になるだろう駅前通り線を

町長は、早期に開通を目指すと公約されていますが、私は大賛成です。ぜひ早期の開

通を目指していただきたい。 

 先ほど答弁の中で、来年度末に土地区画整理事業の認可を目標とするとありました

が、公約をした町長の３期目の任期が終えるときに、どのような駅前通り線の姿を描

いているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 駅前通り線だけではなくて、駅周辺全体をこの１年かけて、いろいろな調査も含め

てやっていく中で絵を描いていきたいと思っています。駅前通り線だけではなくて、

西口の整備だけではなくて、さらにもう少し広く駅周辺の南部地区全体を改めて、こ

れからの開成町の将来にとってどういう絵を描いたほうが良いのかというのは、この

１年かけてやっていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 そうしますと今現在では進めていくということですが、４年後任期が終えるときの
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姿というのは、まだ町長の中ではイメージはないということなのでしょうか。それと

もこれから１年後、その任期が終わったときの駅前を含めた駅前通り線のイメージが

できあがるということでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 駅前通り線の区画整理の絵はもうできております。それを準備説明会の中で、今、

地権者の合意を得ながらやっております。こういう沿道で、こういう形で、こういう

ふうな商業施設を誘致していけたらという、それが区画整理の中身であって、それは

もうできております。そうではなくて、もっと全体をどのような絵を描いていく。こ

れは人の土地ですけれども、小田急さんの今駐車場あいているところとか、マックス

バリューさんがあったりしますけれども、そういうものを開成町の将来のために、ど

ういうふうな形にしたら、もっと開成町を選んで、開成町に来ていただいて、開成町

に住んでいただけるかというのを、この１年かけてつくっていきたいと思っています。

１年後に、その絵は多分できあがるのではないかなと思っていますけれども。 

○議長（吉田敏郎） 

 街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（高橋清一） 

 土地区画整理事業の流れとか、そういったものがございまして、その辺についてち

ょっとお答えさせていただきます。町長答弁にもございましたとおり、土地区画整理

業につきましては県の認可ということで、こちらについては、令和２年度、来年度の

末という形で目標で進めているところでございます。その後、商店手続というのがご

ざいます。そういった中では、これから４年後という部分においては、まだまだ道路

整備というのは、若干時間かかるのかなと。というのは事業認可後、法定的な手続と

して地権者の方のお集まりいただく土地区画整理審議会というようなものの設置で

したり、その事業後の土地の評価を見込んでいただく。評価委員会の設置、そういっ

たようなものを経た中で、土地の再配置についても、地権者の方に御理解をいただく

という期間、その後、土地を具体的に、建物等を御意見等いただくという時間も必要

でございますので、まだまだ４年後という部分におきましては、まだ、道路の整備と

いうには、ちょっと時間がかかるかなというふうに考えてございます。  

 以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

 武井議員。 

○３番（武井正広） 

 済みません。一言あったのですが、もう時間がなくなってしまいましたので、今日

のところは、ここで質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（吉田敏郎） 

 これで武井議員の一般質問を終了といたします。 


