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パブリックコメント以外の意見に基づく 

「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し（素案）」の修正点 
 

 

１ パブリックコメント以外の意見交換会等の概要 

（1）政策評価（施策評価と一体的に実施） 

 ア 内部評価 

  ・平成 26 年４月～５月 

・政策目標主管部局による自己評価を実施 

 イ 外部評価 

・平成 26 年６月 28 日（土）午前９時 40 分から午後４時 30 分まで 

（市役所分庁舎５階特別会議室ほか） 

・20 の政策目標を４分科会に分け、政策目標主管部局と総合計画審議会・行政改革

推進委員会とのヒアリング形式による外部評価を実施 

 ウ 市長評価 

・平成 26 年７月 18 日（金）～８月８日（金） 

・市長・副市長によるヒアリングを業務棚卸評価とともに実施 

 エ 反映状況 

  ・「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し（素案）」への反映 24 件 

  ・「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」への反映２件 

  ・第３次実施計画（平成 27 年度策定予定）への反映を検討するもの 24 件 

 

（2）市民との意見交換会 

 ・平成 26 年８月 23 日（土） 

   午前９時 30 分から 11 時 30 分まで（市役所） 

   午後２時から午後４時まで    （浜之郷小学校） 

 ・平成 26 年８月 24 日（日） 

   午前９時 30 分から 11 時 30 分まで（緑が浜小学校） 

   午後２時から午後４時まで    （小出支所） 

 ・参加者 延べ 71 名 

 ・意見 98 件、「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」への反映３件 

 ・第３次実施計画（平成 27 年度策定予定）への反映を検討するもの 18 件 

 

（3）総合計画審議会 

 ・平成 26 年９月１日（月）第４回茅ヶ崎市総合計画審議会 

   午後７時から午後８時 30 分まで（市役所分庁舎５階特別会議室） 

 ・出席委員 13 名（委員数 17 名） 

 ・意見９件 「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」への反映８件 

 ・第３次実施計画（平成 27 年度策定予定）への反映を検討するもの１件 
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（4）市議会議員との会派別意見交換会 

 ・平成 26 年９月２日（火）～９月 18 日（木）各会派とも１時間程度 

（市役所本庁舎３階理事者控室・会派控室） 

 ・茅ヶ崎市議会各会派、会派に属さない議員との意見交換会を実施 

 ・意見 93 件、「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」への反映 16 件 

 ・第３次実施計画（平成 27 年度策定予定）への反映を検討するもの 16 件 

 

（5）その他、庁内調整により修正を行ったもの 

 ・施策目標の効率的・効果的な達成を図るため施策のねらいを整理 

 ・「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」への反映９件 

 

 

２ 政策評価の過程における評価コメントの中で「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見

直し（素案）」にすでに反映しているもの【体系順に掲載】 

 

（1）教育推進部 

（評価コメント１） 

教育基本計画の見直しにあたっては、実行的な推進につながる計画を求めるとともに、

今回の法律改正にあたっては教育委員会の独立性を損なうことのないように制度を整備

していくことを求める。 

（対応方針） 

 本市では、自治基本条例に定められた手順に沿って、議決を経て総合計画を策定し、

それに基づき教育基本計画を策定した上で教育行政を進めていますので、首長が交替す

る度に教育政策が大きく変わってしまうような心配はありません。 

 現行の教育委員会制度が導入されたのは、政治的中立性の確保や継続性・安定性の確

保などの要請、という点にあります。その制度の意義を見失い、原点を危うくするよう

な教育行政であってはならないと考えています。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）29 ページ 

政策目標３（教育環境）の目指すべき将来像を修正し、素案に反映済みです。 

※ 政策目標２（学校教育・社会教育）への評価コメントですが、内容に政策目標３（教

育環境）が含まれるため、政策目標３について素案への反映を行いました。 

 

（2）市立病院 

（評価コメント２） 

急性期医療を担う地域医療支援病院として、将来の超高齢化社会を見据えた地域完結

型医療を目指し、努力する必要がある。 
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（評価コメント３） 

高齢の患者の増加や看取りの増加にもかかわるが、医療費の抑制や医療職の不足など、

厳しい状況であるので、地域医療のためには、最大限の努力が必要である。 

（対応方針） 

 引き続き、急性期医療を担う地域医療支援病院としての役割を果たしていくとともに、

かかりつけ医を中心とした医療連携や民間病院、診療所、福祉施設、介護事業者等との

機能分担、連携を図り、地域完結型医療を目指します。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）35 ページ 

施策目標 22 の施策のねらい（ｲ）を修正し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント４） 

７対１看護体制での病床利用率 80 数パーセントを目指すべきである。 

（対応方針） 

 地域の急性期医療を担う病院として、７対１看護体制を堅持することを前提に、病床

利用率 83.0％を目指します。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）61 ページ 

政策目標６（医療）の指標を修正し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント５） 

医療の仕組みに翻弄されていることが見られる。これからも機器の更新は行なわなけ

ればならず、危うい状況と言わざるを得ない。 

（対応方針） 

 国の医療政策や診療報酬の改定、また、市民の医療ニーズや医療環境の変化に的確に

対応し、高度で良質な医療を安定的に提供するため、医療機器の計画的な購入を図ると

ともに、病院経営における経済性を高めます。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）35 ページ 

施策目標 21 の施策のねらいを追加し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント６） 

平成 12 年度の新病院オープン時に購入した医療機器の更新時期到来による計画的対

応が必要である。 

 

（評価コメント７） 

新病院開設から 14 年が経過し医療機器の更新時期にきているが、高額医療機器は留
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保資金の活用と合わせ計画的な買換えを進める必要がある。 

（対応方針） 

 平成 25 年度から 27 年度の３か年に、高額医療機器更新計画に基づいた医療機器の整

備を進めています。今後も、急性期病院としての期待される役割を全うできるように、

計画的な医療機器整備を検討していきます。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）35 ページ 

施策目標 21 の施策のねらいを追加し、素案に反映済みです。 

 

（3）消防本部・消防署 

（評価コメント８） 

全体の評価が「遅れている（平成 27 年度）目標達成可能」としているが、現場到着

平均時間などの改善の困難さなどを鑑みれば、平成 27 年度目標達成可能であるのか、

疑問が生じる。 

（対応方針） 

 ご意見のとおり、現状の政策指標のままでは目標を達成することは難しいと考えます。

しかし、今回の政策評価の中で、行政資源を投入し、さまざまな施策を行っているにも

関わらず、その効果が表れ難い指標があります。このため、新たに２つの指標を追加し、

政策目標の達成状況を適切に評価できるようにします。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）64 ページ 

政策目標 10（消防）の指標を追加し、素案に反映済みです。 

 

（4）企画部 

（評価コメント９） 

遅れているとする厳しめの評価から担当部の危機感がうかがわれる。説明や提出書類

も完成度が高い。都心から一時間圏という微妙な位置状況にあり、今後、持続的に成長

していけるかどうか、今、岐路にあるといえる。さがみ縦貫道路開通など、大きなイン

フラ整備もあることから、今後も指標を注視しながら、着実にまちづくりを進めてほし

い。 

 

（評価コメント 10） 

企画部の政策は、市の頭脳というべきところであるから、しっかりと世間の流れを捉

えつつ、周辺市町村に遅れをとらぬよう、また国県との交渉も頑張ってほしい。 

（対応方針） 

 本市は、東京や横浜から多少の距離があるものの、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ

ているために、子育て層の流入が継続し、住宅都市として発展してきましたが、近年で

は居住地の条件として、勤務地への近さに対するニーズが高まっていることからも、本
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市の住宅都市としての優位性が低下することが懸念されます。大きなインフラ整備や少

子高齢化等の社会経済情勢の変化を課題と好機の両面から捉えたうえで基本構想の中間

見直しや実施計画の策定を行い、計画的に政策を展開していくことで、持続的に発展で

きるまちづくりを進めます。 

 国や県との交渉については、同じ課題を抱えている近隣自治体とも連携し、要望を県

市長会や政党などを通じて行っていくとともに、関係機関にも働きかけを行っていきま

す。また、市民の安全・安心な生活を確保するため、国や県と連携を密に図りながら、

幹線道路や河川等の整備促進を推進します。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）48～50 ページ 

 政策目標 16（企画）に考え方として含めています。そのため特段の追記等は行いませ

ん。 

 

（評価コメント 11） 

ホームページのアクセス件数を指標とすることについては、工夫がほしい。また、Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋやｔｗｉｔｔｅｒも活用して、より有効な広報に努めてほしい。 

（対応方針） 

ホームページのトップページのアクセス件数は、減少傾向ですが、ページ全体のアク

セス数は増加しています。そのため、トップページに加え、ページ全体のアクセス件数

ついても基本構想の政策目標の指標に追加します。引き続き、ホームページの更なる充

実に努めるとともに、27 年度を目途にソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用

した情報発信に関する運用基準を策定する等、新たな広報媒体を活用した効果的な情報

発信体制の確立を目指します。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）69 ページ 

政策目標 16（企画）の指標を追加し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 12） 

広報については、市民への情報手段として重要であり、コンピュータによる情報発信

も大事である。高齢社会においては文章による伝達が最も有効だと思う。 

（対応方針） 

 本市の広報の基幹媒体である「広報ちがさき」は、毎月２回、自治会を経由して市民

に配布するほか、公共施設等にも配架しています。また、写真やイラスト等を多く用い

ることで親しみや興味を持っていただけるデザインとするよう心掛けています。なお、

特に若年層が広報紙から市政情報を入手していない等の課題があるため、引き続き若年

層も含め、誰もが見やすく、わかりやすい魅力ある広報紙の作成に努めます。 
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（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）49 ページ 

施策目標 53 の施策のねらい（ｲ）を修正し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 13） 

政策目標に向けた取り組みは総じて評価されるが、これからの社会で最も大切なこと

は、少子化、高齢社会への対応だと思う。茅ヶ崎をめぐる交通インフラの整備も大切だ

が、少子化を止めることが最優先であり、若者がこどもと住みたい町づくりが望まれる。

（対応方針） 

本市においても少子高齢化への対応は、重点的に取り組んでいく課題の一つです。現

在、豊かな長寿社会に向けたまちづくりについて、有識者の方々のご協力をいただきな

がら、検討を行っています。その中では、高齢者が生きがいを持って活躍できるまち、

健やかな生活を営み、住み続けられるまち、子どもを生み育てやすく、子育て層が住み

やすいまちを目指し、総合的な検討を行っています。今後は、本年秋頃に本市としての

方向性を示し、その後、市民、民間事業者等と連携しながら、また庁内横断的な取り組

みとして施策を推進していきます。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）49 ページ 

施策目標 54 の施策のねらい(ｵ)を追加し、素案に反映済みです。 

 

（5）財務部 

（評価コメント 14） 

政策目標に関して経常収支比率や市税徴収率だけでは不十分であり、補完する指標が

必要である。また、各目標値水準に関しては、現状を踏まえて見直すと同時に、実績値

動向に関しては、長期にわたって検証する必要がある。 

（対応方針） 

補完する指標としては、施策目標であると考えており、長期的な視点で基本構想の中

間見直しの中で、検証し修正を行います。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）69～71 ページ 

政策目標 18（財務）の指標を修正し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 15） 

すでに目標が達成しているということについては、しっかりとした分析が必要ではな

いか。 

（対応方針） 

 目標設定については、経済状況などに影響されやすい指標で、設定時の一定のルール

基づき目標設定をしており、政策評価シート上での達成であると認識しています。また
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一方で、設定した目標値については、前倒しをして目標の達成に努めた結果であり、達

成した目標については、現在作業中の基本構想の中間見直しの中で、見直しが必要な場

合は修正し、さらに健全化に向け取り組みます。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）69～71 ページ 

政策目標 18（財務）の指標を修正し、素案に反映済みです。 

 

（6）会計課 

（評価コメント 16） 

歳入日と歳出日の時間差を上手に使い、財政運用に努力していることには、市の努力

を高く評価する。 

 

（評価コメント 17） 

支払いサイトの問題もあり、再び計画を組んで固定化することは難しいと思う。弾力

的で良いのではないか。 

 

（評価コメント 18） 

遅れているとはいいつつも、適正な公金管理については、支障なく推移していると考

えられる。目標に照らして意味ある目標設定と考えられるが、今後は見直しも検討すべ

きである。 

 

（評価コメント 19） 

これは政策というよりは政策遂行の原点（手段）であると思う。 

 

（評価コメント 20） 

拡充をお願いしたい。 

（対応方針） 

 指標「資金運用実績額（歳計現金）」については、支払準備金の性格を有しているこ

とから、ご指摘のとおり計画的に固定化することは困難となっています。今後も更なる

歳入確保のため引き続き効率的な資金運用を行いますが、今回指標の見直しを行い、新

たな指標の設定を行います。 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）71～72 ページ 

政策目標 19（会計）の指標を追加し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 21） 

施策目標の公金の管理を適正の指標「例月出納検査の指摘事項件数」の導入をしっか

り行い、指摘事項０（ゼロ）を目指し頑張ってほしい。 
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（評価コメント 22） 

目標達成に関しては、指標の見直しを考えるべき。その時の金利に左右されるような

指標ではしっかりとした評価は不可能である。実際に費用対効果を考えるとどうなのか

ということになってしまう。新たな指標設定にある月例出納検査の指摘事項件数の方が

会計課の政策目標の指標にはふさわしく思う。 

（対応方針） 

 政策目標である「公金の管理を適正に行う」を測定する指標として、新たに「例月出

納検査の指摘事項件数」を追加し、更なる公金の管理を適正に行います。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）71～72 ページ 

政策目標 19（会計）の指標を追加し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 23） 

提案にあったとおり、指標を入れ替えて、資金運用実績額・基金や例月出納検査の指

摘事項検討を採用すべきである。 

（対応方針） 

 現在の指標「資金運用実績額（歳計現金）」については、支払準備金の性格を有して

いることから、計画的に固定化することは困難です。そこで、新たに「資金運用実績額

（基金）」、「例月出納検査の指摘事項件数」を指標として追加し、金融市場における

運用実績額を全体で管理するとともに、さらなる公金の管理を適正に行います。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）71～72 ページ 

政策目標 19（会計）の指標を追加し、素案に反映済みです。 

 

（評価コメント 24） 

マルチペイント移行に伴う、行政側のメリット・デメリットを整理して、消込事務等

各課との調整を効率的に行うよう努力してほしい。資金運用に関しては、財政調整基金

や多目的基金の運用実績値はしっかり把握することが必要である。 

（対応方針） 

 各課で行っている、消込事務の一元化に伴い、事務の効率化を図りましたが、今後も

各課と連携してさらなる効率化が図れるよう取り組みます。 

基金については、今回新たに指標として「資金運用実績額（基金）」を追加します。 

 

（反映状況） 

 総合計画基本構想の中間見直し（素案）71～72 ページ 

政策目標 19（会計）の指標を追加し、素案に反映済みです。 
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３ 政策評価の評価結果、総合計画審議会並びにパブリックコメント以外の各種意見交

換会の意見に基づき、「茅ヶ崎市総合計画基本構想の中間見直し」に反映したもの 

【資料掲載順に掲載】 

 

（意見１） 

７ページに「来街者誘致など時代の変化を捉えた経済振興を推進します。」とあるが、

茅ヶ崎に来てもらうだけで、お金を落とす発想を追加してほしい。 

（市の考え方） 

 ご意見にありますように、地域にお金を落としていただくこと等により、地域経済が

循環する視点は大切であると考えているため、次のとおり修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 修 正 前 

７ページ 

「２ 平成２３年度から平成２５年度まで

の振り返り」の「（２）政策目標の達成状

況について」の「『基本理念４ 人々がい

きかい 自然と共生する便利で快適な ま

ちづくり』」の文中 

 

・・・（略）・・・ 

産業・雇用分野では、労働力人口の減少

による従事者不足が懸念されます。各産業

の支援を行い、魅力向上を図るなどして、

後継者、新規従業者の確保を図ります。ま

た、さがみ縦貫道路といった新たな交通網

の整備を踏まえた企業誘致、来街者誘致な

ど時代の変化を捉えた経済振興を推進し、

地域経済の好循環が図られるよう努めます。

・・・（略）・・・ 

７ページ 

「２ 平成２３年度から平成２５年度まで

の振り返り」の「（２）政策目標の達成状

況について」の「『基本理念４ 人々がい

きかい 自然と共生する便利で快適な ま

ちづくり』」の文中 

 

・・・（略）・・・ 

産業・雇用分野では、労働力人口の減少

による従事者不足が懸念されます。各産業

の支援を行い、魅力向上を図るなどして、

後継者、新規従業者の確保を図ります。ま

た、さがみ縦貫道路といった新たな交通網

の整備を踏まえた企業誘致、来街者誘致な

ど時代の変化を捉えた経済振興を推進し 

                ます。

・・・（略）・・・ 
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（意見２） 

総合計画について、行政中心から市民との協働や地域経営という視点に流れが変わっ

てきていると感じている。その意味では、12 ページの見直しのポイントに戦略的な防

災・減災対策とあるが、そこには自助、共助といった市民の力と公助の行政がきちんと

総合的な力を発揮して新しい公共を作り出していくという視点も強調してはどうか。

（市の考え方） 

 ご意見にありますように、総合計画基本構想において、「新しい公共の形成」と「行

政経営の転換」を市政の基軸として位置づけ、行政経営の転換に取り組んでいます。そ

うした取り組みの中、安全・安心なまちづくりを進めるため、市民や関係団体等それぞ

れが協働して、自助・共助の意識を高めていくとともに、行政として公助の役割を果た

していくことが大切であり、課題と認識していますが、ご指摘を踏まえ基本構想の中間

見直しに向けた課題に追記しました。 

なお、具体的な事業においては、第３次実施計画策定時に検討していきます。 

 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 修 正 前 

11ページ 

「３ 基本構想の中間見直しに向けた課題

」の文中 

 

・・・（略）・・・ 

平成２３（２０１１）年３月に発生した

東日本大震災は、多くの教訓を示しました。

また、平成２４（２０１２）年１２月に起

こった中央自動車道路笹子トンネルの天井

落下事故など老朽化したインフラへの課題

が顕在化しています。この様な災害、事故

を契機に、市民の中では防災・減災意識や

自助・共助の意識が高まるとともに、行政

においてはこれまでの政策の再確認が必要

となっています。 

・・・（略）・・・ 

11ページ 

「３ 基本構想の中間見直しに向けた課題

」の文中 

 

・・・（略）・・・ 

平成２３（２０１１）年３月に発生した

東日本大震災は、多くの教訓を示しました。

また、平成２４（２０１２）年１２月に起

こった中央自動車道路笹子トンネルの天井

落下事故など老朽化したインフラへの課題

が顕在化しています。この様な災害、事故

を契機に、市民の中では防災・減災意識 

        が高まるとともに、行政

においてはこれまでの政策の再確認が必要

となっています。 

・・・（略）・・・ 
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（意見３） 

18 ページの「市債年度末残高見込」において、臨時財政対策債を別計上しているが、

あくまでも市の借金であるという考え方を前提とした記載にした方がいい。財政上の負

担が少ないというような誤解を与えかねない。 

（市の考え方） 

 ご意見のとおり、次のとおり加筆、修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 修 正 前 

18ページ 

「５ 基礎的情報の更新」の「（３）財政

の見通し」の「市債年度末残高見込（全会

計）」の本文 

 

全会計の市債残高が増加傾向にあるのは、

本来地方交付税として国が交付すべき財源

不足に対処するために、国と地方の折半ル

ールに基づき地方債として発行し、後年度、

普通交付税の算定において、基準財政需要

額に元利償還金の全額が算入されることと

なる臨時財政対策債や、公共施設整備・再

編事業など大型事業を実施するためであり、

一時的に増加しますが、平成３０（２０１

８）年度以降はほぼ横ばいとなると見込ん

でいます。 

18ページ 

「５ 基礎的情報の更新」の「（３）財政

の見通し」の「市債年度末残高見込（全会

計）」の本文 

 

全会計の市債残高が増加傾向にあるのは、

本来地方交付税として国が交付すべき財源

不足に対処するために、国と地方の折半ル

ールに基づき      発行する   

                   

                   

  臨時財政対策債や、公共施設整備・再

編事業など大型事業を実施するためであり、

一時的に増加しますが、平成３０（２０１

８）年度以降はほぼ横ばいになると見込ん

でいます。 

 

 

（意見４） 

見直しの視点について、少子高齢化に捉われすぎではないか。これからの社会はみん

なが働き、みんなが税金を納める社会を目指すべき。そのためにはワーク・ライフ・バ

ランスの視点が欠けている。 

 

（意見５） 

21 ページの「保育園の新設や定員増により」というよりは、「急速な少子高齢化の

対策として、ワーク・ライフ・バランスへの取り組みが必要ですが」という文言があれ

ば、少子化で子供が減るということと増加する待機児童の解消ということの違和感の解

消につながるのではないか。 
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（市の考え方） 

 ご意見にありますように、少子高齢化が進むこれからの社会において、ワーク・ライ

フ・バランスの視点は重要であると捉えています。そのため、次のとおり加筆、修正し

ました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 修 正 前 

21ページ 

「６ 中間見直しの３つの視点を踏まえた

新たな方向性」の「（２）急速な少子高齢

化への対応」の「『基本理念１ 学び合い

育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひと

づくり』」の文中 

 

○保育園の入園児童数は、保育園の新設や

定員増により、          毎

年増加していますが、入園希望児童が増

加し続けていることで、待機児童はいま

だ解消していません。引き続き    

        、国のプランに基づき、

総合的かつ計画的に、量的な施設整備と

良質な保育の提供に取り組み、ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

の実現に向け、子どもを育てる環境の整

備に加えて、子どもを産みやすい環境の

整備を進めます。また、社会問題となっ

ている児童虐待への対応を強化します。

21ページ 

「６ 中間見直しの３つの視点を踏まえた

新たな方向性」の「（２）急速な少子高齢

化への対応」の「『基本理念１ 学び合い

育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひと

づくり』」の文中 

 

○           保育園の新設や

定員増により、保育園の入園児童数は毎

年増加していますが、入園希望児童が増

加し続けていることで、待機児童はいま

だ解消していません。引き続き施設整備

を進めるにあたり、国のプランに基づき、

総合的かつ計画的に、量的な施設整備と

良質な保育の提供に取り組みます。  

                  

       子どもを育てる環境の整

備に加えて、子どもを産みやすい環境の

整備や        社会問題となっ

ている児童虐待への対応を強化します。
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（意見６） 

24 ページの「第３ 将来人口の見込み」について、備考欄に平成 24 年２月の最新の

人口推計に見直すとなっているが、茅ヶ崎市のものなのか、明示してほしい。 

（市の考え方） 

 ご意見のとおり、「茅ヶ崎市人口推計」と明示し、表記を修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

24ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
・・・（略）・・・ 

第３ 将来人口の見込み                           

茅ヶ崎市の人口は、平成32（2020）年に約23.9 万人に達し、これをピークに減

少に転ずるものと見込んでいます。 

 

・・・（略）・・・ 

・・・（略）・・・ 

 

【その他】 

最新の茅ヶ崎市人口推計（平成24 

年2 月）の内容に合わせて見直し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

24ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
・・・（略）・・・ 

第３ 将来人口の見込み                           

茅ヶ崎市の人口は、平成32（2020）年に約23.9 万人に達し、これをピークに減

少に転ずるものと見込んでいます。 

 

・・・（略）・・・ 

・・・（略）・・・ 

 

【その他】 

最新の    人口推計（平成24 

年2 月）の内容に合わせて見直し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 -

 

（意見７） 

人口減少期には都市間競争で人口減少をいかに食い止めるかが重要になる。トータル

で住みやすい、住んでみたいというイメージを作ることが重要である。 

25 ページの「２都市構造」に「茅ヶ崎市は、人口を誘導するような特別な政策は行

わない」と記載があるが、矛盾していないか。 

（市の考え方） 

 ご指摘いただいた人口誘導に関する政策の記述については、前段に記述している「土

地利用」において、市街化区域と市街化調整区域の土地利用について大きな変更を行わ

ない旨を受けての記載としています。各施策においては、急速な少子高齢化への対応の

ため、豊かな長寿社会の実現に向けたまちづくりへの取り組みなど、これからの人口減

少や集約型都市構造に向けた取り組みを進めているため、次のように修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

25ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
・・・（略）・・・ 

２ 都市構造                               

茅ヶ崎市は、今後の10年は、少子高齢化が進み人口の自然増加が期待できない状

況です。また、茅ヶ崎市は、市街化区域と市街化調整区域の区域区分の変更を前提

とした特別な政策は行わないため、人口は平成32(2020)年をピークに減少に転じる

と予測されていることから、都市としての成熟が求められています。 

・・・（略）・・・ 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

豊かな長寿社会の実現に向けたま

ちづくりへの取り組みなど、これ

からの人口減少や集約型都市構造

に向けた取り組みを進めているた

め見直します。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

25ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
・・・（略）・・・ 

２ 都市構造                               

茅ヶ崎市は、今後の10年は、少子高齢化が進み人口の自然増加が期待できない状

況です。また、茅ヶ崎市は、人口を誘導するような              

   特別な政策は行わないため、人口は平成32(2020)年をピークに減少に転じる

と予測されていることから、都市としての成熟が求められています。 

・・・（略）・・・ 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

豊かな長寿社会の実現に向けたま

ちづくりへの取り組みなど、これ

からの人口減少や集約型都市構造

に向けた取り組みを進めているた

め見直します。 

・・・（略）・・・ 
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（意見８） 

26 ページの施策目標 02（保育課）の施策のねらい（ｲ）について、放課後児童クラブ

の関係で見直しがされているが、今回の見直しの視点として、子ども・子育て支援新制

度に基づく旨を記載した方がいいのではないか。 

（市の考え方） 

 ご意見のとおり、見直し理由を修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

26ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
イ 施策目標02 

ニーズに合った多様な保育を行う 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 小学生の放課後支援の充実 

保護者の多様な就労形態やニーズに対応可能な児童クラブの環境を整え、小学生

の放課後の健全育成を図ります。 

・・・（略） 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

今後も入所児童数は増加すること

が予測されるため、これまでの本

市の動向を踏まえつつ、子ども・

子育て支援新制度に基づき、保護

者の多様な就労形態やニーズに対

応可能な、さまざまな手法や運営

主体による児童クラブの開設を検

討する方向性を追加するため見直

します。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

26ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
イ 施策目標02 

ニーズに合った多様な保育を行う 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 小学生の放課後支援の充実 

保護者の多様な就労形態やニーズに対応可能な児童クラブの環境を整え、小学生

の放課後の健全育成を図ります。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

今後も入所児童数は増加すること

が予測されるため、      

               

            保護者

の多様な就労形態やニーズに対応

可能な、さまざまな手法や運営主

体による児童クラブの開設を検討

する方向性を追加するため見直し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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（意見９） 

30 ページの政策目標３（教育総務部）の目指すべき将来像について、「教育委員会

と市長との確固たる信頼関係のもと」という記述には違和感がある。首長が代わっても

市民から信頼される教育委員会という意味では独自性としてあるべきだと思う。教育委

員会として独立性をきちんと担保できる表現にすべきである。 

 

（意見 10） 

教育委員会として独立性をきちんと担保できる表現にすべきである。 

 

（意見 11） 

30 ページに教育委員会制度の改革を踏まえた見直しがあるが、市長の権限が大きく

なる中で教育委員会が独自性を保つ方向であると思うが、「信頼関係」というフレーズ

については計画書にあっては不思議な印象を受ける。 

 

（意見 12） 

30 ページに教育委員会制度の改革を踏まえた見直しがあるが、趣旨は分かるが、「確

固たる信頼関係」、「信頼関係」という文言は、「密接な連携のもと」というような文

言の方がいいのではないか。敢えて書くことで対立関係にあると取られかねない。市長

が任命しているのであり、そもそも信頼関係はあるはずである。 

（市の考え方） 

今回の法改正にあたり、教育委員会が引き続き執行機関であり、これまでと同様に教

育の政治的中立性を確保することが前提です。全国的に見ると両者の考え方が相反し、

結果として教育委員会の独立性が脅かされるような例も見受けられています。このこと

から、「新しい教育委員会制度を運用するために、市長と教育委員会が必要に応じて連

携し意思疎通を図ること」と、その一方で、「市長と教育委員会は対等な執行機関であ

り、市長と教育委員会は協議・調整を行うものの、最終的な執行権限は教育委員会に留

保されている」という二つの意味を込めて、「教育委員会と市長との確固たる信頼関係

のもと」としたものですが、ご指摘を踏まえ、次のとおり修正しました。 
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◆修正部分の対照表 

修 正 後 

29～30ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
 

(3) 政策目標３ 

次代に向かって教育環境ゆたかなまち 

 

目指すべき将来像 

・教育委員会と市長との密接な連携  のもとで、より広い視野から教育方針を決

定している 

 

・・・（略）・・・ 

 

ア 施策目標10 

円滑に教育行政を進める 

 

施策のねらい 

(ｱ) 理解され、信頼される教育行政の推進 

教育委員をはじめ教育行政に携わる人が教育委員会制度の趣旨をしっかりと認識

し、市長との密接な連携を保ちながら、果たすべき責任を果たすことで、市民から

理解され、信頼される教育行政を推進します。 

 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

【その他】 

教育委員会制度改革の方向性を考

慮し見直します。 

 

 

 

 

【その他】 

教育委員会制度改革のきっかけと

なった問題点の指摘を踏まえ見直

します。 

 

・・・（略）・・・ 

 

修 正 前 

29～30ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
 

(3) 政策目標３ 

次代に向かって教育環境ゆたかなまち 

 

目指すべき将来像 

・教育委員会と市長との確固たる信頼関係のもとで、より広い視野から教育方針を

決定している 

 

・・・（略）・・・ 

 

ア 施策目標10 

円滑に教育行政を進める 

 

施策のねらい 

(ｱ) 理解され、信頼される教育行政の推進 

教育委員をはじめ教育行政に携わる人が教育委員会制度の趣旨をしっかりと認識

し、市長との信頼関係 を保ちながら、果たすべき責任を果たすことで、市民から

理解され、信頼される教育行政を推進します。 

 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

【その他】 

教育委員会制度改革の方向性を考

慮し見直します。 

 

 

 

 

【その他】 

教育委員会制度改革のきっかけと

なった問題点の指摘を踏まえ見直

します。 

 

・・・（略）・・・ 
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（意見 13） 

30 ページの施策目標 12（学務課）の施策のねらい（ｲ）学校給食の充実の部分で給食

調理場の適切な管理や衛生管理の徹底が追記されているが、今までは管理を徹底してい

ないのかという印象を持つ。これまでも実施してきているというニュアンスを含める必

要がある。 

（市の考え方） 

 老朽化し更新時期を迎えた給食施設の大規模改修を含む適切な管理、更新が緊急の課

題となっているため見直すものであるため、見直し部分後半を次のとおり修正し、通常

の管理だけではなく、老朽化への対応であることを明確にしました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

30ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標12 

健やかで安心できる学校生活を支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

 (ｲ) 学校給食の充実 

健やかな心身の育成のため、献立の充実を図り、食の安全確保をし、質の良い給

食を提供し、食の大切さを伝えます。また、老朽化し更新時期を迎えた給食調理場

の適切な管理を行うなど、衛生管理を徹底します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【①安全・安心の視点】 

食の安全確保には、老朽化し更新

時期を迎えた給食施設の大規模改

修を含む適切な管理、更新が緊急

の課題となっているため見直しま

す。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

30ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ウ 施策目標12 

健やかで安心できる学校生活を支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

 (ｲ) 学校給食の充実 

健やかな心身の育成のため、献立の充実を図り、食の安全確保をし、質の良い給

食を提供し、食の大切さを伝えます。また、老朽化し更新時期を迎えた給食調理場

の適切な管理を行うなど、衛生管理を徹底します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【①安全・安心の視点】 

食の安全確保には、老朽化し更新

時期を迎えた給食施設の大規模改

修を含む適切な管理、更新が緊急

の課題となっているため見直しま

す。 

・・・（略）・・・ 
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（意見 14） 

32 ページの施策目標 15（男女共同参画課）について、外国籍市民数については、現

状に合わせ修正しているが、その理由は何か。増加ならば記載する意味はあるが、「近

年の国際化に対応し」というような記述の方がいいのではないか。 

（市の考え方） 

 近年の実態に即して修正を加えましたが、外国籍市民の数に限らず、国際化の進展に

対応することは重要な視点と考えており、いただいたご意見を踏まえ、次のとおり修正

しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

32ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標15 

互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 国際化に対応した行政サービスの提供と地域交流の支援 

国際化の進展に伴い、外国籍市民                が、適切に

行政サービスを享受し、地域において円滑にコミュニケーションを図ることができ

るよう、多言語による情報提供や国際交流事業などを通して、国際化に対応した行

政サービスの提供や地域での交流を支援します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

外国籍市民数は近   年減少傾

向にありますが、近年の国際化に

対応して多言語への対応など、よ

り多様なサービスの必要性が高ま

っているため見直します。 

・・・（略）・・・ 

 
 

修 正 前 

32ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ウ 施策目標15 

互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 国際化に対応した行政サービスの提供と地域交流の支援 

           外国籍市民数はここ数年、減少に転じていますが、適切に

行政サービスを享受し、地域において円滑にコミュニケーションを図ることができ

るよう、多言語による情報提供や国際交流事業などを通して、国際化に対応した行

政サービスの提供や地域での交流を支援します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

外国籍市民数は、ここ数年減少 

 に転じている        

               

               

   ため見直します。 

・・・（略）・・・ 
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（意見 15） 

平成 27 年度から介護保険制度が大きく変わり、要支援１・２の方は市町村の地域支

援事業へ移行する。利用者にとっても事業所にとっても、大きな変化である。 

現在、次期介護保険事業計画の策定を進めているが、今回の基本構想の中間見直しと

の整合が図られているのか。 

（市の考え方） 

 介護予防の推進のために「介護予防・日常生活支援総合事業の推進」を新たに施策目

標 18「高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する」の施策のねらいに位置づけ、

それとの整合を図りながら第 6 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定していきま

す。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

34ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標18 

高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｳ) 認知症高齢者に対する支援の充実 

認知症高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある暮らしが続けられるよう、地域ケア

体制を整備します。 

(ｴ) 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

多様な主体による訪問サービスや通所サービス等の介護予防・生活支援サービス

等の提供体制を整備し、要支援認定者等の在宅における日常生活を支える取り組み

を推進します。 

 

 

 

 

(ｵ) 多職種が連携した在宅医療の体制の充実 

医療、介護などの多職種の連携による支援体制を構築し、高齢者が住み慣れた地

域で暮らし、在宅で医療を受けられるようにします。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

地域包括ケアシステムの一環とし

て、要支援認定者等の生活を支援

するための訪問事業や通所事業な

どをＮＰＯやボランティアなどの

多様な主体により行うことができ

る事業として実施する等のため追

加します。 

【②少子高齢化の視点】 

地域包括ケアシステムの一環とし

て、医療、介護等の多職種の連携

による体制を構築し、在宅医療を

推進するため追加します。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 前 

33～34ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ウ 施策目標18 

高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｳ) 認知症高齢者に対する支援の充実 

認知症高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある暮らしが続けられるよう、地域ケア

体制を整備します。 

(ｴ) 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

多様な主体による訪問サービスや通所サービス等の介護予防・生活支援サービス

等の提供体制を整備し、要支援認定者等の在宅における日常生活を支える取り組み

を推進します。 

 

 

 

 

(ｴ) 多職種が連携した在宅医療の体制の充実 

医療、介護などの多職種の連携による支援体制を構築し、高齢者が住み慣れた地

域で暮らし、在宅で医療を受けられるようにします。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②少子高齢化の視点】 

地域包括ケアシステムの一環とし

て、要支援認定者等の生活を支援

するための訪問事業や通所事業な

どをNPOやボランティアなどの多様

な主体により行うことができる事

業として実施する等のため追加し

ます。   

【②少子高齢化の視点】 

地域包括ケアシステムの一環とし

て、医療、介護等の多職種の連携

による体制を構築し、在宅医療を

推進するため追加します。 

・・・（略）・・・ 
 

 

 

（意見 16） 

市民相談課の業務計画を見ると、「市民の悩みや不安を解消する」と言うことで、行

政運営に寄せられた苦情等を業務改善につなげるとされている。この役割は大きいと考

えるがどこにもそのような記載がない。安心安全とは何か、行政としてのあり方を考え

てほしい。 

 

（意見 17） 

39 ページの施策目標 29（市民相談課）について、市民から寄せられた相談や苦情、

意見等を市民サービスの向上につなげるところまで、業務計画には記載されているが、

市民相談課の施策のねらいとして、そこまでの記載がなされていない。 

（市の考え方） 

 ご意見にありますように、広聴については、自治基本条例に基づき、平成 24 年度から

苦情等の対応制度を開始し、市民サービスの向上につなげる取り組みを進めていることか

ら、次のとおり施策のねらいを追加しました。 
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◆修正部分の対照表 

修 正 後 

39ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標29 

市民の悩みや不安を解消する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 相談の充実 

市民が抱えるさまざまな悩みを解決し、安心して生活ができるよう、内容に応じ

た各種相談を充実します。 

(ｵ) 要望、苦情等に対する取り組みの推進 

市民から寄せられた要望等に対して速やかな対応や回答等を行います。また、市

民から寄せられた苦情等を市民サービスの向上につなげる取り組みを行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

広聴については、自治基本条例に

基づき、苦情等の対応制度を開始

し、市民サービスの向上につなげ

る取り組みを進めていることから

追加します。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

39ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標29 

市民の悩みや不安を解消する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 相談の充実 

市民が抱えるさまざまな悩みを解決し、安心して生活ができるよう、内容に応じ

た各種相談を充実します。 

(ｵ) 要望、苦情等に対する取り組みの推進 

市民から寄せられた要望等に対して速やかな対応や回答等を行います。また、市

民から寄せられた苦情等を市民サービスの向上につなげる取り組みを行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

広聴については、自治基本条例に

基づき、苦情等の対応制度を開 

・・・（略）・・・ 
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（意見 18） 

43 ページには住宅の耐震化率の向上を図るとあるが、単に耐震化だけの視点ではな

く、高齢になると不都合になる部分について住環境まちづくりの視点をきちんと基本構

想に位置づけた方がいい。住環境まちづくりプランがあるのであるから、それを踏まえ

たものを基本構想にも位置づけをする必要がある。 

 

（意見 19） 

24～25 ページの土地利用や都市構造の文章中に、空き家対策に関する文言がなくて

いいのか。今後深刻な問題となってくる。 

 

（意見 20） 

住み替えを含めた空き家対策が今後重要になる。人口の動向に関係するが、施策の中

に出てきていない。これは意図的に記載する必要がないか。 

（市の考え方） 

 「住環境に係るまちづくり」については、総合計画基本構想の施策目標 37「住みやす

く住み続けたいまちをつくる」の実現に向けた「施策のねらい」の１つとして「（ｴ）住

環境整備の調査・研究」を掲げています。この施策のねらいを受けて、超高齢社会・人

口減少を見据え、「湘南茅ヶ崎らしい様々なライフステージに応じた住まい方ができる

まち」を将来像とした「茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン」を平成 26 年３月に策

定しました。このプランには、セーフティネットの構築や空き家の活用、ライフステー

ジに応じた住み替え対策の検討など、今後 10 年間の住まい・住まい方についての基本的

な方向性と施策を定めています。市は、このプランに基づき、26 年度から住宅政策を推

進しています。 

今後においてもこのプランに基づく施策を推進していくことから、施策のねらいの見

出しを「（ｴ）住環境整備の調査・研究」から「（ｴ）住環境整備の推進」に改めました。 
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◆修正部分の対照表 

修 正 後 

43ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
イ 施策目標37 

住みやすく住み続けたいまちをつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 住環境整備の推進    

 住環境整備を進めるため、必要な支援や法制度の導入を進めます。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

これからの超高齢社会や人口減少

社会を見据え、今後１０年間の住

まい・住まい方の基本的な方向性

と施策を定めた「茅ヶ崎市住まい

づくりアクションプラン」（平成

２６年３月策定）に基づき、今後

取り組みを推進していくため見直

します。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

42～43ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
イ 施策目標37 

住みやすく住み続けたいまちをつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 住環境整備の調査・研究 

 住環境整備を進めるため、必要な支援や法制度の導入を進めます。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【②少子高齢化の視点】 

これからの超高齢社会や人口減少

社会を見据え、今後１０年間の住

まい・住まい方の基本的な方向性

と施策を定めた「茅ヶ崎市住まい

づくりアクションプラン」（平成

２６年３月策定）に基づき、今後

取り組みを推進していくため見直

します。 

・・・（略）・・・ 
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（意見 21） 

45 ページの施策目標 44（公園緑地課）について、既存の公園・緑地の管理運営だけ

ではなく、これから指定されるもの等について、どう保全していくのか、自然環境を保

全するための整備をしていくという部分が施策のねらいとして記載されていない。 

（市の考え方） 

 いただいたご意見を踏まえ、次のとおり修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

45ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
エ 施策目標44 

 公園・緑地を整備する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 既存の公園・緑地の再生整備 

身近な公園・緑地の整備やみどりの保全、適切な維持管理に加えて、既存の公園

を対象として、地域住民のニーズや災害時の避難場所としての役割に対応した再生

整備を推進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【①安全・安心の視点】 

公園・緑地の    維持管理を

適切に行うとともに、発災時に公

園に期待されている避難所として

の機能を考慮した再整備などにつ

いても、みどりの保全に考慮しつ

つ推進するため見直します。 

・・・（略）・・・ 

 

修 正 前 

44～45ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
エ 施策目標44 

 公園・緑地を整備する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 既存の公園・緑地の再生整備 

身近な公園・緑地の整備       、適切な維持管理に加えて、既存の公園

を対象として、地域住民のニーズや災害時の避難場所としての役割に対応した再生

整備を推進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【①安全・安心の視点】 

公園・緑地の設備等の維持管理を

適切に行うとともに、発災時に公

園に期待されている避難所として

の機能を考慮した再整備を   

               

 推進するため見直します。 

・・・（略）・・・ 
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（意見 22） 

46 ページの政策目標 14（経済部）の目指すべき将来像に「地域経済がきちんとまわ

る」趣旨の加筆ができないか。 

49 ページの施策目標 49（産業振興課）の施策のねらいの中で「観光イベントの充実

します」という記載があるが、集客をしても市内で消費されなければ空振りになってし

まう。雇用の創出に関しても地域経済が循環してのことだと思う。 

（市の考え方） 

 ご意見にありますように、地域経済の循環に関する視点は大切であると考えているた

め、政策目標 14（産業・雇用）の目指すべき将来像を次のとおり修正しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

47ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
 

(4) 政策目標14 

地域の魅力と活力のある産業のまち 

 

目指すべき将来像 

・              茅ヶ崎の魅力の発信により、まちが活性化し、地

域経済が好循環している 

 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

 

【その他】 

新たな交通網等の整備による街の

活性化とともに地域経済の好循環

に関する視点の重要度が増してい

るため、見直します。 

 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

46ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
 

(4) 政策目標14 

地域の魅力と活力のある産業のまち 

 

目指すべき将来像 

・地場産品のブランド化が進み、茅ヶ崎の魅力の発信により、まちが活性化し  

        ている 

 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

 

【その他】 

新たな交通網等の整備による街の

活性化とともに地域経済の好循環

に関する視点の重要度が増してい

るため、見直します。 

 

・・・（略）・・・ 
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（意見 23） 

システムの最適化は最終段階に入るが、今後のマイナンバー制度等にも向けて準備も

必要であり、大変ではあるがしっかり頑張ってほしい。 

（市の考え方） 

 マイナンバー制度については、システム改修だけでなく、個人情報保護や条例規則の

改正も含めた一体的対応が求められるため、導入準備のための庁内会議による部局間情

報連携を図り、国からの指示等に適切に対応します。 

このことから、施策目標 54 の施策のねらいを次のとおり追加しました。 

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

49～50ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
イ 施策目標54 

先を見据えた政策を実現する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｵ) 豊かな長寿社会に向けた取り組みの推進 

長寿であることを誰もが享受できる豊かな長寿社会を支える仕組みを構築し、そ

の戦略的な展開を図ります。 

(ｶ) マイナンバー制度の活用に向けた取り組みの推進 

マイナンバー法の趣旨に基づき、マイナンバーを活用した住民の利便性向上、行

政の効率化、公平・公正な社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

平成28年1月から開始となるマイ

ナンバー制度に基づき、情報通信

技術を活用した制度の推進が必要

なため追加します。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 前 

49ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
イ 施策目標54 

先を見据えた政策を実現する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｵ) 豊かな長寿社会に向けた取り組みの推進 

長寿であることを誰もが享受できる豊かな長寿社会を支える仕組みを構築し、そ

の戦略的な展開を図ります。 

(ｶ) マイナンバー制度の活用に向けた取り組みの推進 

マイナンバー法の趣旨に基づき、マイナンバーを活用した住民の利便性向上、行

政の効率化、公平・公正な社会の実現に向けた取り組みを推進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

平成２８年１月から開始となるマ

イナンバー制度に基づき、情報通

信技術を活用した制度の推進が必

要なため追加し 。 

・・・（略）・・・ 
 

 

 

（意見 24） 

自治基本条例に基づき市民参加条例が施行されたが、市民参加については、一面後退

している。再検討を行って、基本構想の見直しにもきちんと位置づけを行ってほしい。

 

（意見 25） 

自治基本条例（52 ページ）だけではなく、市民参加条例も 26 年４月に施行されてい

る。これについても記載してはどうか。行政側も市民側にも徹底するという意味でも、

検討してほしい。 

（市の考え方） 

ご意見にありますように、平成 26 年４月より市民参加条例が施行され、市政への市民

参加の推進を図っていることから、次のとおり施策のねらいを追加しました。 



- 29 -

 

◆修正部分の対照表 

修 正 後 

51～52ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ア 施策目標58 

市民と行政が協力して自治の進展を図る 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 市民主体の活動の環境づくりと活動支援 

自立した市民が主体的に活動できる拠点の整備や環境づくりを進めるとともに、

新たなコミュニティの活動を支援し、地域のきずなをつくり、地域での活動の担い

手の発掘、自主的な課題解決のための取り組みを促進します。 

(ｳ) 市政への市民参加の推進 

市民参加をしやすい環境の整備に努めるとともに、市政に関する情報を積極的に

市民に提供し、主体的な市民参加を促進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

市政への市民参加の推進を図るた

め追加します。 

・・・（略）・・・ 

 

修 正 前 

51ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ア 施策目標58 

市民と行政が協力して自治の進展を図る 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 市民主体の活動の環境づくりと活動支援 

自立した市民が主体的に活動できる拠点の整備や環境づくりを進めるとともに、

新たなコミュニティの活動を支援し、地域のきずなをつくり、地域での活動の担い

手の発掘、自主的な課題解決のための取り組みを促進します。 

（ｳ）市政への市民参加の推進 

市民参加をしやすい環境の整備に努めるとともに、市政に関する情報を積極的に

市民に提供し、主体的な市民参加を促進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

市政への市民参加の推進を図るた

め追加します。 

・・・（略）・・・ 
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（意見 26） 

51 ページに「服務規律の向上を図ります」とあるが、これは当然のことであり、記

載するほどのことではない。 

 

（意見 27） 

51 ページの施策目標 59（職員課）の施策のねらい（ｴ）適正な人事管理が追記されて

いるが、「市民から信頼される職員としての自覚を促し」とある。この表現では、今ま

でそうした自覚を持っていなかったのかと言われかねない。また、「服務規律の向上を

図ります」とあるが、同様にこれまではどうだったのかという指摘をされかねない。

 

（意見 28） 

51 ページの施策目標 59（職員課）の施策のねらい（ｴ）適正な人事管理が追記されて

いるが、「服務規律」との用語がある。時代に即していないと考えるが、コンプライア

ンスの方がいいのではないか。 

 

（意見 29） 

職員課の見直し部分は人事給与制度の見直しを捉えた見直しだと思うが、職員を品定

めをするという力点にしか見えない。新たな処遇を構築しようとするならば、近代的な

労務管理をしていく必要がある。評価が先ではなく、研修の充実等職員側に立った表現

が必要ではないか。 

「適正な人事管理」という言葉がそもそも検討が必要ではないか。 

（市の考え方） 

 服務規律の向上については、市民からの信頼を得る職員を目指すため、意図的に記述

したものですが、職員として順守するべき行動規範等を規定したものであり、まちづく

りの大きな方向性を定めた基本構想に位置づけることは適切ではないため、ご意見を踏

まえ、次のように見直しました。 
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◆修正部分の対照表 

修 正 後 

52ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
イ 施策目標59 

職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ)    人事給与制度の適正な管理・運用 

                                     

人事給与制度については、社会情勢に配慮した市民の理解を得られる適正なものと

なるよう調査、研究したうえで、必要に応じて改正し、適正な運用を行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

市政運営にあたっては、    

               

               

          職員がやる

気を持ち成果を引き出す素地とな

る人事給与制度の適正な運用を進

めていくため追加します。 
・・・（略）・・・ 

 

修 正 前 

51ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
イ 施策目標59 

職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 適正な人事        管理    

市民から信頼される職員としての自覚を促し、服務規律の向上を図ります。また、

人事給与制度については、社会情勢に配慮した市民の理解を得られる適正なものと

なるよう調査、研究したうえで、必要に応じて改正し、適正な運用を行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

市政運営にあたっては、その担い

手である職員がより市民に信頼さ

れるよう、さらなる服務規律の向

上に努めるとともに、職員がやる

気を持ち成果を引き出す素地とな

る人事給与制度の適正な運用を進

めていくため追加します。 
・・・（略）・・・ 
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４ その他、庁内調整により修正を行ったもの【体系順に掲載】 

 

修 正 後 

30～31ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標12 

健やかで安心できる学校生活を支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 教職員の適正配置 

教職員の確保と適切な配置により、児童・生徒が効果的に教育を受けられる体制

を整えます。 

(ｵ) 登下校時の児童の安全確保 

警察など関係機関や家庭・学校・地域と連携し、登下校時の児童の安全を図りま

す。 

 

(ｶ) 適正な就学事務の実施 

児童・生徒が義務教育を受けるための就学事務を適正に行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

30～31ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ウ 施策目標12 

健やかで安心できる学校生活を支援する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 教職員の適正配置 

教職員の確保と適切な配置により、児童・生徒が効果的に教育を受けられる体制

を整えます。 

               

                                    

   

 

            

                          

 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

31ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ア 施策目標13 

まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力

をはぐくむ 

 

施策のねらい 

(ｱ) 市民の自主的な文化生涯学習活動の促進 

だれもが自由に参加し、互いに学び、学んだことを生かせる学習環境や文化芸術

活動に参加しやすい環境を整えることにより、市民の自主的な文化生涯学習活動を

促します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

31ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ア 施策目標13 

まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着を持ち、未来を創造する力

をはぐくむ 

 

施策のねらい 

(ｱ) 市民の自主的な    学習活動の促進 

だれもが自由に参加し、互いに学び、学んだことを生かせる学習環境     

           を整えることにより、市民の自主的な     学習活動を

促します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

35～36ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
イ 施策目標22 

高度で良質な医療サービスを提供する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 病診連携と機能分担の促進 

かかりつけ医を中心とした地域医療の連携や民間病院・診療所・福祉施設・介護

事業者などとの機能分担と連携を促進します。 

(ｳ) 適確な診療報酬の確保 

高度で良質な医療を安定的に提供するため、適正かつ確実な診療報酬の請求を行

うとともに、多様な取り組みにより収納事務の効率化を図ります。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

35ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
イ 施策目標22 

高度で良質な医療サービスを提供する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 病診連携と機能分担の促進 

かかりつけ医を中心とした地域医療の連携や民間病院・診療所・福祉施設・介護

事業者などとの機能分担と連携を促進します。 

(ｳ) 適確な診療報酬の確保 

高度で良質な医療を安定的に提供するため、適正かつ確実な診療報酬の請求を行

うとともに、多様な取り組みにより収納事務の効率化を図ります。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

37～38ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ウ 施策目標25 

資源循環型社会の形成を目指す 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 資源循環の仕組みの充実 

ごみ処理の広域化を推進し、処理施設の共同整備と資源化施設の共同運用を適切

に実施し、その有効活用を図るとともに分別品目や収集方法を見直して資源化を促

進します。 

(ｳ) 廃棄物の適正処理 

循環型社会の形成に向けた収集計画を策定し、家庭から出るごみをはじめ、事業

系ごみ、し尿、浄化槽汚泥などの適正処理を行います。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

37ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ウ 施策目標25 

資源循環型社会の形成を目指す 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 資源循環の仕組みの充実 

ごみ処理の広域化を推進し、処理施設の共同整備と資源化施設の共同運用を適切

に実施し、その有効活用を図るとともに分別品目や収集方法を見直して資源化を促

進します。 

            

                                    

                          

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

 



- 36 -

 

修 正 後 

38ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
エ 施策目標26 

ごみや資源物を効率的に収集・処理する 

 

施策のねらい 

(ｱ) ごみと資源物の適正排出の指導・周知の徹底と収集の効率化 

燃やせるごみ・燃やせないごみ（破砕すれば燃やせるごみも含む）に含まれてい

る資源物を減らすため、ごみと資源物の適正排出の指導・周知を徹底      

                          します。また、ごみと資

源物の効率的な収集を実施します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 

 

修 正 前 

38ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
エ 施策目標26 

ごみや資源物を効率的に収集・処理する 

 

施策のねらい 

(ｱ)    資源物の適正排出の指導・周知の徹底と収集の効率化 

燃やせるごみ・燃やせないごみ（破砕すれば燃やせるごみも含む）に含まれてい

る資源物を減らすため、   資源物の適正排出の指導・周知を徹底するとともに、

資源物の分別収集品目の拡大により、ごみの減量化を推進します。また、   資

源物の効率的な収集を実施します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

38～39ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
ア 施策目標27 

市民生活の安全を確保する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｳ) 駅周辺の放置自転車・違法駐車の解消 

放置自転車・違法駐車により歩行者空間や通行の確保が阻害されており、駅周辺

の放置自転車・違法駐車の解消を図る対策を講ずるとともに、自転車駐車場の整備

を推進します。 

(ｴ) 交通安全教育と広報啓発活動の推進 

関係機関、関係団体との連携強化を図りながら、受講機会が少ない大人に重点を

置いた交通安全教室を実施するとともに、自転車の安全利用についての広報啓発活

動を充実します。 

(ｵ) 交通安全対策の推進 

通学路の安全対策や交通指導員の活動支援など、交通安全対策を推進します。 

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

 

 

 

 

【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

38ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
ア 施策目標27 

市民生活の安全を確保する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｳ) 駅周辺の放置自転車・違法駐車の解消 

放置自転車・違法駐車により歩行者空間や通行の確保が阻害されており、駅周辺

の放置自転車・違法駐車の解消を図る対策を講ずるとともに、自転車駐車場の整備

を推進します。 

(ｴ) 交通安全教育と広報啓発活動の推進 

関係機関、関係団体との連携強化を図りながら、受講機会が少ない大人に重点を

置いた交通安全教室を実施するとともに、自転車の安全利用についての広報啓発活

動を充実します。 

            

                                    

・・・（略）・・・ 

 

 

 

 

・・・（略）・・・ 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

 

 

 

 

【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

48ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
エ 施策目標52 

地域特性に配慮した都市拠点を整備する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 基盤整備の推進（萩園地区） 

萩園地区は、産業系土地利用への誘導を図るための基盤整備の推進を図ります。

(ｵ) 都市整備の推進 

市街地の基盤整備や市街地再開発を推進し、防災性の高いまちづくりを進めます。

・・・（略）・・・ 

 

 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

47～48ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
エ 施策目標52 

地域特性に配慮した都市拠点を整備する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｴ) 基盤整備の推進（萩園地区） 

萩園地区は、産業系土地利用への誘導を図るための基盤整備の推進を図ります。

(ｵ) 都市整備の推進 

市街地の基盤整備や市街地再開発を推進し、防災性の高いまちづくりを進めます。

・・・（略）・・・ 

 

 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

53ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
オ 施策目標62 

自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する 

 

施策のねらい 

(ｱ) 市民に有益な政策や施策を支える例規の整備 

現行法制度を遵守する中で、市民に有益な政策や施策を展開するために、それを

支える例規の整備を行います。 

(ｲ) 行政文書の適正な管理 

行政文書の作成・整理・保存・廃棄などの事務について、適正かつ円滑な処理を

進めます。 

・・・（略）・・・ 

 

 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

52ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
オ 施策目標62 

自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する 

 

施策のねらい 

(ｱ) 市民に有益な政策や施策を支える例規の整備 

現行法制度を遵守する中で、市民に有益な政策や施策を展開するために、それを

支える例規の整備を行います。 

(ｲ) 行政文書の適正な管理 

行政文書の作成・整理・保存・廃棄などの事務について、適正かつ円滑な処理を

進めます。 

・・・（略）・・・ 

 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
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修 正 後 

53ページ 

「７ 基本構想の見直し案」の表中 

見直し案 見直し理由 
カ 施策目標63 

北部の行政拠点を充実する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 小出支所を活用した多様な施策展開 

地域の団体活動への協力と支援を行い、防災活動・地域福祉活動など小出支所を

地域の活動拠点とした多様な施策を展開します。 

(ｳ) 斎場の適正な管理運営 

火葬及び葬儀が円滑に行えるよう斎場の業務を適正に管理運営します。 

・・・（略）・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

施策目標の効果的・効率的な達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

修 正 前 

52ページ 

「７ 基本構想の見直し素案」の表中 

見直し素案 見直し理由 
カ 施策目標63 

北部の行政拠点を充実する 

 

施策のねらい 

・・・（略）・・・ 

(ｲ) 小出支所を活用した多様な施策展開 

地域の団体活動への協力と支援を行い、防災活動・地域福祉活動など小出支所を

地域の活動拠点とした多様な施策を展開します。 

(ｳ) 斎場の適正な管理運営 

火葬及び葬儀が円滑に行えるよう斎場の業務を適正に管理運営します。 

・・・（略）・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
・・・（略）・・・ 
【その他】 

効率的・効果的な施策目標の達成

を図るため施策のねらいを整理し

ます。 

・・・（略）・・・ 
 

 

 


