令和 3 年度第 1 回
茅ヶ崎市環境審議会
資料５

茅ヶ崎市環境基本計画（2011年版）
進捗状況報告書（令和３年度版）に対する市民意見
●募集期間

令和3年7月5日（月）～7月19日（月）

●意見提出者数

5人

●意見の件数

33件

●内容別の意見件数

項目

件数
28

①目標及び重点施策に関する御意見
テーマ1 特に重要度の高い自然環境の保全

(15)

テーマ2 市域全体の自然環境の保全・再生の仕組みづくり

(8)

テーマ3 資源循環型社会の構築

(0)

テーマ4 低炭素社会の構築

(1)

テーマ5 計画を確実に進めていくための人づくり

(4)

②その他 （報告書全般に関する御意見、報告書の表現方法に関する御意見など）

合計

5
33

①目標及び重点施策に関する御意見
テーマ1 特に重要度の高い自然環境の保全
施策の柱1.1 コア地域の保全管理体制、財政担保システムの確立
No.

ページ

目標/
重点施策

意見の内容

1

12

目標2

参考ｰ6 テーマ1 目標2 施策の柱1.1 コア地域の保全管理体制、財政担保システ
ムの確立については、27年度に目標変更を行ったにもかかわらず、進捗状況報告では目
標の未達が目立つ。もっと真摯に対応してほしい。

2

12

目標2

活動組織があり、とあるが、実情に合わせた活動組織がある、といえるのかどうか。

目標2

長谷の希少性の高い植物を平成24年に市民が移植した。一度確認をした。平成30年に
景観みどり課の職員が希少種を移植しているが、その後については不明。移植した市民
や調査した市民に内容を公開してもらいたい。協議中の内容についてももう少し詳しく
書いてほしい。

3

12

1

No.

ページ

目標/
重点施策

意見の内容
(1)コア地域ごとの活動組織の設置は何も書かれていませんが、今のままで十分と考え
られているのですか？ 市民としては、不十分であると認識している。
(2)長谷に関しては、土地利用の進捗がなかったから取り組みもなかったという書き方
はおかしいと思う。
学校を設置することが決まっており、それに伴って計画が進まなくても、どこまでを
どのように保全していくのか、進捗がないからこそ、この時期に茅ヶ崎市の主体的な提
案をすることもできると思う。

4

14

重点施策1 (3)計画に基づく活動について
○清水谷…「清水谷特別緑地保全地区保全管理計画」は5年ごとにみどり審議会や環境
審議会、学識経験者等の助言による見直しをすることが記載されている。すでにその時
期を大幅に過ぎているにもかかわらず、見直しの案さえ提出されないのが実情である。
市は事実を記載すべきではないかと思う。
○赤羽根十三図周辺保全管理計画は、新しく買い入れた部分の将来像やみどりのまちづ
くり基金で実施した駐車場などの設備があるが、それらは変更されているのか、明確で
ない。
○最初に策定した各コア地域の保全管理計画は、周辺の変化やその場所自体の変化に伴
い、見直しや改正が必要と思う。

5

6

7

16

(1)緑のまちづくり基金活用のための仕組みづくり
この施策も、すでに環境基本計画(2011年版)を作成する前に、市民団体から提案が出
されていた内容である。それにも関わらず、市の考え方が大幅に揺れ動き、未だに検討
されているままである。
今回、森林環境譲与税が創設されるからとまた遅れてしまい、今後市民参加の手続き
も行わず、みどり審議会で条例改正まで行うとの担当課の回答があった。
また、良好な自然環境の保全や取得だけでなく、自然環境評価調査などにも利用を広
げようとしているが、これはおかしい。みどりの基本計画にも環境基本計画にも記載が
ある施策であるので、きちんと予算を取って実施するべきだと考える。
緑のまちづくり基金で実施するならば、やらなくても良いと考える。評価調査として
重点施策2 も、みどりのまちづくり基金が利用できなくて、自然環境の保全すべき場所が保全され
ないのだから。
また、今回平成30年度に赤羽根十三図の管理用地の整備に3300万円が取り崩されてい
たことが市民の問い合わせで初めて公表された。これもおかしいと思う。
保存樹林だった香川公民館の雑木林の保全を市民が寄付を募って、意見広告まで出し
て、議会へも陳情を出して、保全の要望をしたにもかかわらず、保全する必要がない樹
林だと簡単に開発がされてしまった。にもかかわらず、保全すべき場所ではない管理用
地だという土木工事に多額のお金を取り崩していたことは市民を騙す行為であると考え
る。
今後、みどりのまちづくり基金条例を改正するならば、自治基本条例に則って、きち
んと市民参加を行って条例改正をしてほしい。

16

短期的、経済的にはしない方が有益であるのが環境保全であるからこそ、財政担保を
ゆるぎないものにするために、より広く理解されるような広報が必要（小・中学校向け
の教材が作成できれば親世代にも広報できるのではないか）。
〇30年前と現在の市の緑被面積の変化を可視化して並べる。
重点施策2 〇30年前と現在の動植物の分布？を並べる。
〇源流を埋め立てるとどうなるのか。保全している土地を仮に造成、または残土埋め立
てした場合、どのような弊害が下流に起こりうるのか、線状降雨帯が来た場合なども想
定し、示す。など、自然に特には関心のない市民にも理解しやすいような紹介をしたら
よいと思います。

17

茅ヶ崎市の緑のまちづくり基金の活用事例を見て驚いた。令和2年の進捗状況報告書
には30年度の「赤羽根十三図の管理用地の整備」にみどり基金が活用されたことが掲載
されていない。この活用について明記されていない状態で、私たち市民は進捗状況報告
書に意見を書いた。不正確な内容で市民から意見をもらう、というのはいかがなもの
か。看過できない。
平成30年のみどり審議会に報告もしていない。担当課のホームページにも活用事例と
重点施策2 して今年の6月まで挙がっていなかった。この管理用地は赤羽根十三図特別緑地保全地
区内ではない。
環境政策課も景観みどり課も緑のまちづくり基金の活用事例の記載が正しくなかった
ことについてきちんと説明してもらいたい。
さらに平成元年に赤羽根十三図の一部を取得しているが、荒れ地のままである。目的
があって、取得したのであるから、特緑としてふさわしい環境になるように管理計画を
たて、努力してもらいたい。

2

No.

ページ

目標/
重点施策

意見の内容
この施策は、清水谷とその周辺を総合的に保全していく施策を展開しない限り、
4.9haの狭い特別緑地保全地区の清水谷の生物多様性を将来的に保全していくことがで
きないことをしめしている。しかし、取り組みの書き方はそのようになっていないため
に不十分である。
(1)清水谷の保全
具体的な取り組みの書き方が理解できない。
清水谷を愛する会は、茅ヶ崎市と協定を結んで、保全管理計画に則って、保全作業を
している。だから、それに必要なことは全部実施している。会が実施していることと行
政がしていることを書けば、もっと明確な書き方ができるのではないか。書き方を考え
たほうが良い。
行政のすべきことを書くならば、保全管理計画が改正していないことも記載すべきで
ある。
また、具体的に保全作業への支援や情報共有を行っているというならば、もっと具体
的で有効な情報提供をしてほしい。

8

18

重点施策
3,4
(3)清水谷周辺の自然環境の保全

地権者や近隣者に対して環境への配慮をするよう依頼したとありますが、特緑になっ
てから変わらず地権者の土地利用のしかたや近隣者のごみや外来種の投棄、土や竹など
の持ち去りなど、いろいろなことが起こっている。
特別緑地保全地区として、多くの方に気持ちよく認識していただき、将来にわたって
保全管理が十分に行われるためには、小池先生が環境審議会の中で言われていたよう
に、地域の方々に様々な機会を利用して意見交換会や説明会などを行う必要があると考
えている。
今からでも遅くないし、今後の特別緑地保全地区のためにも地域での理解と協力をお
願いできるようなことを実施するべきである。
それによって、周辺の土地利用も変わってくるのではないかと思う。
(4)周辺の自然環境に配慮した(仮称)小出小学校用地の活用
現在スポーツ広場として利用されている場所の南側の樹林には貴重な植物が生えてい
る。十年も何も進展がないならば、あの場所だけでも保全区域にしてほしい。

9

19

小出第二小学校予定地の活用についてはもう10年以上検討している。方向性は示して
重点施策
ほしい。
3,4
(1)水害防備保安林及び移植樹林の保全管理に関するルール、システムの確立
「平太夫新田全体の保全について検討する必要がある」とあるが、全体に広がる具体
策を提案すべき。
国との情報共有については、庁内で共有しただけで、市民団体とは共有していない。
国との意見交換会には、市民団体から色々な質問を出して意見交換をするが、茅ヶ崎市
は意見を出さないから、三者で意見交換をしたということにはなっていない。

10

11

21

23

(2)地域との連携による管理体制の確立
相模川の河畔林を育てる会は、市が管理体制を立ち上げることができないということ
で、市民が立ち上げたものである。本来は地域の方々が保全作業をするような団体の設
置が望ましい。是非、その方向をめざすべきである。
重点施策
相模川の河畔林を育てる会の活動は、広報ちがさきに記載されることによって、今年
5,6
は高校生や大学生が参加してくれたり、草刈り機を持っていて森林整備をしたことがあ
るという方が不定期に参加してくださるというつながりができている。今回担当課から
10月から広報ちがさきには記載しないと言ってきた。茅ヶ崎市の施策を推進するための
ボランティアで頑張っている市民団体に力を貸さない行政はどうなっているのだろうと
考える。自然環境は市民の協力がなければ保全されて行かないものとの認識を持って、
施策を進めてほしい。
また、相模川の河畔林を育てる会と㈱オーテックジャパンが連携している継続的な保
全作業については一切記載がないが、本当の市民参加で市民と企業が協力していくこと
の成果が上がっていることは、記載しても良いのではないか。
全体の所で記述したが、相模川の河畔林の活動が「C」となっている。これは担当課
に対するものか、活動に対するものか。どんな基準で「C」となったか。
(1)水源地、樹林地の保全
いつまで経っても市民有志であり、保全管理する市民団体を立ち上げないのはおかし
いと思う。特別緑地保全地区なので、必要な保全作業を確実に実施する必要があるので
はないかと考える。特に新しく水源地として取得した荒れ地だった畑は、どのような将
重点施策7 来像になるのかも分からないし、現在は外来種が繁茂している状況である。
■成果・課題と評価
どうしてこれで評価がBなのか、理解できない。

3

No.

ページ

12

23

目標/
重点施策

意見の内容
東原の植物を赤羽根十三図に移植しているようであるが、そのことについてはまった

重点施策7 く触れられていない。説明があってしかるべきではないか。

(1)生物の生存基盤などの多面的機能を持つ水田の保全
行谷で、援農ボランティア制度を利用している人が何人いるのですか？

13

■成果・課題と評価
現在の集中豪雨の状況では、1時間50㎜の雨に対応する遊水地が、自然環境を破壊し
て、15年以上先に出来上がったとしても何の価値があるのか。将来を考えて審議会でも
考えてほしい。
これである程度進んでいるCと評価はできない。

25

重点施策9

27

重点施策 いる公園である。そのために、貴重な植物等が生息している場所まで維持管理を行うの
は難しい状況になっている。
10,11

柳谷は多様性があり、良い場所であるが、現在は県が指定管理者に委託して管理して

14

生態系に配慮した保全作業がもう少し積極的に行われることを期待したい。

施策の柱1.2 コア地域をつなぐみどりの保全と再生
No.

ページ

目標/
重点施策

意見の内容
(1) 斜面林、農地、水辺環境、社寺林・屋敷林等の、歴史的・文化的遺産と併せた一体
的な保全
・保存樹林
今までも記載について要望をしていますが、昨年までの面積と今年度の面積を書く必
要があるのではないか。それでないと保存樹林がどの程度解除されて開発がされてし
まったのか、市民にも審議会委員にも理解できない。
特に今年は南側で一番大きかった保全樹林が開発された。このようなことが起こらな
いように、保存樹林の解除の時には環境審議会とみどり審議会にかけるとこと、事前に
自然環境庁内会議で十分な検討し、樹林として、公園として少しでも残せる努力をする
という約束を前市長が市民にしたことを思うと、今回、これらが無視され、100年近い
樹齢の多くの松林が伐採されることになったことは、悲痛な思いである。
南側は、もう今後保全樹林が新しく指定される場所がないとのことである。そのため
にどんどん消滅していくだけである。それは、現在のみどりの保全等に関する条例に何
の規制もないためである。

15

32

重点施策13 ・斜面林の保全
斜面林の枝払いは、樹林のためなのか？
寄付された貴重な斜面林はどのように保全するか、何も保全作業をしないで何年放置
するのか、教えてほしい。
斜面林にある外来種のトキワツユクサ等を市民有志で年に何回も除去しているけれ
ど、それは市民が勝手にやっているということで記載しないのか？
（2）生物多様性に配慮した新たなみどりのネットワークの創出
・グリーンバンク制度
「・グリーンバンク制度を継続的に実施していますが、 制度利用者がおらず、配布
引取りとも0件でした。 ・除草作業を実施し、適切な管理に努めました。」と書かれて
いる。でも、草茫々でどこに何があるのかもわからないし、移植に適しているような樹
木の管理がされていないのに、制度を利用する人はいないのが当たり前だと思う。
この制度が現状に合っていないのならば、すぐに制度自体を改善するべきであり、そ
うでなくしっかりとこの制度を生かしていこうというのなら、それなりの管理をして、
市民に関心を持ってもらえるようなPRももっとすべきだと思う。

テーマ2 市域全体の自然環境の保全・再生の仕組みづくり
施策の柱2.1 市域全体の自然環境保全に向けた土地利用のルールづくり
No.

ページ

16

38

目標/
重点施策

意見の内容

参考-6

テーマ2

目標5/重点施策16

新条例は策定されたが、罰則規定が緩く、こ

重点施策 れで自然環境の保全が十分担保されるか疑問に思われる。目標6/重点施策17について、
16,17
土地所有者との調整を行なって施策をもっと進めてほしい。

4

No.

ページ

目標/
重点施策

意見の内容
保存樹林の所でも記載しましたが、この条例は、消滅の危機にある自然環境を保全す

17

38

重点施策 るための条例ではない。保全できないのだから、これではだめだと条例改正を検討すべ
きである。
16,17
今回は何もしていないにもかかわらず、評価がCということも理解できない。

18

19

40

参考-9に書かれているように、これは最初「自然環境庁内会議の設置」だった施策で
あるが、旧星原邸の保存樹林が解除され、開発された時に、前市長がこんなことが二度
と起こらないようにと、各課が連携をして自然環境を保全できるようにと、「自然環境
庁内会議」を前倒しで設置した経緯がある。その後、市民から効果的な運用がされてい
重点施策18 ないという要望を入れて、変更後の効果的な運用の内容となったはずである。
変更後の中身について、これが実施されていれば、市民の納得が得られると思う。
しかし、その後の行政側の対応は、保存樹林の解除に関しても十分な事前の検討も行
わない状況であることを考えると、もう一度、変更後の中身を担当課は認識してほし
い。

40

重点施策18 自然環境庁内会議の効果的運用については、土地利用や開発の問題が生
じた場合、関係部署に加えて学識経験者や土地所有者、事業者のほかに、関係市民ほか
重点施策18 を交えた検討会の開催が必要と思う。香川公民館の雑木林（保存林？）の消滅のような
問題は今後起こらないようにしてほしい。

施策の柱2.2 生物多様性の保全方針の策定
No.

ページ

目標/
重点施策

20

41

目標7,8

意見の内容

緑化のガイドライン作成についてはいつになるのか示してほしい。

(1)自然環境評価調査は、危機にある自然環境を保全するために行う約束で市民が協力
して茅ヶ崎市独自の調査が実施されてきた経緯がある。しかし、その内容が生かされ
ず、どんどん破壊されていくのであれば、やる意味がないと市民は思っている。

21

42

重点施策 (2)生物多様性のガイドラインは、最初に書いたように、どうして作成されないのか、
19,20
理解できない。茅ヶ崎らしいガイドラインを早急に作成する必要があると考える。生物
多様性地域戦略を作ってもガイドラインがないと意味がない。
行政が何もかもできないのだから、市民にガイドラインを周知することによって、外
来種の駆除等を自分の身近な地域の中でやってもらうことが重要である。

22

42

自然環境評価調査に緑のまちづくり基金を活用できるように検討するようであるが、
調査だけ行っても意味がない。市内の中で保全すべき地域を把握するために調査を行っ
ているはず。行谷も一番評価の高い地区が公共事業で壊されるようである。評価調査の
重点施策 結果がまちづくりに生かされていると思えない。
19,20
また調査員に調査後の情報がまったく共有できていない。例えば赤羽根十三図の管理
用道路や移植についても知らされない。長谷についてもまったくわからない。このよう
な状況の中で調査にまちづくり基金を活用することに賛成できない。

42

重点施策 20にガイドラインの作成と運用スケジュールがあるが、ガイドラインの作成が未達であ
る。作成・運用を同じスケジュールで示すのでなく、記述方法見直し、まずはガイドラ
19,20

施策の柱2.2

23

生物多様性の保全について、平成27年度に改正された目標8/重点施策

インの作成を早急に進めてほしい。

5

テーマ4 低炭素社会の構築
施策の柱4.1 「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」の推進
No.

ページ

24

61

目標/
重点施策

意見の内容

テーマ4

重点施策29

市事業における省エネ機器・新エネルギーの導入など各部署

重点施策29 の積極的で取り組みは評価されます。

テーマ5 計画を確実に進めていくための人づくり
施策の柱5.1 本計画推進のための庁内における環境意識の向上と人材育成
No.

ページ

25

70

目標/
重点施策

意見の内容

C-MESによる事務事業のさらなる推進を期待しますが、外部監査において法令遵守に
重点施策
ついて指摘されることがないように留意願います。
32,33

施策の柱5.2 市民・事業者の環境意識啓発・人材育成、活動の支援
目標/
重点施策

意見の内容

No.

ページ

26

74

重点施策34 点の役割を担ってほしいと思う。

76

効果的な支援とか、市民の参加の拡大などはどんなことを考えているのか、理解でき
ない。
重点施策35 担当課が策定したボランティア制度はどこに行ってしまったのか？
日々の市民団体との情報交換を密にして、いかに多くの人が協力してくれるのかを考
えてくれないとシステムだけ作っても何も進まない。

27

新博物館のテーマが「大地と人の物語」なら、現在の環境保全状況を発信する情報拠

施策の柱5.3 学校における環境教育の充実
No.

28

ページ

79

目標/
重点施策

意見の内容

各市民団体が毎年市内の中学校数校の総合学習を担っているが、それらは記載がな
い。
重点施策
行政側は把握していないのかもしれないが、これこそ㊱の施策ではないかと考える。
36,37
何度も言うが、環境は市民が協力してくれて初めて施策が推進されるものと考えている
ので、それを陰で支えてくれて、支援してくれるのが行政ではないかと思う。

②その他（報告書全般に関する御意見、報告書の表現方法に関する御意見など）
No.

29

ページ

4

目標/
重点施策

－

意見の内容
p.4の目標７
(仮称)茅ヶ崎市生物多様性地域戦略を令和2年度・・・と記載されてるが、この地域
戦略は既に、平成31年にみどりの基本計画の一環として策定されており、p.5の末尾の
太線四角内、及び、参考-2,4,5,10ページにその経緯を詳しく説明すべき。現時点では
《（仮称)茅ヶ崎市生物多様性地域戦略》は存在しないため、この活字は使用不可であ
る。

6

No.

30

31

32

33

ページ

－

－

－

－

目標/
重点施策

意見の内容

－

新型コロナによる休止や延期への対応がない。
数カ所に記載があるがその対応、対処内容の記載がない。まだ詳細なものが決まって
いないのかもしれないが、環境基本計画の停止、中止は有り得ない。何らかの対応方法
の記載が必要である。

－

すべての事業・施策に推進事業毎に予算額と決算額が記載されており、脚注に「事業
費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すものであり、「具体的な取り組み
内容」個別の事業費を示すものでない」とあります。
具体的な取り組みに掲載された事業の中にはコロナ感染対策で事業を中止した場合で
も決算額が記載されている場合があり、一方、指定管理者に委託していると思われる事
業については予算額と決算額が同じになっています。具体的な事業を中止した場合の決
済額とどのようなもので、どのように処分されるのでしょうか？

－

（最後の報告書の審議会へのお願い）
茅ヶ崎市環境基本計画(2011年版)の最後の進捗状況報告書となりました。
環境基本計画(2011年版)の策定に環境審議会委員といて、市民会議の座長としてかか
わったものとして、この10年、この計画を推進するために様々な市民活動や行政への協
力・提案、意見書など市民としてあらゆる努力をしてきました。
なぜなら、この計画は、策定時に行政側の担当課と十分な意見交換をして、実施が可
能だという回答をもらった結果の計画だったからです。
しかし、多くの自然環境の重点施策が目標年次までに実施されることがなく、時期が
過ぎてしまったということで、途中で行政側の都合で目標年次が変更になりました。
その中で、生物多様性のガイドラインについては、変更になった後も作成されること
がなく、検討ばかりで、10年経った今も達成ができていない状況です。
その間にどんなに多くの自然環境が失われたことでしょうか。
昨年、私が提出しました「生物多様性地域戦略に伴う具体的なルールの策定につい
て」の要望書については、小池先生が建議をしてくださいましたが、未だに検討中であ
り、策定できないルールなんて市民にとっては考えられません。
環境審議会は、環境基本条例に則って、茅ヶ崎市の環境を保全及び創造するための審
議会です。
「茅ヶ崎市環境審議会規則」には、「審議会は、茅ヶ崎市環境基本計画の策定及び変
更、環境に関する市の主要な施策又は方針の立案、環境施策の報告その他環境の保全及
び創造を推進するために必要と認める事項につき市長の諮問に応じて調査審議し、その
結果を答申するとともに、環境の保全及び創造に関し必要があると認めるときは、市長
に意見を述べるものとする。」と書かれています。
単なる諮問機関でなく、自主的に活動することができる審議会です。今回の環境審議
会の答申が私たち市民の願いに答えてくださることを願っています。

－

（この報告書について）
この進捗状況報告書は、行政と市民が協力してどのように環境保全に取り組んできた
か、の現状を記載するものと理解していましたが。
しかし、行政だけを主体に書かれているようで、それでも主語が明確でなく、わかり
にくいと思います。特に市民団体や事業者が実施した活動についての記載が明確でな
く、今後の進捗状況報告書のあり方も検討してほしいと考えます。
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