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令和4年度第1回茅ヶ崎市総合計画審議会会議録  

議題 【議題】 

（１）会⾧・副会⾧の選出について 

（２）茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について 

（３）茅ヶ崎市の現況について 

（４）「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定の進め方を踏まえた事務事業の優

先度について 

【報告】 

（１）「茅ヶ崎市国土強靭化地域計画」について 

日時 令和 4 年 6 月 2 日（木） 午後 3 時から午後 5 時まで 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎4階 会議室2、3 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

牛山会⾧、池辺副会⾧、亀井委員、鈴木委員、藤倉委員、松葉口委員、

丸山委員、水島委員、森谷委員、湯浅委員、𠮷田委員 

 

（欠席委員） 

赤坂委員、柴田委員、豊田委員、中村委員 

 

（市側10名） 

市⾧ 

 佐藤光 

事務局（企画部企画経営課） 

坂田部⾧、岩井課⾧、脇領課⾧補佐、中山課⾧補佐、秋山課⾧補佐、

熊谷主査、須藤主査、伊藤副主査、鳥取副主査 

会議資料 

 

 

 

・令和 4 年度第 1 回茅ヶ崎市総合計画審議会次第 

・資料 1 茅ヶ崎市総合計画審議会関係条例等 

・資料 2 茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について 

・資料 3 茅ヶ崎市の現況について 

・資料 4-1 「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定の進め方について 

・資料 4-2 「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定スケジュール 

・資料 4-3 実施計画事務事業の優先度の判断ポイント 

・資料 5 「茅ヶ崎市国土強靭化地域計画」について 

・参考資料 1 茅ヶ崎市総合計画審議会委員名簿 
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・参考資料 2 第２期茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・参考資料 3 茅ヶ崎市観光ガイドマップ 

・当日資料 1 令和 3 年度茅ヶ崎市市民意識調査【概要版】 

会議の公開非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 なし 
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〇事務局（岩井課長） 
それではこれより、令和 4 年度第 1回茅ヶ崎市総合計画審議会を開催させていただきます。改め

まして本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日は、赤坂委員、柴田委員、豊田委員、中村委員より欠席のご連絡をいただいております。そ

れでは、会議の開催にあたりまして、市長よりご挨拶を申し上げます。 
 

〇佐藤市長 
改めまして、皆さんこんにちは。ただいま、皆さまに委嘱状を受け取っていただきまして、感謝

申し上げたいと思います。 

茅ヶ崎市ではさまざまな審議会がございますが、総合計画審議会が重要な審議会のひとつである

と、市の職員で共有しております。なかなかコロナ禍で、先が見据えない時代ですけども、やはり

このまちを前に進まなきゃいけない、もっと動かしていかなければいけないという時に来ておりま

す。この総合計画が、時には茅ヶ崎市のマイルストーンになり、時には灯台のように、明かりを照

らすそういった計画にしていただくことを心から切に祈っております。実施計画も今年度はまだで

きていないような状況ではございますが、来年度からしっかりと実施計画を進めて参りますし、そ

の先にあるこの総合計画が大変大事な計画になりますんで、どうぞご審議のほど、よろしくお願い

します。ありがとうございます。 
 

〇事務局（岩井課長） 
ありがとうございました。なお、市長におかれましては、所用がございまして、ここで退席とさ

せていただきます。ご理解いただきますようお願いいたします。 
 

〇佐藤市長 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（岩井課長） 
続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。なお、委員の皆さまの自己紹介は、議題

3「茅ヶ崎市の現状について」のところで、お願いしたいと存じます。 
企画部長坂田でございます。 
企画経営課課長補佐の脇領です。 
同じく課長補佐の中山です。 
同じく課長補佐の秋山です。 
企画計画担当の熊谷です。 
同じく須藤です。 
同じく伊藤です。 
同じく鳥取です。 
最後に改めまして、企画経営課長の岩井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは議題に入らせていただきますが、まずその前に本日の資料の確認をさせていただければ

と存じます。順番に確認をしていきます。 
まず本日の次第でございます。 
続きまして資料 1「茅ヶ崎市総合計画審議会関係条例等」という資料でございます。 
続きまして資料 2「茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について」とうい資料でございます。 
続きまして資料 3「茅ヶ崎の現況について」という資料でございます。 
続きまして資料 4－1「「茅ヶ崎実施計画」2025 策定の進め方について」という資料でございます。 
続きまして、資料 4-2「「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定スケジュール」になってございます。 
続きまして、資料 4－3「実施計画事務事業の優先度の判断ポイント」でございます。 
続きまして、資料 5「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画について」でございます。 
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続いて参考資料 1としまして、「茅ヶ崎市総合計画審議会委員名簿」でございます。 
それから参考資料 2としまして、「茅ヶ崎市第 2期茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合創生戦

略」でございます。 
それから参考資料 3としまして、「茅ヶ崎市観光ガイドマップ」をお配りしております。 

さらに当日資料 1としまして、「令和 3年度茅ヶ崎市市民意識調査【概要版】」を本日机上に配布

をさせていただきました。 
また、総合計画の冊子についても、机上配付させていただいたところでございます。 

資料が大変多くて申し訳ありませんが、何か不足等ございますでしょうか。よろしかったでしょ

うか。もし途中で不足等お気づきの点がございましたら、申し出ていただければと思います。 
それでは議題に入らさせていただきます。なお、審議会の規則において、会議の議長は会長とさ

れておりますが、この後、議題 1で、会長が決定するまでは、私が代理で進行させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 
それでは、議題 1「会長・副会長の選出について」でございます。会長及び副会長につきまして

は、茅ヶ崎市総合審議会規則第 4条第 1項に基づき、委員の互選により定めることとしております

が、いかがでしょうか。 
 

（「事務局案は何かありますでしょうか」の声あり） 

 
〇事務局（岩井課長） 

それでは事務局案を申し上げます。会長には明治大学教授の牛山様、副会長には文教大学教授の

池辺様を推薦させていただきたいと思っております。いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇事務局（岩井課長） 
ありがとうございます。 
異議なしということでございますので、事務局案の通り決定させていただきます。牛山様、池辺

様におかれましては、席の移動をお願いいたします。 
それでは、これからの議事進行は、審議会規則に基づき、牛山会長にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 
 

〇牛山会長 
牛山でございます。会長に選出いただきまして、ありがとうございます。後ほど、自己紹介の後

段あるようですので、ここは議事を進めて参ります。ご挨拶は後にしまして議事を進めていきたい

と思います。 
それでは議題 2になります「茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について」、事務局よりご説明をお

願いいたします。 
 

〇事務局（脇領課長補佐） 
事務局の方から、議題 2「茅ヶ崎総合計画審議会の運営について」というところで、本格的な議

事に入ります前に会議の運営について、お定めいただきたいと思っております。資料につきまして

は、資料 2をご覧いただければと思います。 
諸々のこの審議会の運営につきましてご確認いただきたい事項と、それから会の中で決定いただ

きたい事項をまとめさせていただいております。 

まず 1番目といたしまして、会議の公開についてこちら確認でございます。茅ヶ崎市におきまし

ては情報公開条例に基づきまして、審議会の会議については公開を原則としております。ただし書

きとして、個人情報等の非公開情報を含む場合には非公開とするというところでございますので、
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本日も傍聴席という形で用意しておりますが、本日は傍聴者はいらっしゃいませんが、基本的に

は、傍聴される方は自由にこれを聞くことができるとさせていただきたいと思います。これまでの

総合計画審議会でも、計画の策定についてご議論いただくことになりますので、ほぼ個人情報等の

取り扱いはありませんので、これまでも基本的には公開の形でずっと行って参りました。 

続きまして 2 番といたしまして会議録の形式について、皆さまでお決めいただきたいと思いま

す。会議録につきましては全文録の形式で作成をいたしまして、発言者の氏名等も含めてホームペ

ージ、それから市政情報コーナー等で会議録ができ次第、公表をして参りたいというふうに思って

おります。なお、公表前には出席いただきました委員の皆さまに内容の確認をさせていただいた上

で公表して参りたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 
続きまして 3 番目といたしましてこのご時世、新型コロナウイルス感染症の感染拡大した場合の

対応についてということで、あらかじめ会議の運営方法を、万が一の時の会議の運営方法について

お諮りしたいと思います。感染がこの 1、2年のように、再拡大して対面での会議が困難となった場

合には、Zoom といった Web 会議等で対応できるところは対応しつつ、万が一、そういった対応もで

きないという場合には、書面会議という形で表決をとるというようなことを、あらかじめ定めさせ

ていただければと思っております。資料 2 の別紙に、「新型コロナウイルス感染症対策のための茅

ヶ崎総合計画審議会運営要綱（案）」という形で、審議会の決定事項として定めたいと思っており

ます。内容につきましては別紙に記載の通りでやむを得ない理由により、対面での会議ができない

と会長が認めたときには、書面会議の実施をもって会議の開催に代えるというような内容でござい

ます。若干補足といたしまして、可能な限り、Zoom 等を使って、議論が必要な審議事項が多いです

ので、基本的には何かしらの書面という形ではなくて、議論ができるような形を可能な限り取って

いきたいと思っておりますが、何分にも感染状況次第というところもございますので、あらかじめ

定めておきたいというところでございます。 

事務局から説明は以上でございます。ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 
 

〇牛山会長 
ただいま事務局から「茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について」ご説明をいただきました。委員

の皆さまから、ご意見、あるいはご質問等ございましたら、いただければと思います。いかがでし

ょうか。 
藤倉委員どうぞ。 

 

〇藤倉委員 
ちょっと不慣れなもので、書面会議って一体どういうものなんでしょうか。 

 

〇牛山会長 
事務局お願いします。 

 

〇事務局（脇領課長補佐） 
資料を事前に皆さまに郵送でお送りさせていただいた上で、意見用紙も併せてお配りさせていた

だきます。その資料をお読みいただきまして、ご意見がある場合には書面で事務局に提出いただい

て、その書面を一旦取りまとめて、皆さんに公表した上で、決定をしていくと、そんなやりとりを

繰り返して決定していくという形になります。 
 

〇藤倉委員 
はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

〇牛山会長 
他にはいかがでしょうか。運営についてはよろしゅうございますでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 
〇牛山会長 

そういたしましたら議題 2 につきましては、事務局案通りとさせていただきたいというふうに思

います。 

それでは、議題 3になります。「茅ヶ崎市の現況について」、事務局よりご説明をお願いしま

す。事務局のご説明が終わりましたら、関連分野に関するご意見とともに、皆さまからお 1人ずつ

自己紹介などもいただければと思っておりますので、ご承知おきください。それでは事務局から、

まず説明をお願いいたします。 
 

〇事務局（脇領課長補佐） 
そうしましたら、この会議の議論のきっかけといたしまして「茅ヶ崎市の現況について」を、少

しご説明させていただきます。資料につきましては資料 3をご覧いただければと思います。 
茅ヶ崎市の現況につきまして、各政策分野の主要なデータですとか、トピックスを少し集めさせ

ていただきました。では順繰りに説明をさせていただきたいと思います。 
その目次のページをお開きいただきまして、スライド番号 1番、まず人口につきましては茅ヶ崎

市、まだ人口が増加傾向にあるというところでございます。令和 2年度の国勢調査を基に、改めて

推計を行ったところを前回の推計よりも、さらに、少し上昇傾向にあるというところがわかったと

ころでございます。ただグラフの右側にありますように、今後やはり高齢化がかなり進展をして参

ります。加えまして高齢者の高齢化といいますか、75歳以上の割合が増えていくというような推計

になっております。 
続いてスライド番号 2番でございます。茅ヶ崎市の特徴といたしまして、非常に狭い地域に、多

くの人がお住まいになられてるというところで、かなり人口密度が高くなっているところでござい

ます。特に右下にありますように、市街化区域の人口密度は近隣市と比べましても、かなり高くな

っているというところが見て取れます。 
おめくりいただきまして、スライド番号 3番でございます。こちら人口に関するトピックスとい

たしまして、昨年、総務省の統計局の方で出しているメールマガジンの中で、東京都が転出超過に

なったというところはニュースでも、ご存知かもしれませんが、その転出先として、この湘南地域

に引っ越してくる方がかなり増加していると。特に、全国的に見ても都内から茅ヶ崎市に転入する

方が増加傾向にあるというようなトピックスを総務省がまとめた資料がございましたので、ご紹介

いたします。 
続いてスライド番号 4番でございます。先ほどの人口推計とは少し異なりますが、国の機関であ

ります社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、県内各市の人口推移を比較して、茅ヶ崎

市、あとお隣の藤沢市などは、人口の減少が緩やかな傾向にありまして将来的には、平塚市と茅ヶ

崎市人口が逆転するというような結果が示されているところでございます。 
続きまして話題が変わりまして、子育てや学校教育の分野につきまして、少し話題を提供したい

と思います。まずはスライド番号 5番、よくニュースにもなっておりますが保育園の待機児童数、

市内の状況でございます。直近 4月に茅ヶ崎市の待機児童数が発表になりまして、2021 年度は 1人

ということで少ない人数でしたがここに来て、少し保育士不足という傾向で、22人が現在待機児童

というところで発表しているところでございます。右側で県内各市の状況をお伝えしております。 
続きましてスライド番号 6 番は、教育に関する事項といたしまして児童生徒の自己肯定感という

ところで、後ほど少し触れさせていただく、茅ヶ崎市の総合計画におきまして、教育の指標とし

て、この子どもたちの自己肯定感を指標に掲げております。直近の状況をまとめさせていただいて

おります。 
続きましてページをめくっていただきまして、スライド番号 7番でございます。これも学校教育

の課題といたしまして、教育施設の老朽化が他の自治体と同様に迎えております。特に 30 年以上経
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過した建物が学校教育施設、いわゆる小中学校のうち 83％になっているというところでございま

す。 
続いて少し話題が変わりまして、経済の分野のお話をさせていただきます。スライド番号 8番が

市内の事業所数の推移でございます。近年は前後しながら、横ばい傾向にあるというところが見て

取れます。 
続いて、スライド番号 9番は有効求人倍率というところで雇用情勢でございます。顕著に表れて

いるところとしては、やはりコロナ禍を経まして、有効求人倍率がかなり下がっているというとこ

ろが経年変化で見て取れるかと思います。 
続きまして農業の分野でございます。スライド番号 10番では、県内市の経営耕地総面積の推移

を、令和 2年と平成 27 年で比較をさせていただいております。どの市町村も減少傾向にあるという

ところが見て取れるかとは思います。 
続いて、ページをおめくりいただきまして、続いて福祉、それから健康分野の情報でございま

す。スライド番号 11 番で、茅ヶ崎市が運営しております国民健康保険の状況でございます。左側の

表の 1人当たりの医療費の状況で、1番右側の被保険者全体という数字をご覧いただきますと、茅

ヶ崎市は国民健康保険に加入されている方が 1人当たりの医療費が 35万円というような数字が出て

おりまして、市部平均と比べますと、比較的低く抑えられている傾向にあるというところが見てと

れます。 
続いてスライド番号 12番は、新型コロナの感染者の推移というところで茅ヶ崎市内の感染者の推

移をグラフにしております。特に第 3波、第 5波については、かなりの人数が茅ヶ崎市内でも発生

しておりまして、特にまた第 6波はかなり大きな波となっております。 

続いてスライド番号 13番は、地域福祉の状況というところで、地域福祉計画の策定にあたりまし

て、主要な統計データをまとめさしていただいたものでございます。ありあわせの資料となってお

りまして、令和元年までのものとなっております。コロナの影響がここに出ておりませんが、近年

の傾向としてご覧いただければと思います。 
次にスライド番号 14番は、4月 1日から茅ヶ崎市の地域共生社会の推進に向けて、重層的支援体

制整備事業というさまざまな複合的な課題に対応するような相談体制を新たに構築し、市の組織改

正なども行っているところでございます。 
次にページをめくっていただきまして、スライド番号 15 番で、茅ヶ崎市のトピックスといたしま

して茅ヶ崎市は保健所政令市というところで、通常の市に比べまして保健所という権限を手を挙げ

まして指定を受けております。従いましてこのコロナの対応等も他の市町村ですと県が行っている

ような事務を、茅ヶ崎市は独自に保健所の中で行ってきたというところがございます。 
次のスライド番号 16番は、一つ話題の提供でございますが、数年前に日本経済新聞社の方でまと

められたデータなんですけれども、老衰死の割合が、茅ヶ崎市は全国的に見てもかなり高い割合で

あるというようなトピックスが日経新聞に掲載をされまして、一時期話題になったというところで

ございます。 
続いてまた少し分野が変わりまして、文化ですとかあるいはジェンダーというようなところで少

し話題を提供させていただきます。スライド番号 17番として、ここで新しい博物館を茅ヶ崎市はオ

ープンをいたします。これまで市の南部の中海岸のところにありました文化資料館を廃止いたしま

して、北の小出地区の方に新たに博物館を新設いたしまして、間もなくオープンする予定でござい

ます。 
それからスライド番号 18番は、少しジェンダーの指標として市内女性の活躍という視点で、市内

女性の年齢別就業率の推移、いわゆる M字カーブの姿を載せさせていただいております。 
少し古い資料で、平成 22年と 27 年の傾向ですが、徐々に M字のくぼみが、緩やかになってきてい

るというような傾向が見て取れます。 
続きまして、生活環境の分野の話題でございます。スライド番号 19番が緑被率というところで、

市域の面積に占める緑被地の面積傾向を、経年で示しております。こちらについてはかなり住宅地

への土地利用の転換等が進められまして緑被率は近年、徐々に下がっている傾向が見て取れます。 
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次に都市公園緑地の市域のカバー率をプロットした資料でございます。一部の地域において、公園

空白地帯があるというような状況になっており、またしばしば指摘をされますが、他の市町村と比

べますと 1人当たりの都市緑地の面積が少ない傾向にあるというところがございます。 
次にごみの問題でございます。ごみの排出量につきましては、比較的減少傾向になっているとい

うところが、スライド番号 21 番でございます。 
話題といたしましては、スライド番号 22 番にございますが、今年の 4月からごみの有料化がスタ

ートしております。一般の家庭用のごみにつきましては黄色の袋を購入して、ごみを出すという制

度が新たに始まっております。 
続きましてスライド番号 23 番が、環境の関係で温室効果ガスの排出量でございます。緩やかでは

ありますが減少傾向にあります。 
それからスライド番号 24番が、空き家の状況でございます。一定量の空き家があるというような

傾向は調査で出ておりますが、ただいわゆる、全くその所有者がわからないような防犯上も良くな

いような空き家というのは比較的少ないというのが茅ヶ崎市でございまして、比較的不動産等も循

環が良い傾向にはあると言われております。 
次にスライド番号 25番が、公害の苦情発生件数というところでございます。種々の苦情等が毎年

度ある傾向にありますが、件数的には比較的少ない傾向にあるというふうに捉えております。 
次に分野としては安全・安心というところで、スライド番号 26番、公共施設の耐震化・再整備で

約 10年以上前から施設再編整備計画という計画を策定いたしまして、計画的に耐震補強等の公共施

設の耐震改修等を行って参りました。ページをおめくりいただきまして、救急消防の関係の情報で

ございます。 
スライド番号 27 番、救急の出動件数についてはコロナ禍の影響もあるのか、令和 2年はかなり減

っているというところが見て取れます。 
スライド番号 28 番、火災の件数については記載の通りの推移をしております。火災の関係のトピ

ックスといたしましては、地震の発生時等に大規模な延焼火災が発生するリスクがかなり茅ヶ崎市

は大きいというところで、特に市の南部については、非常に大きなクラスターを抱えており、道が

狭いとか木造住宅が多いというような理由で、かなり大きいクラスのクラスターを持っておりま

す。 
あと、スライド番号 29番、本市の災害のリスクといたしましては、まず、北部の方は丘陵地帯と

なっておりますので土砂災害、それから西部については相模川沿いになりますので洪水のリスク、

南部については津波のリスク、それから中央部については先ほど申し上げたような延焼火災といっ

た火災のリスクを、災害リスクとしては茅ヶ崎市は抱えており、各種のハザードマップ等で市民の

皆さまに注意喚起を促しているところでございます。 
続いて、スライド番号 30番、交通事故の状況でございます。一つ特徴といたしましては、かなり

平たんな土地というところもございまして、自転車交通事故多発地域に、県警から指定をされてお

りまして、対策が求められております。 
次にページをおめくりいただきまして、スライド番号 31 番、犯罪の状況というところでございま

す。トピックスといたしましては、よく防災無線などで注意喚起を促しておりますが、茅ヶ崎市は

振り込め詐欺の被害がかなり多いところがございます。 
次にスライド番号 32番、都市づくりの話題といたしましては土地利用の割合の推移を、平成 22

年、平成 27 年、令和 2年度というような傾向を示させていただいております。 
またスライド番号 33番では、移動環境というところで左側では都市計画道路の改良率を示してお

り、茅ヶ崎市は他市と比較すると、道路整備が少し遅れているところがございます。また、公共交

通網については、電車・バス等などで概ねカバーできておりますが、一部に空白地帯がまだ残って

いるというところが見て取れるかと思います。 
最後に、行政経営というようなお話でございますが、スライド番号 34番では、広域連携、近隣の

市町との連携というところで、一つトピックスで申し上げますと、4月 1日から、消防の広域化が

進められておりまして、茅ヶ崎市と寒川町が合同で茅ヶ崎市消防本部というところで、救急火災に
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当たっております。 
ページをめくりいただきまして、スライド番号 35番、茅ヶ崎市の地域コミュニティの取り組みと

して、まちぢから協議会というものを設けております。こちらは従来の自治会に限らず、PTA です

とか地区の社会福祉協議会など、さまざまな地域の関係者の皆さまに集まっていただいて、地域の

課題解決の場として、設けられた協議会でございます。 
それからスライド番号 36番の自治会の加入率というところで、多くの地域でも問題になっており

ますが徐々に加入率が下がっています。ただ近隣と比較しますと 72.7％というのは、まだ維持でき

てるのかなというところが見て取れます。 
続いてデジタル化の関係でございます。 

スライド番号 37 番では、マイナンバーカードの交付率というところで、さまざまな国のマイナポイ

ントというような制度もございまして、ここ 1、2年で交付率は伸びておりますが、間もなく 50％

に到達するというようなところでございます。 
スライド番号 38 番は、今後の行政内部の話に近いんですけれども、自治体が国の音頭取りのもと

に、情報システムの標準化というのを進めております。これが令和 7年度までに行うというところ

で、今後、自治体内部としては大きな課題となっております。また市民の皆さまには手続きがデジ

タル化するというような、利便性の向上につながるものと考えております。 
続いてスライド番号 39番から 41 番については、今年度の財政面で予算の概要をお示ししており

ます。茅ヶ崎市の主要な会計であります一般会計は、2022 年度予算総額は 765 億 5000 万円という

ような規模で市政運営を行っております。また歳入については、市税を初めとする比較的自主財源

の割合が半分を超えておりまして、国からの支援の割合は半分を下回っているというところでござ

います。また歳出につきましては、やはり扶助費が伸びているというような傾向ですとか、あるい

はここ近年で建物等の建てるにあたりまして借金をしておりますが、その返済に充てる公債費が今

後増加傾向にあるという傾向がございます。 
それからスライド番号 42番、財政の将来見通しというところで、これは机上に置いております

が、総合計画の中にも記述しておりますが、市税につきましてはほぼ横ばいの傾向になっておりま

す。 
ページをめくりいただきましてスライド番号 43番、歳出については、人件費もほぼ横ばい、一方

で扶助費については徐々に伸びていく傾向を示しております。 
またスライド番号 44番、市債の残高については、今、このグラフでは減少傾向にございますが、

こちらについては今後大きな事業を計画した場合には、市債の増加が見込まれていくところでござ

います。 
続いてスライド番号 45番、市役所で働いてる職員数の状況でございます。令和 2年度で職員数と

しては総数 2,262 人となっております。他の各市の職員の状況と見ますと、人口 1,000 人当たりの

職員数が少ない上位 8 市の中に入っておりますので、少ない職員数で対応をしている傾向にあると

いうようなところがございます。 
続いて最初に学校施設の老朽化というお話ございましたが、スライド番号 46 番、公共施設全体

に、やはり茅ヶ崎市は高度経済成長期にかなりの公共施設の建設を行いましたので、今後そういっ

た施設の耐用年数をこれから迎えていくにあたり、財政的なインパクトが少なからずあるというふ

うに考えております。 
資料の最後、スライド番号 47に情報発信・シティプロモーションを記載しておりますが、最近力

を入れている分野でございます。茅ヶ崎市のライフスタイルを紹介する、「＃ちがすき」というよ

うなウェブマガジンを運営しておりますが、こちらについては、日本地域情報コンテンツ大賞とい

う賞を受賞させていただいております。またこれは世界的な MONOCLE 誌という雑誌の中では、世界

のベストスモールシティ 25で茅ヶ崎市が選ばれているというようなトピックスもございます。 
それと本日、机上で配付させていただきましたが、市民意識調査【概要版】というものをご覧い

ただければと思います。こちら今年の 2月から 3月にかけて、調査を行いまして昨日、報告書【概

要版】が上がって参りましたので、机上で配付させていただきました。中身は後ほどご覧いただき
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たいんですが、その中の 18ページだけ触れさせていただければと思います。 
この市民意識調査ではさまざまな分野における市民の満足度や重要度をアンケート調査しておりま

す。その満足度を横軸で、重要度縦軸に散布図を作らせていただきました。そちらをまとめたもの

が 18ページにございます。概ね 3,000 人のアンケートで約 1,800 人からご回答いただきまして、皆

さまの関心の分野はこのような結果になったというところで、昨日まとまったばかりの情報です

が、情報提供をさせていただきます。 
少し長くなってしまいましたが、事務局からの話題提供は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 
 

〇牛山会長 
ありがとうございました。茅ヶ崎市の現況につきまして、事務局の方から多岐にわたるご説明を

いただきました。ただいまの説明に対するご質問は、後ほどさせていただきたいと思いますが、先

ほど申し上げましたように、自己紹介を簡単に 2、3分程度でお願いしつつ、ご専門、それからご関

係、あるいはご関心のところから、さっきの茅ヶ崎市の現況についていただいた説明についても、

コメントをいただければということでございますので、よろしくお願いいたします。 
私の方からさせていただきたいと思います。左回りでいきますのでよろしくお願いいたします。

先ほど会長に選出していただきました牛山でございます。東京の明治大学で、政治経済学部で教員

をしております。私どもの大学では地域行政学科という学科を持っておりますが、現在学科長をさ

せていただいております。私の担当しているのは行政学の分野で、自治体経営論という科目を担当

しておりまして、そういった関係から、この審議会にも参加させていただいてるということかとい

うふうに思っております。私は、この 10 年間の計画の策定にも関わらせていただきまして、この間

コロナの件で、なかなか計画の推進もままならないような状況だったかと思いますが、ここで審議

会開始ということで、実施計画の策定に向けて、皆さまと議論させていただければと思います。 
先ほどこの現況伺っていて、この特別区部からの転出が急増してるというのが、茅ヶ崎市、面白

いなと思って伺っていたんですけども、やはり非常にポテンシャルの高い地域だと思いますし、ま

た老衰死が多いっていうのも、病気になったりしないで、長生きされて、自然に亡くなる方が多い

ということで、これもこの地域の魅力かなというふうに思っております。ただ一方でですね、間も

なく始まるんですが、私は千代田区の基本構想審議会の委員をこれからやることになっていて、千

代田区にとってはこれどうなんだろうなと思いながら伺っておりました。 
では、池辺副会長お願いします。 

 

〇池辺副会長 
副会長選出いただきまして、ありがとうございます。文教大学の池辺と申します。よろしくお願

いいたします。文教大学は茅ヶ崎市にございまして、北部の山の上というか山をちょっと下った谷

みたいなところにあるんですけれども、そちらの方に現在、情報学部と健康栄養学部という 2学部

がございます。私はそのうちの情報学部の方におりまして、広く情報のシステムですとかそういっ

たものを専門とさせていただいております。その関係から、こちら茅ヶ崎市の方でも、主に情報推

進関連の業務といいますか、今現行で走ってる施策で言いますと地域情報化計画というものがござ

いますし、その前の、ちがさき情報化プランというのもございましたけれども、そういったものの

策定ですとか、あとはそれらの評価などもずっと行っておりまして、主にそういった情報周りのと

ころを専門とさせていただいております。 
昨今の情勢といたしましてはコロナ禍もあったんですけれども、やはり教育分野において少し大

きな動きがございまして、皆さんお耳にされているかと思いますが GIGA スクールという単語が出て

きて、小中学校に端末が一気に普及もされたかと思うんですけれども、やはり市内に唯一情報系の

大学としてあるというところで、教育委員会と連携しながら、実際導入状況がどんな感じかなども

見せていただいたりとか、そういった検討なんかも行っています。また、茅ヶ崎市だけじゃなく

て、いろんな自治体から、その GIGA スクールで端末を大量に確保した方がいいんだろうけれどもコ
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ンテンツをどうしようかとか、実際のサービスをどうしようかといった相談が結構寄せられており

まして、文教大学は教員養成ですごく有名な大学で、私立大学の中でも非常に教員が多く、その関

係からこの GIGA スクール関係の話がよく来ますので、茅ヶ崎においてもそういったところなども進

めていきたいなと思っております。 

あとは先ほど茅ヶ崎市の現況についてお話いただいた中でも情報システムの標準化や、いわゆる

自治体クラウドというものを、今すごく全国的に進んでおりまして神奈川県は、導入事例が 1グル

ープしかないんですけれども、その共通化が進んできてまして全国的に、茅ヶ崎もそろそろそれを

本格的にやらなければいけないかなというフェーズに入っておるという話などはたまに聞きます

が、そういったところなんかもここのところと少し関わり合いがある内容になってくるのかなとい

うところです。あと安心・安全分野ですね、こういったところ昨今の特に茅ヶ崎市はやはりよく最

近話題になる雨ですよね。若干弱いところもあるかと思いますので、そういったところに関してや

はりその情報システムでのアプローチや情報提供等、いろいろできることもあるというところで結

構、情報の分野においても話題となりやすいところとなりますので、この審議会で話題にさせてい

ただければ良いかななどと考えております。 
その他に茅ヶ崎市内で大学としても地域連携の担当をしておる関係もありまして、地域連携で今

多いのか警察関連なんですけれども、普段は結構近所の小・中学校を回って、スマホのセキュリテ

ィとか、そういう勉強会みたいなところに学生派遣をしてたりとかしてるんですけれども、そうい

った地域の付き合いなども含めた上で、いろいろなお話盛り込んでいけたらなと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

〇藤倉委員 
藤倉と申します。よろしくお願いします。公募で、仲間に入れさせていただきました。私は、小

学校の時に茅ヶ崎市に転入して参りまして、青春時代をずっと茅ヶ崎の方で送っておりました。 
社会人になって出版社に勤めているもので、仕事の残業の多さから一度茅ヶ崎を離れて、川崎市と

か横浜市の方に住んでいた時期もありましたが、4年ほど前に、また、こちらの茅ヶ崎市の方に戻

って参りました。 
職場では、初めに雑誌の編集の仕事をさせてもらいまして、制作のこともいろいろとやらせても

らった後に、海外の方の仕事とかもさせてもらい、営業とかも経た上で、今、人事の仕事をさせて

もらっています。そんな兼ね合いで、民間企業で本当にこういったまちづくりとか、仕事とはもう

本当に違うことをずっとやってきてはいるんですけれども、逆に全く皆さんと違う視点で、一市民

として、もしくは民間企業で、そういういろんな管理部門から制作部門から営業もやってきた 
人間として、何かこう違う視点で発言とか、お役に立てることができたらいいかなというふうに思

っております。ちょっと見当違いのことも言ってしまうことも多々あるかと思いますが、よろしく

お願いします。 
関心のある分野ということでしたので、茅ヶ崎のこと大好きでやっぱり住んでてすごく魅力のあ

るまちだなというふうにも感じておりまして、ここ最近民間企業の方で勤めていると在宅勤務って

いうのがすごく進んできていて、私自身も、今、4割ぐらいを在宅勤務で、結構自宅で過ごすこと

も増えているんですけども、やっぱりすごくいいなって思うんですね。東京で在宅してる人とかと

話をしていると、茅ヶ崎は自然も多くって目の前に富士山が見えてて、癒される環境で仕事をさせ

てもらってるなっていうのを実感しておりまして、転入する方の数が増えてるっていうのも、すご

く納得感があるというか、東京の都内の職場で、都内で在宅勤務やるよりもこういった郊外のまち

で在宅勤務をしたいっていうような声も社内でも聞くようなこともあります。そういった意味で、

この茅ヶ崎の魅力を、もっと住んでもらいやすい、来てもらいやすい、何かその魅力の発信ができ

るようなところでお手伝いをさせてもらうことができたらいいかなということは少しイメージして

います。全然具体的に何もお話できないんですけれども、そんなことを考えながら、今日、参加さ

せてもらいました。ぜひよろしくお願いいたします。 
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〇亀井委員 
亀井と申します。茅ヶ崎商工会議所の会頭という立場で、参加をさせていただいてます。初めて

の方もいらっしゃるかと思いますんで、茅ヶ崎生まれの茅ヶ崎育ちでございまして、小学生のころ

から例えばボーイスカウト、カブスカウトでビーチクリーンをやったり、まちのことにずっと関わ

ってきました。大学では、社会政策について学んだりしていました。そのあと、青年会議所、JCに

入って、いろいろな 20 代からまちづくりに関わってきていますが、例えば 1990 年にサーフ’90 相模

湾アーバンリゾート・フェスティバル、神奈川県が主導した海を使ってのリゾート・フェスティバ

ルという、そういう中でですね、ほのぼのビーチクリーンというのを、いまだにビーチクリーンや

っておりますが、ちょうど青年会議所の時代から関わってきています。ほのぼのという名前をつけ

たのは、前の市長の服部君が、名前をつけたのでありますが、今も立派にビーチクリーンとして、

日本全国に広がっています。私は、1995 年に青年会議所理事長やったときに、音楽なまち茅ヶ崎と

いうことを、皆さんに提唱して、茅ヶ崎音楽祭というものを 4 年間ほどやりました。その中で私が

当時グランプリにしたのが、南湖の三橋さんという方で、今、日本全国で、合唱曲「COSMOS」とい

う歌なんですけれども、教科書にもなったぐらいの、彼が第 1 回目のグランプリの人でした。 
そんな地道なまちづくりの活動をずっと続けてきています。 

青年会議所を 40 歳で卒業してから、ライフワークといいますかまちづくりにずっと関わってきた

中で、日本のまちが非常に疲弊してる、特に地方へ行くと疲弊してると、海外の地方に行くと魅力

的なまちがたくさんあると、先進国どこ行っても大変魅力的なまちがあり、どこがどう違うんだろ

うということは、世界中歩くのが趣味でもありましたんで、機会あるごとに世界いろいろ歩いてた

んですけども、私たちの結論として、その時出会った言葉が、ローカルファーストという言葉でし

た。これはポートランドで出会ったんですけれども、当時「ローカルファーストが日本を変える」

という本を、私たちローカルファースト研究会というものが書きました。当時、小宮山先生が東京

大学総長終わられて、三菱総研の理事長やってる時に一緒に食事する機会があったんで、ゲラの段

階で見ていただいたんですが、ローカルファースト知らねえなと、でも面白いなって言っていただ

いた中でですね、少しずつ活動してきております。一昨年から、国から補助金をいただきながら、

ローカルファーストを全国に広めています。そして併せて日本商工会議所のまちづくり・農林水産

資源活用専門委員会の委員長を務めております。日本商工会議所の全国のまちづくりを担当してる

わけであります。相手が内閣府や、国交省の局長クラスの方々と、いろんなまちづくりについて、

毎週のように議論しながら、日本の地方創生含めて、どうあるべきかということを、商工会議所の

仕事として行っています。日本商工会議所の会頭の基本方針の中でも、ローカルファーストなまち

づくりというローカルファーストのキーワードを使っていただき、また昨年、今年の日本商工会議

所の全体的な活動方針の基本にもなっています。先日は国土交通省の来年度予算案のいろいろな政

策の中で、一緒に自民党本部にも行ってきたんですけども、そういう中でもローカルファーストと

いう言葉をキーワードとして使いながら、茅ヶ崎から私たちが発信したものが、日本商工会議所

や、国のキーワードとして使われるようになってきています。 
仕事は地元で、130 年以上、歴史がある会社ををやっているんですけれども、そういう中で一つ

申し上げておきたいのは、柳島スポーツ公園で、茅ヶ崎市の PFI です。私が SPC の社長やってるん

ですけれども、75 億円という、地元の中小企業が受注するには少し大きめの金額なんですが、 
私は最初、諦めてたんですが、やはり地元でできることは地元でやろうということで取り組みまし

た。その PFI が行政がやると大体そのスポーツ公園は 40％ぐらいの稼働率なんです。それを私たち

がやることによって 80％、90％稼働率になってるということで SPC の利益も 1,000 万円以上、毎年

上げています。そういうことで、非常に評価を全国的に受けておりますし、日本のモデルにもなっ

ています。私は内閣府、国交省の PPP・PFI のプラットホームの講師として全国、地域の事業者が、

自分たちでできることは自分たちで努力していきましょうということの話をさせていただいていま

す。国が、PPP・PFI 進めているんですが、なかなか全国に進んできません。やはり、地方の自治体

の考え方が、やはりなかなか PPP・PFI することによって、地元の仕事が中央に流れてしまうという

そういうリスクがある中で、日本商工会議所の立場で地域で経済が回るような形で戦っている、そ
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んなところであります。 
この茅ヶ崎の総合計画でありますけれども、今回は、「地域が活力にあふれ」という言葉がキー

ワードが入ったんですが、その前の総合計画は、地域の活力とか、地域経済について、まちづくり

の基本理念になかったんで、今度は政策目標に入れていただきましたんで、いいなと思います。先

ほどの地域の現状についてという中で報告がありましたけども、事業者数とかいうのがありました

が、やはり地元の地域経済の指標として、もう少しいろんな指標があると思いますので、是非とも

もう少しわかりやすい指標を取り入れていただきたいのと、地域経済循環の RESAS で簡単につくれ

ます。私たちの地域がどのように、お金が入ってきてどのように出ていく、また、どのように流れ

ていくのか、いろんな形でわかってくるので、ぜひ、RESAS の地域経済循環図表を活用していただ

きたいと思っています。やはり魅力あるまちをつくっていくには、やはり活力があることが必要で

す。 
そしてあとちょっと気になったのは、今、内閣府、ウォーカブルなのまちづくりということでや

っていますが、私も世界を回っていて、まち中がいかに安心・安全に歩けるようにしていくか、も

う世界のまちはものすごい勢いでそういう形に進んでいます。そういう中で、ここの市民アンケー

トの中にもありましたけども、交通安全というのが、重要課題のところ出ています。駅周辺でやは

り安心・安全で歩けるようなそういう空間づくり、交通、自動車とかそういうものを整理しなが

ら、しっかりとしたまちづくりが必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。茅ヶ崎のま

ちは、人よりも車優先みたいなまちだなというふうに思っていますので、ぜひ安心・安全な空間を

つくれば人が集まってきますし、そこには商業飲食も自然と活性化していきます。それはもう世界

どこでも、そういうふうな結果が出ておりますんで、ぜひそんなご検討いただけたらというふうに

思いますよろしくお願いいたします。 
 

〇鈴木委員 
湘南地域連合で議長を仰せつかっております鈴木と申しますよろしくお願いいたします。湘南地

域連合のご紹介さしていただきますと、ここ茅ヶ崎市、それからお隣の藤沢市、寒川町にあります

各企業の労働組合ですとか、自治体の労働組合、教職員の組合、こういった組合員が集まってでき

た団体でございます。茅ヶ崎市との関わりは、毎年 1回、政策制度要求というのをさせていただい

てまして、簡単なところでいうと、道路の環境ですとか、近年ですとコロナで職を失った方たちが

どれぐらいいるんだよと、それに対しての提言を市にさせていただいてまして、それに対して回答

もいただいてるといったところです。それは組合ベースでアンケートをとってるんですけれども、

一部は市民の方の声も含めてさせていただいております。私たち組合ですので、私は普段はいすゞ

自動車の労働組合の執行委員長を仰せつかっております。近況のところですと、会社目線になって

しまうんですけど少し話しさせていただきますと、先ほど在宅勤務のお話もありましたけれども、

いすゞ自動車もこの 5 月から在宅勤務をやめたわけではないんですけども、介護ですとか、育休の

ことがあれば取っていいよっていうような形に変えました。自動車メーカーで言うとホンダさんも

そうでして、結構、数多くの企業がそういったことをしている状況です。その時にやっぱり反響が

大きく、何で急にっていうような声がありまして、今、それを収めるようなところが大変です。 
あとは、中国のロックダウンによって車の部品供給ができないとか、それから半導体の納品の問題

で、車が出せない状況で、今までずっと工場の方が、5時まで回せず、半日で終わってしまったり

っていうのが 1週間続いたりとかもあったんですけど、ようやく今週からロックダウンもかなり解

除されまして、部品も入ってきてるような状況で何とか工場も稼働しています。これからは酷暑の

中でマスクをしながらの仕事っていうのを工場の方でしているので、そういったところもどう緩和

していければいいのかなっていうのを考えてるところです。 
先ほどご説明してきました茅ヶ崎市の現況についてというところは、政策制度要求もさせていた

だいておりますので、どれもこれも関心のあるところなんですけれども、ちょっと個人的に思った

のが、私は茅ヶ崎の市民ではないんですけれども、近隣の市に住んでるんですけど、自治会の加入

率が高いよということで、私住んでる市ですと、私の家の周りなんですけど、半分ぐらいも入って
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いない状況で、どんな違いがあるのかなってのが非常に気になりました。簡単ですけど、以上にな

ります。よろしくお願いします。 
 

〇丸山委員 
茅ヶ崎医師会の会長の丸山といいます。よろしくお願いします。茅ヶ崎医師会は茅ヶ崎市と隣の

寒川町と一緒になっている医師会です。会員数が今 250 人くらいいます。茅ヶ崎では、病院の先生

と、それからあと、いわゆる診療所、クリニック、開業医の先生とを、今、病診連携といって病院

と診療所、クリニックが連携して、特にできるだけかかりつけ医を持って、いつも見なれた先生に

診てもらうというのも医師会として進めております。 

私は開業して、30年くらいになりますけど、内科をやっておりまして、今回特にコロナは、やは

りその感染対策についてどうするかっていうのは、ご存知の通り、みんな手探りで、今まで経験し

たことが日本ではないんですね。大分前に新型インフルエンザというのは流行ったけど、日本では

ほとんど流行らなかったので、ほとんどそれに対する対策何もしないで今回、新型コロナを迎えた

ので、PCR 検査一つとっても当初は、ほとんどできない状態でしたけども、現在は一通り整備がで

きて、PCR 検査も通常通り十分できますし、それからいわゆる熱を出した患者さんの発熱外来につ

いても、現在はまず見れるような状況になってるかと思っております。なかなかまだ今のところは

茅ヶ崎市も大分落ち着きまして、全国的にも減少しておりますけが、またいつ増えるかわからない

ような状況ですけども、当然神奈川県と連携をとって、いわゆる発熱難民、コロナの難民が出ない

ように、要するに一時は本当に入院施設もなくて、自宅で亡くなるような方も報道されてますけど

も、幸いにして茅ヶ崎は、医師会が率先して、その入院できない患者さんは基本的には在宅、家に

いるということになりますけども、それもフォローアップをして、特に重症になりそうな方は、1

日 1回、医師会員が手分けして電話をかけて、話を聞いて、これは入院が必要だというときは、し

かるべきそのような対策というようなことで、幸い茅ヶ崎では、今のところ在宅で亡くなった方

は、いないような状況です。今後また患者さんが増えても、問題なく見れるのかなと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 
 

〇水島委員 
皆さまこんにちは。私は茅ヶ崎市の社会福祉協議会の会長をしております水島と申します。私ど

も社会福祉協議会は、皆さまご存知の通りボランティア活動や地域住民による福祉活動の支援をい

たしまして、地域住民の皆さまや、行政、茅ヶ崎市や県あるいは福祉施設などの関係機関や団体と

の協働によりまして、今、理念としているのが全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らすことが

できるまちづくりの推進を目的として活動しております。営利を目的としておりません民間の福祉

団体でございます。現在、茅ヶ崎市との関係はと申しますと、従来平成 27年から、それぞれ、茅ヶ

崎市と私ども社会福祉協議会がそれぞれ策定をしておりました地域福祉計画と地域活動福祉計画を

一本化をいたしまして、目標や方向性を共有化をいたしまして、協力体制のもと福祉施策の推進に

取り組んでいるところでございます。 
先ほどトピックスの方で 14 番で重層的支援体制整備事業の開始ということで、ご説明をいただき

ましたけれども、こうしたことを、私どもと茅ヶ崎市、また、地域住民の方々そして関係機関の

方々とともに、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制を構築していくことができればと思

っているところでございます。地域福祉活動の基盤整備と、行政、住民、そして先ほど申しました

地域活動福祉団体等の専門機関等の連携によりまして、相談支援体制や地域づくりを推進していけ

ればと思っているところでございます。こうしたこと関係性もございまして、このたび、茅ヶ崎市

の総合計画審議会の委員のご委嘱をいただいたものと、そういう理解をしているところでございま

す。福祉に限りませんで、さまざまな分野での委員の皆さま方のご意見を拝聴しながら、私自身も

努力をして参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

〇森谷委員 
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こんにちは。私はまちぢから協議会から来ました森谷と申します。よろしくお願いします。まち

ぢから協議会って茅ヶ崎市の中に 12あるんですね。まちぢから協議会って私は鶴嶺東地区にいて、

その鶴嶺東地区の中に、自治会が 9とか、いろんな団体が 30 ぐらいありまして、その団体の会長も

やらさせていただいてこのまちぢから協議会に出席してるということなんですが、そもそも円蔵の

自治会がございまして、その自治会長を務めさせていただいています。私どもの自治会も 1,900 所

帯ぐらいあってそのうち 1,700 所帯ぐらいが入ってるおり、大体 70％ちょっといってるかなってい

う自治会です。やっぱり自治会って何って言われた時に非常に何と言えばいいのかわかりませんけ

ど、例えば、この 4月 1日から茅ヶ崎市はごみの有料化になりました。ごみの有料化ってどうする

のっていうと、地域の中の置き場、そういったものの管理は全部自治会がやってます。その自治会

が管理した中で、そこに捨てていただいてそれを茅ヶ崎市が運搬するという形になってます。この

4月 1日からこういう袋になるんだよということを、私も事前にその袋を 1,700 所帯分買いまして

全部お渡しさせていただいたりして、そういったことの徹底を図ってます。あとは、当然ごみって

袋に入れて出して、散らばらないかというとちょっとカラスが散らばったりなんかして非常に汚く

なります。そういったとこの管理という問題は、やっぱり自治会がやるべきだと、そこの中で、組

があって班がありますが班の中に当番制を作りまして、皆さん綺麗に掃除をしたりなんかして、環

境に努めてます。そういうことが、地域のつながりということの大事なところかなというふうに思

ってますし、また災害が来た時って、じゃあどうするのって言ったら、各小学校・中学校に避難を

するという形になってますけど、この鶴嶺東は結構人が多いんですね。ですから、皆さんバーッと

行かれるともう、どことなく行ってしまうとそこが溢れてしまい、入れないといった状況になりが

ちなんです。3年前ぐらいにやっぱり大雨になりまして鶴嶺小学校に避難所ができましてそこに避

難をされた、ところが雨がざんざん振っている中にもう避難所いっぱいだから、どこどこの小学校

に行ってくださいって言って、市民の人がそこに雨の中、傘差して行ったっていうことがありまし

た。この経験を踏まえ、ここのところ地域の方々はこの小学校、どこどこの方はこの中学校という

ように仕分けといったこともある程度必要ではないかなというふうに思ってます。そういったこと

も、我々、自治会の一つの仕事であるのかなって思ってます。やっぱりこういう時に大事なのは、 
自分の班の中に当然足腰が悪くて、寝たきりの方がいたりなんかして、そういった方を助けるのは

誰が助けるのかっていうと、茅ヶ崎市ではありません。そういった避難所のところに連れて行く、

避難をさせるということはその地域の中でやらなきゃ駄目。その地域の中にそういったことをある

程度、共有させていただいて、ここの地域にはこういう人がいますよっていう、茅ヶ崎市からそう

いった避難する方の情報が自治会に来ています。その方々は公表してもいいという形になってま

す。ですから私ども円蔵の自治会では、組があって、組の中にこういう人がいますよ、班があって

班の中ででこういう人がいますよ、だから災害があったときはこういう人がいるんだから皆さん

で、その方を守らなくちゃいけませんよというところまでやっております。そういったことが、自

治会の仕事かなっていうふうに思ってます。 
最近はコロナで、自治会でそもそも例えば運動会をやるとか、盆踊りをやるとか、いろんな事業

をやってましたが、ここ 3年間ぐらい何もやってません。よく会員さんが言われるのは、会費ばっ

かりとって何もやってないじゃないかと言われます。でも、この 3年間で、今まで我々自治会がや

ってきたことだけじゃなく、それ以外のことが、こういったことがあるんだよということを見出さ

れたような気がして、大変良い時期かななんていうふうに思ってます。以上です。よろしくお願い

いたします。 
 

〇松葉口委員 
私、横浜国立大学の松葉口と申します。よろしくお願いいたします。大学では教育学部に所属し

ておりまして、専門は環境教育、消費者教育、ESD と言ってもご存知の方いらっしゃるかどうかな

んですけど、持続可能な開発のための教育ということで、わかりやすく言うと最近出た SDGs 達成の

ための教育みたいなことで国連でこの前採択されましたけれども、そんな感じであまり教科にとら

われてないところをやってきて、自分で非常にマイナーだと思ってたんですけど、今新しい学習指
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導要領でそこら辺が非常に重視されてきて、何かちょっと勢いがついてるのかなというふうな感じ

でおります。こちらの茅ヶ崎市では、男女共同参画推進プラン協議会というところの会長を務めさ

せていただいておりまして、その関係で今回こちらの方にもお声をかけていただいた次第なんです

けれども、まず私一番最初に入ってきてびっくりしたのが、職員の方たちがアロハシャツを着てい

て、なんてハワイアンなんだと思っていいなと思ったんですが、実は私プライベートは、毎年ハワ

イに行ってきたので、茅ヶ崎市はハワイとの姉妹都市でもありますので、なんかとってもいいなと

かって思いました。 
私の中では茅ヶ崎って今まではサザンのイメージ、それからあとは浜之郷小学校って有名な小学

校がありまして、そちらのイメージが非常に強かったんですけれども、縁あって男女共同参画だけ

でなく、総合計画審議会にまでお世話になることができまして、しかも先ほど説明を伺っていた

ら、特にこの世界のベストスモールシティに入っちゃうなんてすごいなって思っておりました。東

京の方からも移住者が非常に多いと、さもありなんということで、きっと税収が増えてるんだろう

なと思ったんですが、予算ではそんなでもないんであれなんだろうなと思ったりとかしておりまし

た。 
自分の役目としては男女共同参画のところ、それからちょっと広げると教育のところなんかも関

わらせていただけるかなと思ったりしてるんですけど、先ほどのこの意識調査の概要版で 18ページ

のところをご説明くださいましたけど、そういう自分の役割でこれを見ると、男女平等、それか

ら、その女性の活躍には保育サービスとかも必要だと思うんですけれども、それは平均から下回っ

てるんだと思うんでこれはきっと課題があるんだろうなと思いまして、その辺りはちょっと私が何

かお役目を果たさなければいけないのかもしれないなと思いながら伺いました。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 
 

〇湯浅委員 
関東学院大学の湯浅と申します。大学での所属は社会学部になりまして、特にその中でも環境社

会学を専門としております。環境問題もいろいろあるんですけど、その中での特に専門ということ

で言えば、ごみの問題と、あとエネルギーの問題で、そちらの方を専門的に少し勉強させていただ

いております。それとの関連もあって財政の問題をや地域コミュニティのお話をかじったりさせて

いただいております。 
茅ヶ崎とのご縁ということで言いますと、最初にもう 10 年くらい前になると思うんですが、市民

活動推進委員会というところだったと思うんですが、そちらの委員にならせていただいたのが始ま

りでしてそのあと環境審議会の方の委員を担当させていただきまして、その流れで今回こちらの審

議会に入れていただいたということになります。もともと生まれは千葉県の方ですから、大学に雇

っていただいて神奈川横浜に来て、委員に呼んでいただいて茅ヶ崎に来たということで、縁は全く

なかったんですけどやっぱり来たときの印象が、ここはいいとこだよねっていうのがもう第 1印象

ですね。専門の分野の話で、エネルギーと申し上げましたけど、再生可能エネルギーとか原子力エ

ネルギーというのがあるわけですけれども、結構原子力エネルギーの立地自治体の状況というのは

専門の一つでありまして、特に立地自治体は財政が厳しいところが多いので、原発関係の交付金が

どんな影響を与えてるのかということについても勉強させていただいておりますし、実際現地に行

ってそれこそ自治体の財政課の方にお話を伺ったりですとか、地域の経済の状況を知りたいという

ことで商工会とか商工会議所の方にお話を伺ったりということもしております。その中でも、実際

に私自身は首都圏で育っておりますので、先方の反応としても首都圏の恵まれた条件の地域と比べ

られてもなというようなニュアンスが折に触れて感じられるところはあります。首都圏の中で茅ヶ

崎に来て、思ったところは人口の規模とか立地条件とか気候条件とか、いろんな意味ですごく恵ま

れたところなのかなというふうには思っています。 
ですから、先ほどの、現状ということで言えばもちろんごみですとか温暖化の話も関わります

し、社会学者はとにかく自治会が大好物でもろもろ社会学者が研究をしている領域でもあります

し、一方で財政の問題とか人口の問題ということで、すごく私自身の関心等も多岐にわたる部分で
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かぶるところはあるんですけれども、ただ恵まれているとはいえ、茅ヶ崎市の今の状況が単に条件

的に恵まれていたからであるということではなくて、やはりそこに住まれてきた方々の積み重ねに

よるものもあるというふうには思っておりますので、そのあたりのところはご一緒にやらせていた

だいて少しでもお手伝いができればなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
 

〇𠮷田委員 
茅ヶ崎市の農業委員会から、選抜されてきました吉田と申します。生まれは、この方 65年茅ヶ崎

市に生まれて、現在に至っております。家業は牧場をしております。乳牛を飼ってまして、牛乳を

絞ってるんですけれども、皆さん、牛乳飲まれますよね。牛乳って牛がどのぐらいなったらお乳が

出ると思いますか。牛乳というのは本当に手軽でね、どこでもこうあって飲めるっていう感覚なん

ですけれども、東京から見学者を呼んで、お母さん方がやっぱり皆さん見に来るんですね。 
それで質問が、雄も牛乳出るんですかって言うんでしょう、お母さん方。それで何歳になったら牛

乳出るんですかってこう言うんですね。人間と同じで、赤ちゃんを生まないと、お乳は絞れないん

ですよ、牛乳が。やっぱり最短で、生まれてから 2年間は育てて、それで妊娠させて、初めて赤ち

ゃん産んで牛乳を絞っているんですね。コーラとかジュースみたいに蛇口をひねって、今日はこの

くらいにしておこうとか、そういうことができないのがすごく大変です。だから、始めてから私、

お産以外は、休んだことありません。父の葬儀のときにも、朝絞って、夜早く絞って、お通夜に出

たりとか、そういう形態をずっと続けてきてるんですね。それで、今皆さんいろんなものが上がっ

てますよね。ちょっと何かあると、もうペットボトルの水がまた 20円上がるとか聞くとね。 
どうしてとかって思うんですよね。牛乳ってそんなに安いものなのかなあ、なんてすごい思っちゃ

うんですけど、畜産農家、みんなそれぞれすごい今大変なんですよね。いろんなところでいろんな

原材料が上がってるのはわかってるんですけれども。例えばね、いすゞさんは車製造しますよね。 
でも部品が入ってこなければ、お休みができますよね。でも畜産農家ってそれができないんです

よ。食べさせなければ死んじゃうし、牛乳も絞らなければ乳腺になって、死んじゃうんですよね。 
だから何があっても牛乳は朝晩しぼんなきゃいけないんです。 

先ほどこの重要度ランキング見てて、農水振興が非常に低いていうのは残念に思いました。やっ

ぱり、今ねちょっとロシアがウクライナをちょっと攻撃しただけでも、日本に農産物入ってきませ

んよね。ますますこれからもっと入ってこない時代が来るんじゃないかと思って、そうなったとき

に、皆さん食べるものがなくなったら、どうするんですかっていうことなんですよね。だから、日

本人って脳天気だからね、輸入すればまた入ってくるから平気だよっていうふうな簡単に考えてる

んですね。でも実際問題は、ちょっとアメリカがトウモロコシと大豆少ないよ、輸出少ないよって

言えばもう、日本ではガーンと値段が上がったりして、やっぱり消費者の方たちがすごい大変な思

いをするわけなんですよね。 

農業の見直しっていうんですか、そういうのをできたらいいな、なんて思うんですけど、何かや

はり皆さんのお話を聞いてると、ちょっと私の考えてることと違うのかなあなんて思ってるんです

けども。農業委員になって、茅ヶ崎市の農地パトロールなんかをして、荒廃地を少しでもなくし

て、新規就農者を入れるようなお仕事もちょっとお手伝いさせていただいてるんですけれども、な

ぜ荒廃地が増えちゃうかっていうと、農業じゃ食べられないんですね、はっきり言って。田んぼな

んかもどんどん埋めて、みんな農転をかけて、資材置き場、駐車場になっちゃってるんですね。す

ごいそういうのは残念に思って、少しでも茅ヶ崎でそういう農業をやってくれる方がいれば、田ん

ぼなんかも埋めないで置いとけば、大水が出たときに、遊水地の代わりをするんですよ。だけどや

っぱり田んぼを作ってても 1票 7,000 円じゃ食べていかれないんですね。確かにお米の産地、たく

さんありますよね。そっからどんどん入ってくるから、そこの買えばいいんでしょうけど、もし災

害が起きたときに、茅ヶ崎に田んぼは芹沢の一部と西久保の一部しかないんですね。あそこにある

もので茅ヶ崎市の人達が賄えるのかなあってすごい感じますね。だから少しでも、農業に携わる人

ができたらいいなって思っております。よろしくお願いします。 
 



18 

 

〇牛山会長 
どうも皆さまありがとうございました。皆さまから自己紹介と同時に先ほどの現況についてのご

意見もいただきましたが、事務局の方に、例えばわからないこととか、後ほど、先ほど皆さまから

いただいたことについてのコメントはいただきたいと思いますが、それ以外でご質問とか、何かも

う少し教えて欲しいということあれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいですか大

体。 

そうしましたら今、一通りですねお話をいただいた中で事務局にも少しご意見とかご質問もあっ

たかと思いますので、それについてお答えできる範囲で、よろしくお願いします。 
 

〇事務局（岩井課長） 
種々いろいろお話いただきましてありがとうございます。茅ヶ崎市の魅力、ポテンシャルといっ

たお話から、今の農業の話ですとか、自治会のお話、さまざまな今抱えてる問題のお話もいただい

たところでございます。 
その中で具体的にこの計画に関するものというところでは、少し指標の設定について、亀井委員

の方から RESAS の数字を、地域経済循環の指標としたらどうかというようなお話もいただいたとこ

ろでございます。この辺は少し経済部等が中心なってくると思いますが、去年も議論をしていただ

いたご意見を踏まえて、今後考えていきたいなというふうに思っているところでございます。 
今年度の総合計画審議会は後ほど説明しますが、年間 3回ほど予定をしております。 

皆さんからできるだけご意見をいただけるような機会を設けていきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 
また今、資料のですね茅ヶ崎市の現状についてデータを出しましたが、追加でご要望があれば、

随時、皆さんと共有できればと思っております。先ほどの RESAS の部分も、もし共有できれば、現

状値として工夫していきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
 

〇牛山会長 
それでは、この項目につきましてよろしいでしょうか。ありがとうございます。 
それでは時間が大分押しておりますが、議題 4「「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定の進め方を踏ま

えた事務事業の優先度について」につきまして、事務局よりご説明お願いいたします。 
 

〇事務局（脇領課長補佐） 
では事務局より再びご説明させていただきます。お手元の資料につきましては、資料 4－1、2、3

というような、3枚の資料ございますので、順次、ご説明をさせていただきたいと思います。 
今年度、この審議会でご議論いただきたい主な内容といたしまして、茅ヶ崎市の実施計画という、

今、お手元の冊子でお渡ししております総合計画の、具体的にどういうことをやっていくかと 
いうのを、令和 5年度から 6 年度、7年度までの 3ヵ年の具体的なアクションプランを作っていき

たいと思っております。そこに向けて皆さまには、ご意見をいただければと思っております。 
ですので、それに資するようなところといたしまして、最初に冊子がありますような総合計画につ

いてというようなところと、それからその実施計画をどう策定を進めていくかというような辺りを

ご説明させていただいて、今まさに、その実施計画の策定に向けて、どんな事業が必要かというよ

うなところを庁内で議論を開始しております。さまざまな事業が挙がってきておりますんで、それ

をどう優先順位をつけていくかというようなところについて、現段階の考え方をお示ししますの

で、ご意見をいただければと思います。 
まず資料 4－1をご覧いただければと思います。実施計画 2025 の策定の進め方についてというと

ころでまず、茅ヶ崎市の総合計画について、概観させていただきます。おめくりいただいてスライ

ド 2ページでございますけれども、この茅ヶ崎市の総合計画は、一昨年、令和 2年度に議会の議決

を経まして策定されたものでございます。計画期間は令和 3年度から令和 12 年度の 10年間の計画

というような形で、将来の都市像、一番の目指すゴールとして「笑顔と活力にあふれ みんなで未
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来を創るまち 茅ヶ崎」というようなところをキャッチフレーズとして掲げております。 
ただこの計画ができ上がった直後に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大いたしまして、この状

況を見ながら、臨機応変な対応をこの 2年間迫られておりましたので、アクションプランである実

施計画の策定というのを、2年間策定をしないというような決断をさせていただいております。 
一定の目途がまだ未確定のところもありますが、コロナとの共存も進んできたところで、ここで実

施計画を作っていきたいというふうに思っております。 
3 ページでございますが、今申し上げました将来の都市像についてでございますけれども、2年ほ

ど前の総合計画審議会の中でも議論をいたして決めた将来の都市像でございまして、それぞれ「笑

顔」「活力」「みんなで」「未来を創る」といった言葉に、それぞれ思いを込めて作られた将来の

都市像でございます。 
続いて 4ページをご覧いただきますと、その将来の都市像の実現に向けた政策目標を掲げており

ます。政策目標 1というところで、「子どもが希望を持って健やかに成長し、次代を担う人が育つ

まち」から時計回りに 7つの政策目標と、それに資する、横串するような行政経営という 7プラス

1の政策目標を掲げて、総合計画を進めていくというところを、議会の議決もいただいたところで

ございます。内容については後ほど、概要版あるいは冊子本体をご覧いただいて、概観していただ

ければと思います。 

さらにそれぞれの政策目標につきまして 5ページでありますが、成果指標というのを設けさせて

いただいております。こちらについても、以前の総合計画審議会の中で議論を重ねまして、主にこ

の市民の皆さまの満足度を高めるというのが究極的な目標だろうというところで、先ほどお知らせ

いたしました市民意識調査の、その満足度をどこまで上げるか、いうようなところを目標設定して

おります。こちらの現状値は、令和元年度の市民意識調査ですのでコロナ前の市民の意識でしたの

で、考え方としては中間目標値としては、コロナ禍を経まして、少しずつ市民の満足度等が下がっ

ているところを、計画期間の半分をかけて元に戻しつつ、後半年度でさらに満足度を高めていこう

という思想のもとに、数値目標の設定をしてございます。 
おめくりいただいて 6ページでございます。今申し上げましたような、将来の都市像、それから

政策目標の実現に向けて、行政がどんな姿勢で、この 10 年間を望むかというところで 2つの命題を

掲げております。「未来創造への挑戦」と、「市民との関係の深化」を、これから 10年間の行政の

基本姿勢として掲げさせていただくいうところが主に茅ヶ崎市の総合計画の概観でございます。そ

の総合計画を踏まえまして来年度からの 3 ヵ年のアクションプランであります、実施計画 2025 の策

定の進め方を、庁内取りまとめております。 
8 ページでは、この実施計画の位置付けとして、今申し上げたような総合計画の将来の都市像を

実現するための実行計画であると説明しております。中身としては、その中間目標である施策目標

と具体的な事務事業を定めていくというところでございます。またここの向こう 3 ヵ年で重点的に

取り組むような横串として、重点戦略というのを掲げ、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」とい

う国が推し進めております総合戦略と一体化して計画を作っていきたいと思っております。 
位置付け等は後ほどご覧いただきまして、おめくりいただいて 10 ページ、それから 11 ページに

つきましては、これまでの実施計画を少し振り返りをさせていただいております。過去の実施計画

は全ての事務事業を実施計画に位置付けて、全てを網羅的に掲げるような実施計画でございまし

た。結果としてかなり遊びがないというか、さまざまな災害等に臨機応変に対応しづらくなってし

まったというような問題ですとか、そもそもかなり分厚い冊子を作っておりましたが、かなりわか

りづらい、内部を管理するという意味合いではよかったんですけれども、市民の皆さまに茅ヶ崎市

はどういうビジョンを掲げて、何をやっていくのというところが、やや少し見えにくいというよう

な反省点もございました。そういったようなところを、10 ページ、11ページ等でまとめさせていた

だいております。ですので今後の実施計画についてはそういった少し課題点も踏まえまして、12ペ

ージに掲げてあるような方針で進めていきたいというふうに思っております。まずは我々行政が立

案するわけですけれども、現状の課題に対して、今何をすべきかというような観点をもって、より

政策形成能力を磨き上げて、多くの行政課題を克服していきたいというところ、それと今までは組
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織と計画を連動させるような形をとっておりましたが、さまざまな行政課題に臨機応変に対応する

という意味合いで、市役所の組織も柔軟に変えていきたいというふうに思っております。 
また今回のコロナ禍が象徴する例でございますが、災害時という未曽有の事態が、今後、この先

起こるやもしれませんので、柔軟性ですとか、あるいは迂回路を設けるという意味合いで冗長性を

持った対応をしていきたいと。さらに計画書は、先ほど申し上げたようにかなり分厚く内部を管理

するような計画書となってしまった点もございますので、より市民の皆さまに、茅ヶ崎のビジョン

をどう掲げて、何をやっていくんだというのがわかりやすいものになるように、どう表現するかを

工夫していきたいなというふうに思っております。 
それを踏まえまして 13ページですけれども、策定の基本的な考え方として実施計画に載せる事務

事業につきましては、基本的には新しく行うような事業ですとか、これまでやってきたことを大き

く拡大するようなもの、あるいはハード整備にかかるようなもの、あるいはその先のビジョンを定

める計画の策定、それと基本的な規制をかけるとかあるいは規制緩和するといったような市民生活

に大きな影響を与えるようなものを抽出して、実施計画書としていきたいというふうに思っており

ます。 
おめくりいただきまして 14 ページでございます。それ以外のこれまでもずっと継続して行ってき

たようなものについては、しっかりとそのやり方を見直しつつ、しっかり行っていくというような

ところで継続的な事務事業として、こちらは計画書に載せるというよりかは、市民の皆さまにホー

ムページですとか、市政情報コーナーで、概要がわかるような資料を別途、辞書的に使えるような

ものを公表していきたいと思っております。さらにその実効性を担保するという意味合いで言いま

すと、特にお金の問題がかなり大きな課題となって参ります。本市の財政状況といたしましては、

いわゆる指標として経常収支比率というのが、直近でも 96.1％と、かなり自由に使えるお金が少な

くなっているという状況がございます。 
ですので、15ページにございますように、経常的な歳入で、今申し上げたような、今までやって

きた継続的な事務事業を行うことがほぼトントンになってしまって、新しいことをやるというよう

なことの余地がなかなか難しいというのが、率直なところだと思っております。 
ですので、目指す姿として、16ページですけれども、例えばまちを活性化させるというような意

味合いで、税収を増やすとかといった歳入の増加策、あるいは、これまでの既存の事務事業のやり

方をこれまでの効果を維持しつつも、効率的なやり方をさらにブラッシュアップしていくというよ

うなことを、通じて、実施計画で掲げる、新しい新規の事業、拡充する事業をしっかりその財源を

確保していきたいというふうに思っております。 
さらに 17ページで実施計画の策定に当たり、留意すべき事項としては先ほどにもご説明いたしま

したが、人口推計ですとか、コロナへの対応あるいは今申し上げた財政の見通しですとか、ページ

が変わりまして 18ページにありますような、特に先ほど自己紹介でもございましたが、SDGs を少

し意識したものとするというようなところを十分留意しながら、実施計画の策定を進めていきたい

というふうに思っております。実施計画にはそれに加えまして重点戦略、それから施策の目標をど

のような進行管理をするかというようなところも、今後検討しながら進めていきたいと思っており

ます。この実施計画については庁内への議論はもとより、最終的にはパブリックコメントですと

か、夏、秋口にはいろんな形で市民からの意見を聴取するというようなことも通じてですね、市民

のご意見を反映させながら実施計画を作っていきたいと思っております。 
一応そのような策定の進め方をしていきたいというところでございます。 

次に資料 4－2、スケジュールをご覧いただければと思います。総合計画審議会ではどのようなタ

イミングでどういう議論するかというようなところを中心にご説明させていただきます。今回、6

月 2日に第 1回を開催させていただき、今各課、その素案づくりを進めております。大きな枠での

素案が固まりましたら 8月の中旬から下旬のところで第 2回を開催させていただきまして、採択素

案となっておりますが、どういう事業を今後 3年間行っていくかという、粗いものをご提示させて

いただいて、ご意見を伺い、その後今年度の 10月末には、市長選挙がございますので、その結果等

も反映させながら、12月ごろから 1月にかけてですね、第 3回の総合計画審議会を開催させていた
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だきまして、本当に最終的な素案というものについてご意見をいただくとそんなスケジュールを考

えております。 
最後に資料 4－3をご覧いただきまして、今まさに何度も申し上げておりますが庁内で、新たな事

業をどんなことをするかというような事業立案を行っております。今回はそれに対してどれが一番

優先度が高いかというようなところを、庁内で議論を重ねて、優先度を定めていきたいと思ってお

ります。現段階でその判断のポイントとしては、いくつか掲げております。まず重要なポイントと

しては、その事務事業の熟度がどれだけ高いかというところに尽きるかと思っております。 
この事務事業が実施計画に載せた暁には、市議会ですとか市民の皆さまにしっかり説明責任を果た

していく必要がございます。 

それにあたってどう、その事務事業が、どのように将来の都市像に貢献するのかというようなロ

ジックをはっきりさせていかなければならないと思っておりますので、そこをしっかり関係部局と

議論を重ねていきたいと思っております。 
それから先ほどの事業の見直しというお話ございましたが、しっかり PDCA サイクルに基づきまし

て既存の事務事業をしっかり振り返りを行った上で新しい事務事業を立案してるかといったような

点も、優先度の判断のポイントとしていきたい。 
それから、SDGs もそうですが複数の目標達成度を、どうシナジー効果を出せるか、相乗効果を出

せるかというようなところに、着目していきたいなと思っております。 
それと、限りある財源ですので、計画期間中に行う緊急性がどれだけあるかというようなところ

を計画期間中の実施が適切かといったようなところ、それから先ほどの意識調査の結果なども踏ま

えまして、その市民ニーズの重要度が高いものかどうかというようなところも判断のポイントの一

つにしていきたいと思っております。 
裏面に行きまして施策のバランスがとれているか、特定の分野に偏るというわけにもいきません

のでバランスがどう取れているかというところも十分配慮し、最後にまだテーマとして決めており

ませんが、本日もご意見いただいいただければと思いますが、今後、令和 5 年度から 7年度に向け

てですね、市として何に重点的に取り組むのかというのを重点戦略のテーマとして掲げていきたい

と思っております。それに資するような事業については、優先度の高い判断をしていきたいと思っ

ております。 
なお四角囲みにございますが、企画経営課の中では、現状を鑑みまして重点戦略のテーマとして

はやはり、コロナ禍の教訓を踏まえて、新たな新興感染症にどう社会が立ち向かっていくかという

ところで、そういう強い社会地域づくりですとか、あるいはコロナでいろいろなものがストップし

てしまっている状況もございますので、社会あるいは経済活動の再興を促進する取り組み、あるい

は先ほどのトピックでもご説明いたしましたが、持続可能な市政運営を行うために、世代間バラン

スの確保に向けた転入促進をする、あるいはデジタル化ですとか、SDGs を加速化させる、あるいは

国土の強靱化、それと老朽化に向けて公共施設の総合管理なども課題としてございますのでこうい

ったものを、横串を指すテーマとして検討していきたいなというふうに思っております。こういっ

たあたりとそれから今申し上げました優先度の判断のポイントについて、皆さまから本日ご意見を

いただければというふうに思っております。事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 
 

〇牛山会長 
それではただいまのご説明を受けて、皆さまからご質問あるいはご意見等いただければと思うん

ですがいかがでしょうか。水島委員お願いします。 
 

〇水島委員 

それではちょっと単純なご質問で申し上げないんですけども、先ほどスケジュールの中で市長選

挙の話とか出ましたけども、ある程度政策的なものは出てくるのかなと思うんですけども、財政課

で言う予算査定の時期にも絡んでくるのかなと思うんですけども、それと事業選択っていうのは、
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企画経営課の方で振り分けて、私どもの方に提出してくるという理解でよろしいんですか。 
 

〇牛山会長 
事務局お願いします。 

 

〇事務局（脇領課長補佐） 
今、委員おっしゃられた通りですね、やはり市長公約というのも、やはりこの実施計画の優先度

を定める上でかなり重要なポイントとは思っておりますので、とはいえ選挙が終わるまでずっと待

ってるというわけにもいけませんので、事務方として現状を踏まえてですね、優先度を振りつつ、

市長選挙の結果の公約の内容をその後、加味をして、最終形にしていくと。財政課の方も選挙もご

ざいますが、企画経営課と連動しながら、どの事業は予算要求をしていいというようなところを、

通常ですと 10月ごろに一旦判断をして最終的にはそのやはり当選された市長の公約を反映させた形

で、予算の形を作っていくものになるかなというふうに思っております。以上でございます。 
 

〇水島委員 

そうしたところは庁内で十分議論した中で、この審議会の方に、事業選択についてはある程度の

候補を挙げてくるというそういう理解でよろしいですね。 
 

〇事務局（脇領課長補佐） 
はい。3回目の時には、その辺の結果を踏まえたものをご提示できるものと思っております。 

 

〇水島委員 

わかりました。 
 

〇牛山会長 
他にはいかがでしょうか。亀井委員どうぞ。 

 

〇亀井委員 
質問ですが、10ページの前総合計画における実施計画の考え方の中で、新しい公共の形成と行政

経営の展開とあるんですけども、その中で、民間活力の活用を中心とした事業手法の見直しって書

いてあります。これは今の社会の流れでもありますし、どこでも取り組んでるところ、また私たち

も、日本商工会議所のまちづくり委員会でもですね、公民連携っていうことで、大きなテーマに挙

げておりますが、この民間活力の活用っていうものは、これからの実施計画の中でどのように考え

られているんでしょうか。 
 

〇牛山会長 
事務局お願いします。 

 

〇事務局（脇領課長補佐） 
ご意見ありがとうございます。現在の総合計画においても、前総合計画で掲げておりました民間

活力の活用を中心とした事業手法の見直しという視点は、政策目標の中でも行政経営の中で、引き

続き民間活力の積極的な活用というのは現在の総合計画でもうたっております。ですので今度の実

施計画の策定に当たりましても、従来型の直営で行うようなものをだけを選択肢にするのではなく

て、さまざまな PFIですとか、PPP といったようなものも、当然手法の一つとして、さまざまな事

業に適用できないかというところは、この今回事業を立案するにあたって検討に加えていきたいと

いうふうに思っております。以上です。 
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〇亀井委員 
ぜひどこかに、明記していただけるとわかりやすいなというふうに思って、大切なことだろうと

いうふうに思っています。 
もう一つよろしいでしょうか。柔軟性や冗長性を持った対応ということで、柔軟性をということ

は、大変良いことだなというふうに思っております。先ほどの民間活力の中には、やはり商工会議

所が取り組むまた商店街が取り組む、またいろいろなそういう事業もあるんですが、特に国がもの

すごく、幅広く手厚くですねいろんな補助政策っていうんですか、ものすごくたくさん用意してい

ただいてます。そういうものを私たちも勉強しながら取り組みたいなと思っていても、それは全て

行政の裏付けがないと全て進まないんですね。そこで壁になって、残念ながら茅ヶ崎市も、私たち

がやりたいと言ったところも、行政のご理解が得られず、止まってしまって断念をするということ

が多々あります。日本中どこもそういう行政が壁になってしまってると。国は進めたいんだけど、

地方自治体が壁になってしまうっていうところが結構あるわけです。例えば、ウォーカブルな都市

宣言というのも、私たち商工会議所として、また商店街連合会と一緒にそんなものを取り組んでみ

たいなというふうには思っておりますし、これはウォーカブルを考えていただくとものすごく幅広

く、いろいろな課題を解決できる、ものすごく大きなものでもあります。 
もう一つは先ほど申し上げた地域経済循環でありますけども、相まってですね、ものすごく大き

な成果がありますし、また市民の皆さんにも満足度を上げる大きな結果に結びつくと思いますの

で、ぜひともウォーカブルなまちづくりというものに対しても、ぜひ議論していただいきたいなと 
いうふうに思っています。会議所としてはぜひ進めていきたい。近隣の市町村も皆さん宣言をして

いるんですが、茅ヶ崎ではどうですかと打診したところなかなか難しいよみたいな、そんな感じな

んですが、ぜひ民の力をですね、ご活用いただいて、よりよいまちにしていただけたらというふう

にお願いであります。以上です。 
 

〇牛山会長 
ただいまのご要望ということで、事務局に聞いておいていただくということでよろしいですか

ね。 
 

〇亀井委員 
はい。 

 

〇牛山会長 

それでは事務局ではご検討いただければと思います。 
他にはいかがでしょうか。 

私から一つよろしいでしょうか。先ほどお話の中で今度の実施計画で、その「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」も考えながら、実施計画に入れていくっていうお話でしたよね。それで、一つち

ょっと教えていただきたいのは、県の方でも、地方創生やってまして、大分前からいわゆるデジタ

ル田園都市構想に伴って、その戦略の見直しを迫られるかもしれないって話があって、昨日あた

り、かなり国の方でも、もうなんか地方創生って言葉使わなくなるんじゃないかぐらい、いわゆる

デジタル田園都市構想ということを言っていて、そのあたりで、まだ最近の話ですけど、この総合

戦略見直しとかで、こちらに与える影響とか、その辺は何かございますか。 
 

〇事務局（脇領課長補佐） 
今、会長からいただいたような最新の情報が我々もまだキャッチできてないところがございます

が、基本的に今、参考資料で配付いたしました「第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」自体

が、実施計画に統合していく流れで今作っておりました。ですので基本的にはこの実施計画の中に

混ぜていくというところで考えておりますので、あとはそのおっしゃられるような国の動向と、あ

とデジタル田園都市構想、茅ヶ崎市の方も今度交付金ををいただいて、今度 6月の補正予算に提案
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をする予定でございますので、その辺の状況も見定めて確かに内閣府の地方創生事務局がもういろ

んなお仕事されてるというような印象もございますのでその動向をよく注視して、この今回の建て

付けの中にもしっかり反映をさせていきたいなというふうに思っております。 
 

〇牛山会長 
はい、ありがとうございます。まああのデジタル化、多分今後結構大事なことになってくるん

で、ぜひまた皆さまとご議論させていただければと思います。他にはいかがでしょうか何か。亀井

委員。 
 

〇亀井委員 
先ほど、成果指標についての中で、私たちちょっと経済的なものは政策目標 2の地域が活力にあ

ふれ、交流とにぎわいのあるまちという中で、地域経済の活性化に向けた取り組みに対する市民の

満足度ってありますが、市民からのアンケートの結果ということですよね。これも大切なかもしれ

ないですが、もう少し別の指標でぜひ、先ほど申し上げた RESAS で経済循環の循環度が何％から

何％上げたとか、もう少し市民のアンケートでは担保できないものっていろいろあり、それより活

用すべき指標等あると思うんですよね。これに限らず、全てが市民のアンケートになっていますけ

ども、ぜひそういうものも指標として、プラスしていただけたらなというふうに思います。以上で

す。 
 

〇牛山会長 
事務局いかがでしょうか。 

 

〇事務局（脇領課長補佐） 
政策目標 2の指標については確か以前の総計審の中でも、かなりどういう指標がいいかというの

は議論したと記憶をしております。市民の満足度というのも、委員おっしゃられるように、一面で

しかないというふうに思っておりますので、どういった指標が取れるのか。特に、指標ですので、

茅ヶ崎市にある指標を探さなきゃいけないところもございますので、ご提案いただいてるような

RESAS の活用等も含めて施策目標としてどう掲げるかというところ、検討させていただきたいと思

います。 
 

〇牛山会長 
他にはよろしいでしょうか。 
それでは今後また審議をしていく中で、いろいろとご質問やご意見出てくるかと思いますので、

また引き続き、委員の皆さまから出していただき、また何かご不明な点がございましたら事務局の

方に問い合わせいただければというふうに思います。そろそろ終了時刻なんですが、報告事項がご

ざいますので、茅ヶ崎市国土強靱化地域計画について、事務局から、できるだけ簡潔にお願いいた

します。 
 

〇事務局（中山課長補佐） 
それでは、報告事項 1としまして茅ヶ崎市国土強靱化地域計画についてご説明させていただきま

す。資料 5でございます。 
実施計画 2025 と、同時期に関連づけながら策定して参るということで、この審議会にもご報告さ

せていただきたいということでございます。まずこの国土強靱化地域計画とどのようなものかとい

うところでございますが、法律に基づきまして地方公共団体が定めることができる任意計画になっ

ております。国の方は計画策定を促しておって、先ほど委員からのお話にもございましたが、計画

に基づく取り組みを補助金や交付金などで支援することとしております。この計画自体何かといい

ますと、自然災害が起こってしまった際に、どうにもならないような事態に陥らないように、防災
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減災につながる、ハードからソフトまで幅広い取り組みを計画に位置づけるというもので、平常時

からそういった取り組みを進めていくというものでございます。平常時から着実に進めるべき取り

組みと申しますのは、全庁的にさまざまな政策分野が関わるということで、本市におきましては実

施計画 2025 の策定プロセスと、連動させて策定作業を進めることとして、本審議会にもご報告させ

ていただきたいと考えております。スライド 2ページの下の方に、計画の位置付けを図に示してお

ります。 

おめくりいただきまして、3ページは、主な検討・調整内容を記載しております。まず基本目

標、そしてその達成に向けて事前に備えるべき目標で、その事前に備えるべき目標の妨げになって

しまうような最悪の事態ということで 3段階の設定を行う計画になっております。 
その内容につきましては、国や県の計画との調和ということで、ほぼ全ての地方公共団体で共通、

固定的に設定されております。本市におきましても、国や県の計画を基にして、それに本市の特性

を踏まえた形で設定していこうと考えてございます。下段の方になりますと、この計画策定で本市

のオリジナルとなる検討調整でございます。自然災害が発生した時に起きてならない最悪の事態を

回避するために、本市が取り組むべき内容というのを整理して、位置付けていくということになり

ます。まずは、現時点の本市の取り組みというところでいきますと、先ほどの実施計画 2025 におい

て、継続的にやっていく事務事業としているものを整理しまして、その取り組みが十分なのか、ど

のようなところが不足しているのかといったところを評価します。 
そして今後の取り組みとしましては、新たに位置付けていく実施計画事務事業として選ばれたも

の、新規・拡充を図るものの中で、地域の強靱化に資するものを加えるという形で、これらの取り

組みを体系化しまして、総合計画の政策目標との関連を整理して国土強靱化地域計画に位置付けて

いくという形を考えてございます。 
5 ページは計画策定のスタンスでございます。1点目としましては、実施計画とあわせて策定する

ことで、この国土強靱化、何か自然災害が起こった時に、それに対応するようなことができるよう

な計画というのが、その計画自体の存在が全庁的認識されるようにして、平常時から我々が取り組

むことの中で防災減災の意識を向上させようという点でございます。 
2 点目、国県計画と調和するということで、あまり検討の自由度はないんですけれども、総合計

画と関連付けて、明確にわかりやすくまとめていくと。 
最後 3点目でございますが、地域の強靱化というのは茅ヶ崎市に限らず普遍的に、取り組むべき

中長期的な方向性というのがございます。 
それと先ほども意見にございました、社会情勢でさまざま変化するであろう個別の事業というも

のもあろうかと思いますので、そういったものを別々にまとめるなどして、柔軟に更新できる仕組

みを設けて参りたいと。 
こういった 3 点挙げまして、これらを意識して、検討調整を進めて参りたいと考えております。

次回以降も実施計画 2025 と関連するということで、この国土強靱化地域計画の策定状況についても

段階的にご報告させていただければと思っております。以上、ご報告を終わります。 
 

〇牛山会長 
何かご質問ございますでしょうか。亀井委員どうぞ。 

 

〇亀井委員 
全国的な中で茅ヶ崎が大変出遅れてるというふうな計画なわけでありますんでぜひ、速やかにお

願いをしたいと思います。ぜひ、地域の安全のためでありますんでぜひお願いしたいと思います。

以上です。 
 

〇牛山会長 
この国土強靱化計画、全国の自治体に義務づけてるわけじゃなくて、なかなか全国の自治体取り

組まないんですよね。しかし亀井委員のおっしゃるように、住民の安全安心のためにですね、これ
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はぜひ必要な計画ですので、しっかりと作っていただくということでお願いいたします。よろしい

ですか。 
 

〇亀井委員 
はい。 

 

〇牛山会長 
他にはいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 
それでは事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

〇事務局（脇領課長補佐） 
次回のスケジュール的な話だけさせていただきます。途中の説明でスケジュールもございました

が、次回は 8月の中旬から下旬の頃ということで、また改めて委員の皆さまと日程調整をさせてい

ただき、第 2回を開催できればというふうに思っております。事務局からは以上でございます。 
 

〇牛山会長 
ありがとうございます。委員の皆さまから何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは議事を事務局へお返しいたします。 
 

〇事務局（坂田部長） 
長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございました。今年度の予定としては先ほど説

明しましたように 3回の審議会の開催を予定しているところでございます。 
実施計画の策定が主なテーマとなるというところで、非常にこの先の茅ヶ崎市の行方を決める上

で重要な年になります。 

今日欠席している委員さんもいらっしゃいますけれども、先ほど皆さまの自己紹介を聞いてい

て、非常に多面的に議論ができるメンバーがそろっているのかなというふうに感じたところでござ

います。ぜひ皆さまのこれまでの活躍のフィールドで得た知見などを生かして、ぜひ茅ヶ崎市のた

めにご議論いただければというふうにお願い申し上げて、本日のご挨拶とさせていただきます。 
本日はどうもありがとうございました。これをもちまして第 1 回の総合計画審議会を閉会としたい

と思います。本日はどうもありがとうございました。 
 


