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令和4年度第2回茅ヶ崎市総合計画審議会会議録  

議題 【報告】 

（１）令和 3 年度茅ヶ崎市市民意識調査について 

（２）茅ヶ崎市実施計画 2025 オープンハウス（展示型自由意見提案会）

について 

【議題】 

（１）茅ヶ崎市実施計画 2025 構成素案について 

日時 令和 4 年１０月 14 日（金） 午後 2 時から午後 4 時まで 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎6階 理事者控室 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

池辺副会⾧（職務代理者）、赤坂委員、亀井委員、柴田委員、藤倉委

員、水島委員、𠮷田委員 

 

（WEBからの出席委員） 

中村委員、松葉口委員、丸山委員、湯浅委員 

 

（欠席委員） 

牛山会⾧、鈴木委員、豊田委員、森谷委員 

 

事務局（企画部企画経営課） 

坂田部⾧、岩井課⾧、中山主幹、脇領課⾧補佐、秋山課⾧補佐、熊谷主

査、伊藤副主査、鳥取副主査、小野副主査 

会議資料 

 

 

 

・令和 4 年度第 2 回茅ヶ崎市総合計画審議会次第 

・資料 1 茅ヶ崎市実施計画 2025 構成素案 

・資料 2 「茅ヶ崎市実施計画 2025」策定にあたってのコロナ禍の影響

の整理（案） 

・資料 3 茅ヶ崎市実施計画 2025 重点戦略 

・資料 4 茅ヶ崎市実施計画 2025 主要事務事業リスト 

・資料 5 茅ヶ崎市実施計画 2025 策定スケジュール 

・参考資料 1 第 1 回総合計画審議会議事録(概要) 

・参考資料 2 令和 3 年度茅ヶ崎市市民意識調査結果報告書 

・参考資料 3 茅ヶ崎市実施計画 2025 オープンハウス（展示型自由意見

提案会）実施報告書 
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・参考資料 4 デジタル田園都市基本方針【まち・ひと・しごと創生総

合戦略関係抜粋】 

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） 

それでは定刻となりましたので、これより第 2 回茅ヶ崎市総合計画審議会を開催させていただき

ます。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。私、企画経営課長の岩井

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日は、牛山会長、森谷委員、鈴木委員、豊田委員より欠席の連絡をいただいております。な

お、中村委員、松葉口委員、湯浅委員につきましては、WEB でご出席をいただいております。 
3 名の委員の皆さま、音声届いておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございま

す。 
なお、丸山委員については、WEB でご出席とお聞きしておりますが、今現在、会議に入られてい

ないという状況でございますので、途中でご出席になる可能性がございます。 
また、WEB からの出席の場合、映像が途切れた場合でも音声が伝わっている限り、意思表明がで

きるというところで出席扱いとさせていただきます。ただし、音声が送受信できなかった場合は、

そこで一時的退席とみなしますので、ご承知おきいただければと思います。 
また、本日の第 2回の審議会でございますが、第 1回の審議会を欠席され、本日が初めてとなら

れる委員がいらっしゃいますので、ここでご紹介をさせていただきます。 
まず初めに公募による委員として、柴田真季委員でございます。続きまして、茅ヶ崎市教育委員会

委員として赤坂雅裕委員でございます。また、WEB でご参加いただいております日本大学の中村英

夫委員でございます。 

 

○中村委員 
 中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

ありがとうございます。なお、本日の会議でございますが、WEB も合わせまして現在、10 名のご

出席をいただいております。審議会規則第 5条第 2項に規定する過半数に満たしていることをご報

告させていただきます。 
それでは恐縮でございますが、本日初めてのご出席の委員より一言、順次ごあいさついただけれ

ばと思っております。柴田委員、よろしくお願いいたします。 

 
〇柴田委員 

初めまして柴田真季と申します。よろしくお願いいたします。 
私の生まれは北海道で、結婚を期に茅ヶ崎に転入して参りまして、今 16年経ったところです。 

茅ヶ崎で入籍をし、茅ヶ崎で夫と暮らし始め、子どもの出産も茅ヶ崎で、生活をして参りました。 
現職は会社員で、UR 団地の中で高齢の方の生活相談員をしていますが、その前の仕事として、茅

ヶ崎市内で NPO の中間支援の組織で 7年ほど務めさせていただきました。つたない意見ばかりかと

思いますが、一市民の言葉として、心広く温かく見守っていただけたらと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

ありがとうございます。続きまして赤坂委員、お願いいたします。 

 
〇赤坂委員 

教育委員の赤坂と申します。文教大学の教員でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
〇事務局（岩井課長） 
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続きまして中村委員、お願いいたします。 

 
〇中村委員 

日本大学の中村と申します。このような形で WEB での参加の手段を講じていただきまして大変あ

りがとうございます。東京に用事がある場合はなかなか行かれなくて残念でしたが、今日は参加で

きまして非常に光栄でございます。 
私は茅ヶ崎市とは、都市計画のマスタープランですとか、或いは都市計画審議会、そういった面

でいろいろとお世話になってございます。この審議会でもいろいろと意見等々、貢献できればと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

ありがとうございます。 

それではここで資料の確認をさせていただきます。 
まず初めに本日の審議会の次第でございます。 
続きまして、A3、縦型の資料 1、茅ヶ崎市実施計画 2025 構成素案でございます。 
続きまして資料 2、実施計画 2025 策定にあたってのコロナ禍の影響の整理(案)でございます。 
続きまして資料 3、実施計画 2025 重点戦略でございます。 
続きまして資料 4、実施計画主要事務事業リストでございます。 
続きまして資料 5、実施計画策定スケジュールでございます。 
続きまして参考資料 1、第 1回の審議会の議事録でございます。 
続きまして参考資料 2、令和 3年度茅ヶ崎市市民意識調査結果報告書でございます。 
続きまして参考資料 3、実施計画 2025 オープンハウス実施報告書でございます。 
続きまして参考資料 4、国のデジタル田園都市国家構想基本方針でございます。 
大変資料が多くて恐縮でございますが、皆さま過不足等ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

本日の審議会でございますが、茅ヶ崎市総合計画審議会規則第 4条第 3項におきまして「副会長

は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。」とさ

れております。 
本日、牛山会長はご欠席でございます。池辺副会長に、会長の職務代理として議事の進行をお願

いしたいと存じます。それではこれからの議事進行は池辺職務代理にお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

 
〇池辺職務代理者 

本日、事務局より説明がありましたとおり、代行として対応させていただきます池辺です。よろ

しくお願いいたします。 
では、次第をご確認いただいて報告の 1番目となります、令和 3年度茅ヶ崎市市民意識調査につ

きまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 
〇事務局（中山主幹） 

茅ヶ崎市企画経営課の中山と申します。よろしくお願いいたします。 
早速でございますが、報告の 1点目、令和 3年度茅ヶ崎市市民意識調査について参考資料 2を用

いまして、結果の概要をご報告いたします。 
お配りしております資料は、大変ボリュームがございますので、主な事項に絞りながら、全体に

ついてご説明させていただきたいと思います。 
資料の構成につきましては、1ページ裏面の目次のとおりでございまして、最初に調査方法等の

概要そして属性、市政への関心度、市政情報、市の魅力、定住意向と続けて、最も多くの質問にお

答えいただいてるのは、まちづくりへの実感という形で、現状の満足度と今後の重要度を政策分野
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別にお聞きした結果を記載しております。 
最後に分野別の自由意見の状況としておりまして、77ページ以降は参考情報等になります。 
それでは 2ページをご覧いただいて、調査の概要でございます。 

無作為抽出した、満 16歳以上、3000 名の市民の皆さまに郵送と、インターネットで送付したも

ので回答をお願いしまして、有効回収数は 1,872 票、回収率 62.4％となりまして、近年、市が行っ

たアンケート調査としては、高い回収率で統計上の信頼度が十分な結果をまとめることができてお

ります。 
6 ページから基本的な属性となります。性別年齢分布につきましては、発送した 3000 名の属性と

大きな差はなく、7ページから 10ページまでの職業、家族構成につきましては、前回の令和元年度

調査と同様でございました。 
回答者の属性としては、長い期間居住されている方、市政に関心をお持ちの方の回答が多めとな

っております。 
10 ページ・11 ページを見開きでご覧いただきますと、この報告書のまとめとして単純な回答の集

計のほかに、必要と思われる項目につきまして、10 ページに記載しておりますように、年齢別の傾

向を表とグラフでまとめるクロス集計ですとか、11 ページの下の表とグラフのように、前回、令和

元年度の調査結果との比較を行う形でまとめております。 
11 ページにつきましては、市政情報を市民の皆さんが知るための広報媒体についてでございます

が、広報茅ヶ崎が 70％、次いで市公式ホームページとなっておりまして、下の表を見ますと前回調

査と比較して、ホームページのポイントの増分が大きくなっていることがおわかりになるかと思い

ます。これはコロナ禍の影響も表れた結果なのかなというところです。 
12 ページをご覧いただきますと、年齢別がございます。広報媒体の手段としては 70 代以上と、

60 代以下で、利用媒体の差が表れていることがおわかりになるかと思います。 
少し先に進みまして 17ページ。こちらは、本市の魅力をダイレクトにお聞きしたものでございま

す。自然が豊かで利便性もあるといった住宅都市としての快適性、安全な暮らしに関わる項目が上

位と思っております。 
18 ページには、今の項目について、前回調査と比較したものでございますが、目立った差はござ

いません。 

22 ページから、こちらは定住意向ということで、住みやすさをお聞きすると、9割から住みよい

というご回答をいただいておりまして、これも前回調査と同様となってございます。 
25 ページをご覧いただきますと、定住意向の中でも住み続けたいかどうかというところでござい

ますが、住み続けたいという傾向が高く、これも前回調査と同様でございます。 
1 枚おめくりいただいて 26 ページ、年齢別ですが、こちらについては、ずっと住み続けていたい

という方は、年齢が上がるほど高くなっておりまして、20 代以下の移り住みたいという意向が比較

的高めという結果が見えます。若い世代の活力という点で課題として捉えるレベルではないと思っ

ておりますが、世代間バランスを保っていこうという点では、着目すべきデータではないかと思い

ます。 
続きまして、33ページからがこの意識調査の中心となるもので、最も多くの項目をお聞きしてい

る本市のまちづくりの実感という部分になります。 
これは市政やまちの満足度と、市の今後考える上での重要度というのを総合計画で掲げておりま

す子育てから行政経営までの 8つの政策目標ごとに、複数の項目を設けて合計で 49項目について、

「満足度」「重要度」を伺っております。 
この各項目の「満足度」「重要度」をまとめて整理するために得点化をしておりますが、ご回答

いただく時には、「満足」から「やや満足」と「不満」まで、5つの選択肢を選んでいただいてい

ますので、この 33ページの上の方に書いておりますが、これ加重平均値と説明を記載しております

けれども、全員が「満足」と回答した場合には 2点、全員が逆に「不満」と回答された場合にはマ

イナス 2 点という形になるように得点にして表示をして整理しております。 
その結果ですが「満足度」からご覧いただきますと 1 枚おめくりいただいて、34ページが 5つの
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選択肢から選んだそのままの単純集計でございます。これが少しわかりにくいということで、36ペ

ージが先ほど申し上げた得点化をして比較したものでございます。この中で「満足度」の全体の平

均値が、0.157 という数字になっておりまして、全員が満足であるが 2点でございますので、もの

すごく満足という状況ではございませんが、意向としましては満足の側に偏っているということが

おわかりいただけるかと思います。 
37 ページには、上位と下位の項目を抜き出して記載しており、上位には先ほどの市の魅力でも上

位にあった住宅都市としての快適性ですとか、安全な暮らしに関わる項目が上がっております。一

方で下位は、財政面の持続性、産業振興、道路などのインフラ、地域福祉といった項目が上がって

ございます。 
1 枚おめくりいただきまして、38 ページが前回の令和元年の調査との比較となっております。表

の一番右側の列が、今回の得点から前回の得点を差し引いたものとなっています。 
全体をご覧いただくと満足度はプラスになっていますので、全体的には満足度が上がっている方

向、この 2年間で上がっている方向ということが、おわかりになるかと思います。 
そのような中で、前回よりも下がった項目に着目してみますと、主なものでは、E02「ごみの適正

処理や減量化、資源化の取り組み」、これはちょうど調査時期が、ごみの有料化を開始する直前の

令和 4年 3月であったことも影響があったように推察されます。他に、H01「まちづくりへ参加する

機会」、H02「自治会などの地域コミュニティの主体的な活動」も下がっておることがわかりまし

て、こちらについては、コロナ禍での行動の制約といったものの影響が表れたように思います。 
38 ページの上位・下位のこの 2年前との比較では、同様の項目が上がっている状況となります。

以上が「満足度」がどうだったかということです。 
続いて「重要度」についても、満足度と同様にまとめておりまして、40ページをご覧いただきま

すと、これは５択のそのままの単純集計、同じように得点化したものが 42ページでございます。

「重要度」の全体の平均値は、1.108 となっておりますから、「満足度」が先ほど 0.157 であった

のに比較して、市民の皆さまにアンケートでお聞きすると「重要度」は高めに捉えられていること

がわかるかと思います。 
その「重要度」というのは、今後への期待を示しておりまして、市の取り組みに直結するものだ

と捉えておりますので、43 ページの上位の項目を見てみますと、その上位には、災害対策や医療、

防犯・交通安全等に関わる項目がございまして、安全安心を強く望んでいるという状況がよくわか

ります。 
先ほどと同様で 45ページをおめくりいただきますと、前回調査、令和元年度調査との比較でござ

いますが、同じように一番右のところに、今回の得点から前回の得点を差し引いたものを載せてお

ります。一番下の平均値で見ますと、「重要度」は、前回調査とほぼ同様、高めの状態です。前回

調査よりも「重要度」が上がった項目に着目してみますと、主なものでは、C04「食中毒や感染症な

どへの対策」、D03「スポーツを気軽に楽しむことができる環境」、D06「男女が対等な立場で協力

し合う社会」、H04「申請のデジタル化などによる多様なニーズに対応した窓口サービス」、H05

「県や近隣市町と連携した行政サービスの利便性」、H08「まちの魅力の発信力（シティプロモーシ

ョン）」といった形で、コロナ禍において注目が高まった項目は、前回と比較して「重要度」が高

くなってるものとして目立っております。 
そのほかに、住宅都市の魅力としての E01「海岸や河川、里山のみどりと身近な生きものの保

全」ですとか、E04「魅力的な景観の形成」、E06「心地よい住環境」の重要度も上がっている状況

が見て取れます。 
以上、この調査の中心である「満足度」「重要度」のところをご覧いただきましたが、この 2年

余りで、大幅な変化というのは認められなかったと受けとめております。 
その中でも、コロナ禍があったこと、その他社会的な状況で関心が高まった項目がありました

し、まちの魅力向上ですとか、暮らしに関する項目には、変化が一部見られているような結果であ

ったと考えております。 
申し訳ございませんが一度、33ページに戻っていただけますでしょうか。 
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今「満足度」と「重要度」を個別に見て参りましたが、この「満足度」と「重要度」を組み合わせ

て見るための整理としまして、33ページ下段にあるような図で見える形をこの報告書でとっており

ます。 
図の見方ですが、縦軸には重要度が高い項目が上に来るように、横軸には満足度の高い項目が右

に来るように、先ほどの「満足度」「重要度」の点数をプロットするという形です。 
4 つに領域が分かれますが、タイプ 1 としている左上、満足度が低くて重要度が高い項目という

部分は、特に注目して取り組んでいくべきということになります。その結果を示したものが 47 ペー

ジに載せてございます。 
先ほど、個別にご説明しました市民の皆さまの「満足度」のうち、あまり満足していただけてい

ない項目で、なおかつ重要度が高い項目というのは左上になるという形でご説明しましたが、これ

が実施計画の策定においても最も注目すべき領域となります。 
いくつか挙げてみますと、災害対策や安定的な市政運営、道路などのインフラ、高齢者・障がい

者支援、温暖化対策などがプロットされていることがご覧いただけるかと思います。 
また右上の領域に行きますと、今ですと比較的満足側で捉えられている方も多い項目ですが、重

要度が高いということで、現状維持・充実させていく必要があるという項目で、地域医療や子育

て、教育などがプロットされている状況がご覧いただけるかと思います。 
48 ページから 50 ページにかけましては、今と同じグラフを年代別や属性別に同じ表現の仕方で

掲載してございます。これはプロットのより方が、それぞれ年代で異なっているのがご覧いただけ

るかと思いますが、非常に興味深いデータとなってございます。 
実施計画 2025 の中で様々な取り組みをするにあたって、各事業を担当してる課が、事業を具体化

するときに、どのようなターゲットがどういうことを望んでいるのかを捉える重要な情報と考えて

ございます。 
52 ページ以降につきましては、政策目標分野別に「満足度」「重要度」を同様に整理しておりま

す。これも分野別の個別計画でも活用していくデータでございます。 
最後に、76 ページです。このアンケートの中でも、自由記載で様々なご意見をいただきました。 

これも政策分野別に整理すると、全体で 1,500 件以上のご意見をいただいておりますので、この調

査結果でいただいた意見を関連課かいで共有して、実施計画の策定に用いることはもちろんです

が、その後も事業に活用して参りたいと考えております。以上、長くなりましたが、令和 3年度市

民意識調査結果についてのご報告となります。 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。 
報告の途中ではありますが、WEB 参加の委員として丸山委員が、市の区域内の公共的団体等の代

表者として参加されておられますのでご紹介させていただきます。 
それでは議事の方に戻りたいと思いますが、先ほどご報告いただきました市民意識調査について

以上のとおりになるとのことです。皆さまから何かご質問等ございましたら、お願いいたします。 
よろしいですか。それでは報告 1については以上とさせていただきます。 

では報告 2「茅ヶ崎市実施計画 2025 オープンハウス（展示型自由意見提案会）について」につき

まして事務局より説明をお願いいたします。 
 
〇事務局（脇領課長補佐） 

では続きまして、報告 2「茅ヶ崎市実施計画 2025 オープンハウス（展示型自由意見提案会）」を

開催いたしましたので、その結果についてご報告をさせていただきたいと思っております。 

報告に先立ちまして今回から審議会にご参加いただいてる方もいらっしゃいますので、資料が前

後して恐縮ですが、資料 5「茅ヶ崎市実施計画 2025 策定スケジュール」を脇に置いていただきなが

ら、お話を聞いていただければと思います。 
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今年度茅ヶ崎市では、総合計画に基づきまして、そのアクションプランとして 2025 年を目標とす

る実施計画を策定しております。令和 4年度の頭から庁内で議論を進めて参りまして、第 1回総合

計画審議会では、その策定の方針等について皆さまにご説明を差し上げてきたところでございま

す。 
夏場にかけて、庁内の議論を重ねて参りまして、9 月に一定の構成素案が出来上がりました。そ

れをもって、市民の皆さまからの意見を聴取する形として、9月にこのオープンハウスという形で

展示型の自由意見提案会を開催し、多くの市民の皆さまからのご意見をいただく機会を設けさせて

いただいたところでございます。では中身の結果の報告に移らせていただきます。 
また飛んでしまいますが参考資料 3「茅ヶ崎市実施計画 2025 オープンハウス（展示型自由意見提

案会）実施報告書」をご覧いただければと思います。 
今、スケジュールでご説明いたしましたように、この後、議題にさせていただきます茅ヶ崎市実

施計画 2025 の策定にあたりまして、市民の皆さまからの意見を聴取するため、公共施設やショッピ

ングセンターなど多くの市民が集う場所に計画の概要をパネル展示いたしまして、その場で様々な

ご意見をいただく機会を設けさせていただきました。 
現在策定してる実施計画の前、前回の実施計画を策定した平成 29 年度の時には、市民の皆さまに

公民館などの会議室に一堂に会していただきまして、円卓での意見交換会などを開催し、ご意見を

頂戴して参りましたが、この新型コロナの感染状況によっては、そういった集合しての意見交換が

土壇場でできなくなる可能性もございましたので、別の手法で、市民の皆さまからのご意見をいた

だく機会を創出するにはどうしたらいいかということを検討した結果、今回このオープンハウスと

いう形をとらせていただくことといたしました。 
今回、このオープンハウスという形は本市としても初めての試みでして、今後の計画づくりへの

市民参加の手法として、一つの手段となっていくのかなと思っております。 
実際、初めての取り組みとして行ってみましたが、結果としては普段、市政になかなかなじみの

ない方にも買い物のついでにちょっと立ち寄っていただきまして、ご意見をいただくこともできま

したし、日頃から市政に様々なご意見をいただく方についてもご来場いただきまして、そういった

方には横についた職員が、じっくりとお話をお伺いすることもできましたので、様々な方に柔軟な

対応ができて、有意義な機会であったなと考えてございます。 
では資料 3をご覧いただければと思います。1ページに記載のとおり会場につきましては、公民

館等の公共施設ですとかショッピングセンターなど市内 9ヶ所で 9月中に開催をいたしました。 
2 ページ目をご覧いただきますと、写真を掲載させていただいております。2ページ目の上段・中

段、4枚の写真は外で開催しておりますが、これは 9月 3日、野球場で開催した様子でございま

す。 
当日は、市内の農家の皆さまが野菜を販売している海辺の朝市というのを開催してる会場でござ

いまして、多くの市民がいらっしゃっているところを狙って展示をいたしまして、多くの方にパネ

ルをご覧いただきまして、ご意見を頂戴して、写真でいいますと右上にありますが、市民の皆さま

から思いのパネルというところで、付箋にたくさんの意見を貼っていただくことができたと思って

おります。付箋でいただいたご意見の実施結果を 3ページにまとめさせていただいております。付

箋 1枚を 1人とカウントさせていただきまして延べ 299 人の方から、複数意見もございましたので

396 件のご意見をいただくことができました。年齢別には 40 歳以上の方が概ね 5割を超える結果と

なってございます。 
4 ページ目ご覧いただきまして、4ページの下段にいただいた意見を類型化してございます。 

分類としては、子ども・子育ての関係の意見が最も多く 72件 18.2％、次いで魅力的な都市空間関

係のご意見が 44 件 11.1％となってございます。 

5 ページ以降にそれぞれ分類別に、主なご意見をまとめさせていただいてございます。 
今後のいただいたご意見の取り扱いでございますが、すでにこれまでの庁内での実施計画策定の

議論の中でいただいた市民のご意見と同じような方向性で、庁内で考えているものもございます

し、我々の議論の中に少し足りないかなと思った、例えば、実際に障がい者の支援を行っている方
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からの意見については、担当課とも改めて議論を重ねさせていただいておりますので、今後このご

意見は市役所の内部にも共有し、今後の計画のこれから先、最終調整の段階ですとか、まさに来年

度予算編成も今始まっておりますが、今後の各課の企画立案の中で、検討の材料として取り扱って

いきたいと考えてございます。報告 2の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。 
それでは、ただいまの報告につきまして、皆さまから何かご質問等ございましたらよろしくお願い

いたします。柴田委員お願いいたします。 
 

〇柴田委員 
よろしくお願いします。来場者の内訳を見たときに、市外の方からかなり回答があったのが面白

いなと思って拝見していたのですが、移住促進とか、シティプロモーションというのですか、それ

を考えたときに、外の方が見た茅ヶ崎のイメージがヒントになったり、客観的に見たときの茅ヶ崎

のイメージがまちづくりに生きるのかなと思うのですが、具体的にどういうご意見があったのか情

報はありますか。興味があってお聞きしてみました。 

 
〇池辺職務代理者 

事務局、いかがでしょう。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

お尋ねいただきました転入促進のところで、市外の方からどのような意見があったのかというの

は、手元にまとまっていないのですが、参考資料の 10ページをご覧いただきますとシティプロモー

ション、定住促進という分類分けをさせていただいております。こちらにご意見としていただいて

おりますが、市外の方がどのような意見だったのかというのが拾えきれていません。いただいた意

見も踏まえて、市外の方がどのようなご意見を持っていたのか洗い出してみたいと思っておりま

す。以上でございます。 

 
〇柴田委員 

ありがとうございます。 

 
〇池辺職務代理者 

その他、何かご質問等はございますでしょうか。よろしいですか。WEB のご参加の皆さまも大丈

夫でしょうか。よろしいですか。 
それでは次の議題に移らせていただきたいと思います。では、議題 1「茅ヶ崎市実施計画 2025 構

成素案について」につきまして事務局より説明をお願いいたします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

では、議題に入らせていただきます。「茅ヶ崎市実施計画 2025 構成素案について」でございま

す。直前の報告でもございましたが、今庁内での実施計画、アクションプランの策定に向けてそれ

ぞれ事業課と議論を重ねて、今、構成素案という形で具体的な令和 5年度以降の事業リストの洗い

出しをしているところでございます。 
先ほどの市民意識調査ですとかオープンハウスでいただいた意見も加味しながら、最終調整を進

めていきたいと思っておりますが、現段階においては、その計画書の構成の素案とその構成要素と

なるようなパーツについて順次説明をさせていただきたいと思っております。 
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資料につきましては、資料 1から先ほどの資料 5スケジュールまでを使ってご説明させていただ

ければと思っております。 
まず資料 1「茅ヶ崎市実施計画 2025 構成素案」をご覧いただければと思います。 

こちらにつきましては、年度末までに策定を予定しております実施計画の目次となるような構成素

案を示させていただいております。なるべく市民の皆さまにわかりやすい構成になるように考えて

おりますが、その構成につきましても皆さまからご意見をいただければと思っております。 
まずそちらから順を追って説明させていただきますと、第 1章それから第 2章につきましては、

実施計画の上位にあります総合計画に定める本市のビジョン、それからその実施計画の位置付け等

をその総合計画の冊子自体もご覧になったことがない方にも、実施計画の書物を見るだけで、ご理

解いただけるように概要を記述していきたいと考えておりますので、これはすでに決定した事項を

簡潔にまとめていきたいと思っております。 
なお第 2章「実施計画の位置付け」の説明の中で、※印でまち・ひと・しごと創生総合戦略につ

いて記載しております。このまち・ひと・しごと創生総合戦略というのは、国の法律に基づいて各

市町村が定めていく戦略になります。 
第 1回の審議会にご出席の皆さまにはご説明を差し上げたところですが、今回のこの市がつくる

実施計画と国が策定を促す総合戦略、こちらを一体化していくことを検討しているとお伝えをして

おりました。ただ第 1 回の会議の場で牛山先生からも少しご発言がございましたが、ちょうどその

タイミングで、国も新しいことを考えておりまして、参考資料 4に国の資料の抜粋を付けさせてい

ただいておりますが、国が 6 月にこのデジタル田園都市国家構想基本方針を閣議決定いたしまし

て、この中でまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改定し、デジタル田園都市国家構想総合

戦略を策定するというところで、まち・ひと・しごと総合戦略自体が、時節の流れとしてデジタル

トランスフォーメーションといいますか、いわゆるデジタル田園都市国家構想の中に取り込んでい

くような方針転換を国がいたしたところでございます。市がこの総合戦略を策定するにあたりまし

ては、この国の戦略との調和を図ることが求められますので、国の動向をしっかり見定めていく必

要が出て参りました。従いまして、もともと一体化してまとめて策定をしていることを目論んでお

りましたが、時期のタイミングが合いそうにありませんので、こちらは単独で実施計画は実施計画

として作っていくことを予定してございます。 
資料 1に戻りまして第 3章以下ご説明いたします。 
第 3章では直近の「現状と課題」といたしまして、コロナ禍による変化と課題、それから先ほど

説明いたしました市民意識調査等から見る課題等をこの章で整理をしていきたいと思っておりま

す。特にこのコロナ禍による変化と課題につきましてはこの後、資料 2を用いて説明をさせていた

だきます。 
続いて第 4章では「施策目標と事務事業の体系」を示していきたいと思っております。 

第 2章の右側に三角形で図示をしておりますが、実施計画の上位にあたる総合計画では、将来の都

市像と政策目標までこちらは議会の議決をいただいて決定をしております。 
実施計画では、その政策目標の中をさらに細分化して施策目標というのを掲げ、その実現に必要

な事務事業を整理していきたいとこの 4章の中で考えております。 
この部分については、各政策分野の環境ですとか、都市づくりですとか、福祉の関係も個別計画

がそれぞれございますので、それらの個別計画に掲げる目標とも可能な限り整合を図って、漏れの

ないような形にしていきたい、していく必要があると考えておりますので、この施策目標について

は、引き続き庁内で調整を進めて参りたいと考えてございます。 
続いて第 5章では計画期間の 3年間で、特に重点的・分野横断的に取り組むテーマを定める重点

戦略というのを記述していきたいと思っております。こちらの内容についてはまたこの後資料 3 で

ご説明をさせていただきたいと思います。 
最後に、第 6 章でそれぞれ個別の事務事業のスケジュール等の概要を列挙して記載していきたい

と考えております。 

計画の構成については今ご説明のとおりで、考えていきたいと思っております。 
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続いて今途中でもご説明しましたが、それぞれのパーツについて現段階での考え方をご説明させて

いただきます。 
まず現状の課題として、コロナ禍による変化と課題の整理を資料 2 にしてございますので、そち

らをご覧いただければと思います。 
総合計画自体は、約 2年前の令和 2年 9月に市議会の議決をいただいたところでございます。 

令和 2年 9月といいますと、ちょうどダイヤモンドプリンセス号の感染者が発生したのが、令和 2

年の年が始まってすぐでしたので、コロナ禍が始まって半年程度の中で総合計画の議決をいただき

ました。そのため市議会の議論でも、コロナ禍の影響をどう織り込んでいるのかというご指摘をい

ただき、そちらについては、実施計画を策定する中で、半年の段階ではなかなか先行きも読めませ

んでしたので、実施計画を策定する段階で、コロナ禍の影響を整理していきたいという形で答弁を

してきたところでございます。 
それを踏まえまして、資料 2で示したように、現段階でのコロナ禍による変化と影響を整理し

て、それをどのように総合計画に落とし込んで、実施計画に展開していくかというところを 3段で

示したのが資料 2でございます。まず一番左手のボックスでコロナ禍による変化と課題を整理して

ございます。大きく 5 点掲げてございます。 
まず 1点目としては「新興感染症への対応」で、なかなか未曾有の事態でございました。コロナ

禍の対応を教訓に、新興感染症に対する危機管理体制の教訓を踏まえて今後構築していく、どうあ

るべきか検討が必要だろうとまず課題として考えてございます。 

続いて 2番目として、これは結果として良い傾向になってきましたが、「東京都特別区部からの

転出先として茅ヶ崎市が選ばれる傾向」になってございます。首都圏は転出超過になってございま

して、その受け皿として茅ヶ崎市を初めとする湘南地域が上位になっております。そういった社会

潮流を追い風に、世代間バランスがとれたまちの実現に向けて子育て世代の転入の促進を進めてい

く必要があるだろうと一つ課題を考えてございます。 
続いて 3点目「テレワークやサテライトオフィスなどの働き方の多様化」というところで、2年

前には考えられないような形で、テレワークなどが今回進んでございます。茅ヶ崎は東京から電車

で 1時間と程よい距離にございますので、いざとなれば、リアルで会議もできますし、そうでなけ

ればテレワークでの仕事もできるというような柔軟な働き方を形成促進できるような環境にある

と、そういった魅力を、まちの魅力にしていくことが必要だろうという課題を持ってございます。 
続いて 4点目はマイナス面になりますが、「人の交流の抑制」というところで、なかなか直接会

ってお話ができないご時世の中、先ほどの市民意識調査にも出ていましたが、地域活動や市民活動

がまちに必要不可欠ではございますが、なかなか思うようにいかないという中で、人のつながりや

交流など、絆の再構築を促進していく必要があると考えてございます。また地域経済につきまして

も、緊急事態宣言下では営業の自粛などもございました。飲食店をはじめとするコロナ禍で影響を

受けた業種の再興の促進が必要と考えてございます。 
最後に「孤独・孤立の深刻化」というところで、やはりこれも人が対面で会うことができなくな

っている中で、子育て世代ですとか高齢者・障がい者などで困りごとを抱えている方の状況を把握

して、国の使ってる言葉ですが孤独・孤立をしないような体制を整えていく必要があるだろうと、

大きく 5 点を課題・認識として持ってございます。 
中段に行きまして、それを踏まえて総合計画にどう落とし込むかというところを中段でまとめて

ございます。大きい結論めいた話としては、総合計画では、将来の都市像を将来のビジョンとして

「笑顔と活力にあふれ みんなで未来を創るまち 茅ヶ崎」というところで、インクルーシブで、

市民活動や経済が活力にあふれているような社会をつくるというビジョンを掲げてございますが、

コロナ禍を経て、このビジョンの実現がますます重要なことだろうという認識を持ってございま

す。 
以下、それぞれ総合計画に掲げる政策目標ごとに、今の課題を踏まえてどういったところに力を

注ぐべきかということを政策目標ごとにまとめさしていただいてございます。 
政策目標を総合計画上の落とし込みをした上で一番右側、今回策定を進めているご審議いただき
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たい実施計画 2025 の特に重点戦略として重点化していく三つの方向性を今のロジックから導き出し

てございます。 
こちらにつきましては、次の資料 3をご覧いただければと思います。 

資料 3の重点戦略で、特に来年度から 3年間、2025 年度までで重点的に取り組む事柄を並べさせて

いただいております。 
大きく 3つの方向性といたしまして、左下からご説明させていただきますが『人々が交流し、に

ぎわいがある「活力あふれるまちづくり」』で、具体的な取り組みの柱として、上の方にあります

「地域経済の活性化」ですとか、少し立ちどまってしまった「文化・スポーツの振興」それから、

そこの右下の方にありますが「市民や地域活動の振興」など、これらを柱として取り組みを進めて

いきたいと考えてございます。 
続いて右手の方をご覧いただきまして、『社会課題に対応できる「強く、やさしい」まちづく

り』で、孤独・孤立が進んでる中で、「子ども・子育て支援の取り組み」ですとか「障がいの有無

によらない社会の実現」「高齢者が安心して暮らせる取り組み」などを重点化していきたいと。 
最後に 3点目として上の方になりますが、『将来も笑顔で暮らせる「持続可能な」まちづくり』

というところで、先ほどご質問もありましたが、「定住促進、転入の促進からひいては定住の促進

に結びつけていく」ですとか「新興感染症への対応」それから、安心安全の確保という意味でいう

と「災害に備えた強靱化の取り組み」といったところを柱に、重点化をしていきたいと思っており

ます。庁内で議論を重ねた具体的な事業について、中に角丸で示させていただいているところでご

ざいます。いずれの取り組みも様々、複数の目的で実施できるような形で進めていけたらなと思っ

てございます。 
続いて資料 4 がやや辞書的になりますが、庁内で主要な事務事業リストということで、総合計画

の政策目標ごとに今、検討している事業リストを掲載させていただいております。ただ現段階とい

うことでございますので、今後さらに議論を重ねて、当然ここにないものもこれから追加されるも

のもあるでしょうし、場合によっては、今あるものが落ちてしまう可能性もあります。引き続き、

様々なご意見も踏まえながら、最終的に年度末に向けて固めていきたいと思ってございます。 
最後に一度ご覧いただきましたスケジュール、この先のスケジュールの確認をさせていただきま

す。10月は申し上げたようにまだ構成の素案という形ですので、しっかりした形になってございま

せんが、年内目途に素案の作り込みをしていきたいと思ってございます。 
素案ができましたら、この審議会でご議論をいただいた上で、年度末に向けてパブリックコメン

トを経て、最終的な計画の確定を進めて、4月には公表していきたいと考えてございます。 

長くなりましたが、議題の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 
〇池辺職務代理者 

説明をありがとうございます。 
それでは、ただいま説明いただきました「茅ヶ崎実施計画 2025、構成素案」の内容について、皆

さまより何かご意見ですとかご質問がありましたらお願いいたします。 

赤坂委員、お願いいたします。 

 
〇赤坂委員 

方向性、9つの柱、重点戦略ときちっと整合性がとれていて素晴らしいと思います。もう出来上

がっているのではないかなと私は感じるぐらいです。 
それから、資料 3「茅ヶ崎市実施計画 2025 重点戦略」の表現が非常に素晴らしいといいますか、

絵的でわかりやすいですね。素晴らしい資料だなと思います。 
1 点質問ですが、資料 3の具体的にやることとして真ん中ぐらいに、「小中学校と特別教室のエ

アコンの設置」と書いてありますが、これは「小中学校の特別教室のエアコン設置」ではないので

すか。質問です。 
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〇事務局（脇領課長補佐） 

事務局からお答えいたします。おっしゃるとおりで、「小中学校の特別教室のエアコン設置」で

ございます。エアコンにつきましては、特に教育環境、夏場はかなり大変な状況になってございま

すので、今、普通教室にはエアコンが設置されております。ただ美術室等の特別教室にないところ

もございますのでそちらの整備と、その下にございますが、体育館にもエアコンの整備を進めてい

きたいと思ってございます。これは教育環境の整備とともに、実際、災害が発生しますと体育館が

避難所となります。夏場の避難となりますと、かなり猛暑で過酷な環境になりますので、そういっ

た意味で、小中学校のエアコンの整備をここで、国もかなり財政支援をしていますので、それも生

かしながら整備をしていきたいと考えてございます。以上でございます。 

 
〇赤坂委員 

わかりました。 

 
〇池辺職務代理者 

その他何かご質問はございますでしょうか。柴田委員、どうぞお願いいたします。 

 
〇柴田委員 

よろしくお願いいたします。移住定住の促進ということは、私も本当に今の時代の流れに乗った

大事なことかなと思っていまして、実際に自分の近くにも都内から引っ越してきた家族連れの方

も、何組かいるような状況です。印象ですが、そういう方たちは東京都内で、地域差もあるのでし

ょうが、高いホスピタリティっというのですか、例えば、学校とか学習環境ですとかそういったこ

とを経験されて茅ヶ崎に来られている方は「あれ、東京だとこうだったのにな」とか「あれ茅ヶ崎

は東京と違うな」という印象を持たれる方も多いかなと思います。そうした時に、テレワークがで

きるから都内に住まなくてもいいということで、茅ヶ崎に越してこられた方は「茅ヶ崎に住み続け

たい、良い環境だな」というのがないとまた軽々と別の場所に「茅ヶ崎はちょっと住んでみたから

次はもっと環境がいい場所で」と出て行かれる可能性もこれからすごくあるのではないかなと感じ

ます。なので、移住の促進と定住の促進、特に私の世代なので、学校環境とか学習環境の整備はす

ごく大事なのではないかなと思うのですが、資料 3の「保育園、児童クラブの待機児解消対策」で

すとか、赤坂委員からもお話があった学校環境のエアコンの設置や LED 化ですね。それから、聞い

た話で細かい話になりますが、小学校の Wi-Fi 設備がやはり都内と比べると出遅れているところが

あって、iPad などを整理されていますが「通信環境が良くないから授業が結構滞っちゃうんだよ

ね」というご意見も聞いたりはしていますが、この辺りはスピード感というか、絶対実施するんだ

というところで進めていただけるものなのでしょうか。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。事務局、お願いいたします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございます。おっしゃるとおり、今、言葉の使い分けを我々はしております。 
具体的には、秘書広報課のシティプロモーション担当が転入の促進を進めてございます。 

これは、先ほどのコロナ禍の影響も踏まえまして、かなり茅ヶ崎が選ばれる傾向の追い風も受け

まして、シティセールスのサイトである「＃ちがすき」を作るなどして、まずは入ってきてもらう

環境・セールスはかなり進めております。実際それがご発言にあったように定住、終の棲家として

いただくというところは、また別の問題かなと思ってございます。 
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そのためには、おっしゃるように例えば子どもの教育環境とか、或いは保育園の待機児童がない

というところが重要な要素かなとは思ってございます。 
特に保育園は、今年度の 4 月は待機児童が 21人発生してしまっていますので、半年の議論の中で

も「それは解消していかなければいけないよね」という話で必要な対応、とは言え資源が限られて

いる中で、効果的な方法は何かなという議論をかなり重ねているところでございます。 
学校の現場も Wi-Fi の環境が悪いというお話は、教育委員会と話す中でもなかなか聞こえてこな

かったので、その辺りを確認したいと思いますが、昨年度来、GIGA スクール構想という国の構想の

もと、1人 1 台子どもたちに iPad の配布も行って参りましたし、学校の図書館なども電子化を進め

ることで、少し出遅れていたところをキャッチアップしようと、かなり取り組みを進めてきている

ところでございますが、やはりその辺が一つ定住にはキーになるかなというところでございますの

で、どういったことが効果的なのかを引き続き、担当、教育委員会とも議論を重ねていきたいと思

ってございます。以上でございます。 

 
〇柴田委員 

ありがとうございました。よくわかりました。 

 
〇池辺職務代理者 

それではその他何かご意見・ご質問等はございますでしょうか。 
藤倉委員、お願いいたします。 

 
〇藤倉委員 

ありがとうございます。 
今日の進め方として、ここから先の主要事務事業リストについての説明はないという理解でお話

をした方がいいですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

そうですね。こちらについては、事務局からはございませんが、内容のご質問がございましたら

対応はいたします。 

 
〇藤倉委員 

わかりました。こちらを拝見しまして、重点戦略として丸がついてるものと、特についてないも

のがあったのですが、この重点戦略というものは、基本的に全部やろうとしていることなのかとい

う疑問がありまして、そうなりますとかなりの数の施策に丸がついている状態です。これを全部進

めていくほどの、言いにくいのですがご予算があるのかなということは、確か 1回目のときに、予

算がない中でというお話が出ていたような記憶があったので、こんなにたくさんのことをやって、

結局予算がつかない少額な中で、できることだけをやっていくみたいな進め方になったがために、

小さい花火で終わってしまうみたいなことになるぐらいであれば、もっと選択と集中というのでし

ょうか、本当に必要なもの、本当に重要なものにきっちりと予算を投下していくような考え方にし

ていく方が、もしかしたら、最終的に市民にとって良い事業に育っていくのではないかなと思った

のですが。 

何分このリストに対して、どのぐらいの費用というか予算をつけてやるというのが全くなかった

ので、ここから先は一市民としては踏み込みようが、考えようがなかったので、正直もう何も言え

ないのですが、点数的にかなり広すぎてしまうのではないかなと本当に素朴な感想として思いまし

た。以上です。 
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〇水島委員 
今の関連でよろしいでしょうか。藤倉委員がおっしゃってるのは、おそらく財政推計とかそうい

うものが出ていない中で、これだけの事業をやっていくのは、どのような形で進めていくのかとい

うご議論だと思いますが、ある程度財政推計を持った中で、この事業は記載されているという理解

で良いのかなと私は思っていますが、その辺はどうでしょうか。事務局としては。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

両委員からご意見ありがとうございます。 
財政的裏付けにつきましては、3ヵ年の推計等も進めながら、その中で判断をしていくことにな

ろうかとは思ってございます。ただともすると、これまでは、お金の議論が前面に出てしまったと

ころが一つ反省点とは思ってございます。ですので、重点戦略に位置付けのあるものについては、

今後、おそらく取捨選択が必要になってくるかとは思いますが、重点戦略にあるものは、優先度を

高めてチョイスをして選択をしていきたいと思っております。 
それによって、特に市税の収入も結果としては、コロナ禍でそれほど悪くはならなかったという

ところもございますので、ただ先行きどうなるかというのは、ウクライナとか様々な変動要素がご

ざいますので、しっかり優先度を定めた上で、しっかりとした推計の基、上のものからやっていく

というような考え方をしっかり持つことが大事かなと思ってございます。ですので、おっしゃるよ

うに、ご心配をいただいているように、すべてができるかどうかというのは、現段階では何とも言

えないというのが正直なところです。推計もかなり流動性が高いといいますか、確証の高いものは

なかなか作りづらいというのがこれまでの経験上ございますので、まずこの実施計画の中で、優先

度をしっかりと定めていく。絶対やらなければいけないこと、後回しにしなければいけないことを

しっかりと判断をして、上のものからというようなそのスタンスをしっかり定めたいなと思ってご

ざいます。以上です。 

 
〇水島委員 

よろしいですか。そうすると、事務事業リストのご説明がないということですが、これの上から

順番に優先度が高いという理解でよろしいでしょうか。 
例えば政策目標ごとに載っていますね、1から 8までですか。それに丸がついていて、これは重

要度が高いのだという理解が一つあって、その中でもこの表の上から優先度が高いものですよとい

う理解をしたらよろしいのかなと思うのですが、それはどうなのでしょうか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

今回の資料については、政策目標ごとに分類した上で、必ずしも上が高いということではありま

せん。重点戦略を上に置くという考え方がございますが、あとは、組織順に並べたりもしておりま

すので、必ずしも上にあるもが優先度が高いという考え方は持ってございませんので、そこはまた

中では少し議論を重ねておりますが、少し流動的なところもございますので、この段階では今のご

説明のとおりでございます。 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。 
確認としては、事業リストの内、丸がついているものは、あくまで重点というだけであって、予

算等も一応確認はしていますが、その中でもこれらを大事にしましょうという扱いであるというぐ

らいであるということでよろしいですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 
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おっしゃるとおりでございます。 

 
〇池辺職務代理者 

そういうことですので、もし委員の皆さんもこちらをご覧になった上で、このリストの中の例え

ばこの項目を重点にした方が良いであろうとか、こちらは下げても良いのではないかとか、そうい

うご意見もあったらいただければと思いますので、そういったレベルでのご意見もありましたら、

お願いいたします。 
その他何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。順番に中村委員からお願いいたします。 

 
〇中村委員 

ありがとうございます。中村でございます。第 1回目を欠席したものですから、少しキャッチア

ップできてないところもあるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。2点、お話をさ

せていただきたいと思います。 
1 点目は、今の主要事務事業リストの関係になりますが、開いていきますと 10ページの「政策目

標 6 安全で安心して暮らせる、強くしなやかなまち」といったところなどは、重点戦略の列に丸

がなかったりしていますよね。一方で、9つの重点戦略の柱には、当然「災害に備えて強靱化を進

めましょう」みたいな柱もあったりするわけですので、政策目標で掲げているのに、重点がない、

丸が何もつかないものばかりが並ぶというのは、枝ぶりとしてはいかがかなというのもありますの

で、そこはまとめるまでの間に、しっかりチェックをしていただけたらなと思ってございます。こ

れが 1点目でございます。 
それから 2点目は、資料 2 で、コロナの影響を受けてという整理をされておられます。書いてあ

るとおりだとは思うのですが、感想みたいな話になりますが、コロナがあれだけひどい状態になっ

て、今、若干揺り戻しというか戻りつつありますが、住まいの周辺で過ごす時間が増えたことを通

じて、改めて茅ヶ崎の身の周りの良さ、環境の良さに気づくといったこともあったかと思います

し、一方で、ここは物足りないな、もう少し何とかしなければいけないなといったことを気づく機

会にはなったのではないかなと思います。 
そういう市民が感じられた様々な茅ヶ崎で伸ばすべきこと、或いは直すべきこと、そういったこ

とをしっかりと汲み上げて、これからのまちづくりにつなげていくのが大事なことかと思います。 

最初に報告がございました市民意識調査の中で、まちづくりの参加とかコミュニティの参加みた

いなものの満足度が下がって、その辺りは重要度のランキングの下位の方に入っているということ

で、市民が参加したり話し合ったりするようなところが、茅ヶ崎の市民意識調査を見ると低調なの

かなという心配もございますので、これから事務事業のリストアップをされたり、或いは実際それ

を進めていくことを考えていく中で、ぜひ市民がこの 2年間で感じたことをしっかりと共有し合っ

てまちづくりにつなげていくという、そういう取り組みを入れていくような形で、盛り込んでいく

形をぜひとっていただきたいなと。これは要望のような感想のようなことでございます。以上 2 点

でございます。 

 

（丸山委員退席） 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。 
1 点目が、安心安全関連のところで、重点に丸がないというご指摘と 2 点目がコロナ関連のとこ

ろを踏まえた上で、市民参加の満足度が少し下がり気味のところが心配であるといった辺りのコメ

ントをいただいたという形です。 
特に 1点目に関しては、安心安全関連のところですね。こちらはこの後、重点施策としての設定

などはいかがな感じでしょうか。 
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〇事務局（脇領課長補佐） 

ご意見ありがとうございます。 
資料 4の作りが大変見づらかったかもしれませんが、実は、政策目標 6が 9ページから始まって

おりまして、ヘッダーが全て同じなので、少しわかりづらかったのですが、政策目標 6にも重点戦

略の丸はついていて、9ページから始まっております。まずそれが 1点目でございます。 
後段のご感想というようなご意見でいただきました点については、おっしゃるとおり、コロナ禍

を経ましてマイクロツーリズムではないですが、市民の皆さまも市内を散策されるとか、普段行っ

ていない北部地域の里山を散歩してみようかとか、そのような動きがあるということも聞いてござ

います。そういったところを受けると、例えば道路などのインフラ部門の庁内の職員の中にも、し

っかりきれいなまちというか、本当に当たり前のことですが、道路の維持管理をしっかりしておく

とか、そういったことができていないと、だんだんとそっぽを向かれてしまうのではないかという

危機意識も持ってるところでございます。なので、そういったところも当たり前のことは当たり前

にやるということで、目立たないところではございますが、しっかりと取り組んでいかなければい

けないのかなと思ってございます。 
それから、まちづくりへ参加する機会のランクがかなり下がっているというところもございま

す。 
実際にまちぢから協議会というところの市民集会みたいなものも、なかなか開けなくて、市にご

意見をお寄せいただく機会が少なくなってしまっているのは、おそらく事実だと思います。 
今回、先ほどご報告したようなオープンハウスみたいな形も考えながら、やってきているところ

でございますので、社会の状況を見ながら、しっかり市民の皆さまの声を聞く機会を設けていきた

いなと思ってございます。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。 
関連する内容ですが、特に安全安心関連に関しては、4月までに国土強靱化の地域計画は、今、

庁内で立てられているフェーズでしたか。そちらに関しては、何らかのこの会議体への情報提供

は、今後出る予定はございますか。 

 

〇事務局（中山主幹） 
事務局よりお答えいたします。 
国土強靱化地域計画につきまして、第 1回の会議の中で、取り組みはこの実施計画 2025 の策定と

あわせて、企画経営課で取りまとめをさせていただいてるというご報告をさせていただきました。 
現在、庁内でこの施策を取りまとめていく中で情報を得まして、先ほどのご説明の中にもある実

施計画の重点戦略の中に大きく一つ強靱化の取り組みといった形を柱で位置付けながら、そこを構

成する施策というのを取りまとめているところでございます。 
このタイミングで申し訳ございませんが、施策事業の整理が十分でなかったものですから、次

回、実施計画の素案と同時期に同じ情報を市民の皆さまからいただいた意見も強靱化という観点か

ら捉えた整理として、ご報告させていただければと思います。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 
ありがとうございます。それでは、次に松葉口委員ですね。ご質問あったかと思いますのでお願い

いたします。 

 
〇松葉口委員 

よろしくお願いいたします。 
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2 点ありますが、1点目は、非常にダイレクトな質問なのですが、資料 4の主要事務事業リストに

ついてですが、これの 7ページ、政策目標 4が入っていますが、そこで丸のついてないものの一番

上で、下から 3番目のところで、平和構築のことが男女共同参画課として入っていますが、少し違

和感があって、茅ヶ崎市としては、平和構築は男女共同参画課になるのですね、逆にいうと、男女

共同参画についてのことは特に入ってないですよね。 
市民調査によれば、それが前回と比較すると高くなったから、入れる必要がないというご判断だ

ったのかもしれないですが、この関連に違和感があったので、もしおわかりになれば教えていただ

きたい。 

もう 1点は、これも質問といえば質問なのですが、この主要事務事業リスト自体は、最初にご説

明がありました市民調査のアンケート結果で、例えば 47 ページに「重要度の散布図」があります

が、これの優先度の高い項目というのと照合して、それと整合性があると考えてよろしいのでしょ

うか。そうだとすると、これの優先度的には、例えば優先度の高い項目よりもちょっと下のところ

の「Ⅲ 状況に応じて取り組む項目」に、男女平等というのが、ぎりぎりの線のところ入っている

のですが、これとさっきの平和構築とどうつながるのかがよくわからなかったので教えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
〇池辺職務代理者 

事務局お願いいたします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ご質問ありがとうございます。 
平和行政のところですが、おっしゃるようにやや違和感を覚えられるところかと思いますが、本

市の事務の分担を決める事務分掌上、10年ぐらい前に今の男女共同参画課になったのですが、その

際に、平和行政も男女共同参画課に入れてございます。ただ看板をどうするかというところで、お

っしゃるように男女共同参画課が平和行政を想起させないところがございまして、いろいろ 10 数年

前に検討した経緯がありますが、事務分担的には平和行政は男女共同参画が担うことになってござ

います。 
それから、おっしゃるようにジェンダー平等といいますか、直接的な事業がこの事務事業リスト

の一覧のリストの中にないというのは事実でございます。 
松葉口先生も審議会の会長として今、男女共同参画プランの改定も行われていると思いますの

で、男女共同参画課とも少しすり合わせをしながらですが、このジェンダー平等に向けた取り組み

という直結する事務事業がなかなか立てづらくて、企画経営課においても、例えばこの総合計画審

議会を始め、審議会の女性の比率を 5対 5 にしましょうというような、そういう投げかけを各審議

会にさせていただくなど、そういう取り組みは継続的な取り組みとして行っているところでござい

ます。ただ政策的にプッシュするというようなところが、今少し足りてないところがございますの

で、継続的なものは、継続的に横串を刺すような取り組みをしつつ、この男女共同参画プランの中

身の状況も見ながら、今後、男女共同参画課とも議論を重ねていきたいなと思ってございます。 
以上です。 

 
〇松葉口委員 

ありがとうございます。 
平和もいいですが、政策目標 4の中で、生涯学習の内容としてそういうものを入れるであると

か、入れなかったとしても、むしろ保育などは、重点項目の方にいろいろ入っています。保育サー

ビスの充実であるとか、その辺と関わってくると思いますので、またいろいろとすり合わせをさせ

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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〇池辺職務代理者   
ご意見ありがとうございます。 
それでは、湯浅委員、ご意見お願いいたします。 

 
〇湯浅委員 

ありがとうございます。 
この市総合計画審議会というのは初めてなので、今後の進行にも関わるところもあるので、教え

ていただきたいと思います。先ほどの重点戦略の話で、予算の関係上実現できるものとできないも

のがあるというお話でしたが、伺っていて実現できる・できないということの最終的な判断は、ど

の時点で下されるのかということです。 
この実施計画を煮詰めていく段階で、今後の議論として、重点戦略を入れ替えも含めてもう少し

絞り込んでいって絞り込んだものについて、優先的にかなり高い確率で実現を目指していくという

位置付けにするのか、それとも比較的その重点戦略自体は広く取っておいて、実際にこれでこのま

ま計画が通れば、それぞれ担当職員が当然いらっしゃると思いますので、それぞれが努力される形

の中で、首尾よく実現できるものもあれば、もう少し時間が必要だったっていうものも出てくるの

かなとか、その辺りの何が実現に結びついて、何が最終的に重点戦略の中でも実現できないのかと

いう辺りの違いがどこで生じるのかなということについて、一つ教えていただければと思います。

以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

ご質問ありがとうございます。今の件に関しまして、事務局いかがでしょうか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございます。 
湯浅委員おっしゃられたところでいいますと、後者の重点戦略としては、幅広に捉えておきたい

なというところがございます。捉えた上で、もちろん財源というお話もありますし、あとは大分職

員も絞り込みをしていますので、担う職員を手当できるかというところも実は問題としてございま

す。そこを踏まえて、各年度、今は来年度の予算編成等も始まってございますが、これは 3ヵ年の

計画ですので、3年間見通しながら、年度ごとにどう拾っていくかというところで考えていきたい

ので、あまりこの計画としてぐっと絞ってしまうよりは、広く取りつつ手当を考えていくのかなと

思ってございます。 
結果として、この計画として位置付けはあったものの、手が回らなかったものが出てしまうとい

うのは、最後の振り返りの中で、評価していくのかなと思ってございます。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

基本的には、パブコメまでの 12 月時点のところで、重点戦略のところはなるべく幅広く捉えた上

で、何となくその重みづけだけで対応していくというところと、行政評価の単年度もしくは中間評

価で対応していきたいという考えでよろしいですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

そうですね。おっしゃるとおりで最終的に計画としては、パブリックコメント前までの素案とい

うところで、どの程度の幅を取るかというのは、一旦は決めさせていただいた上で、どこまで拾い

上げられるかというのは、各年度の予算編成とそのあとの評価の中でどう拾っていくかというとこ

ろを考えていきたいなと思っています。 
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〇池辺職務代理者 
わかりました。ありがとうございます。その他何かご意見はございますでしょうか。ご質問等も

含めまして、柴田委員お願いいたします。 

 
〇柴田委員 

主要事務事業リストの 7ページ目、スポーツ推進課のスポーツ次世代育成プログラムという項目

があると思いますが、中学校の部活動をできるだけその学校の顧問に頼らずに、地域に受け皿を広

げていきましょうという動きがあると地域の方から聞いたりもしているのですが、この実施計画の

この次世代育成プログラムの中にそういった部活動を地域に受け皿を広げていくという視点も加味

していただくことは可能なのでしょうか。 

 
〇池辺職務代理者 

ご質問ありがとうございます。 
部活動のアウトソーシングのスポーツ庁の案件と含めて、おそらく去年フィージビリティーを茅

ヶ崎でもやっていたかと思いますので、それらを含めてコメントをいただければと思います。 
事務局お願いいたします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございます。 
今ご指摘いただきましたスポーツ次世代育成プログラムについては、様々なプロアスリートの力

もお借りしながら、次世代にスポーツに親しんでもらう機会をしっかり作っていこうという取り組

みでございます。一方で、今ご指摘いただきました、部活動の地域移行というところが、まさに文

科省配下のスポーツ庁と文化庁で、6月・7月頃にそれぞれ国の有識者会議の中で方向性が示された

ところでございます。そのため、現在進行形でその議論が始まっているところで、先の 9月の市議

会定例会でもかなりの議員からご質問を受けているところですので、かなりのホットスポットであ

りますが、現段階のこの育成プログラムは、有識者会議の報告が出る前に企画立案したものになり

ますので、直接的にはまだ入っていない状況でございます。 
ただ地域移行となりますと、教育委員会だけではなく、市長部局側のスポーツ推進課や文化生涯

学習課も巻き込んだ議論が必要になってくるところでございます。 

特に中学校教員の皆さまの働き方がかなり過酷だというところもございますので、喫緊の課題と

は捉えております。国の動向も踏まえながら、今まさに庁内で議論を始めてるところでございます

ので、そういった現在進行形のものについては、その議論も踏まえて、ここの計画の中に織り込め

るのか、追加で来年度以降飛び込んでくるのかというところは柔軟に判断をしていきたいなと思っ

てございます。以上です。 

 

〇池辺職務代理者 
その去年動いてた部活動のアウトソーシングの取り組みで、何か知見として取りまとめなど庁内

でされていたものがございましたか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

今、池辺先生から言われまして、昨年度来、地域の野球クラブが経済産業省の補助金を得て、文

教大学などと連携しながら調査研究をされた経過がございます。 
それは、経産省にクラブが報告書を出したところで一旦完結したところでございます。 

それが一つのきっかけにはなると思いますので、一旦それで完結はしたのかなと思ってございます

が、引き続きそのリソースも生かしながら、次の検討に生かしていきたいなと思ってございます。 
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〇池辺職務代理者 

ありがとうございます。よろしいですかね。 
その他何か委員の皆さまよりご意見ご質問等はございますでしょうか。亀井委員お願いいたしま

す。 

 
〇亀井委員 

重点戦略に 3 つの方向性があり、その一つとして『人々が交流し、にぎわいがある「活力あふれ

る」まちづくり』にいろいろ関係しますが、主に関係するところが「地域経済が活性化する取り組

み」また「文化・スポーツ活動などを振興する取り組み」や「市民や地域の活動を振興する取り組

み」が関わってくると理解をしています。その中で例えば、地域経済が活性化する取り組みについ

て、この真ん中にある赤い項目、どのように地域経済が活性化する取り組みとしての施策を、具体

的に書かれているのが、道の駅ですとか茅ヶ崎海岸グランドプラン、また市役所前広場、社会の潮

流を踏まえた新たな事業者支援、企業移転・サテライトオフィス、ふるさと納税とかありますが、

こういうことを実施していきたいということなのだろうと思っていますが、大まかにそういう感じ

でよろしいでしょうか。 

 
〇池辺職務代理者 

事務局よりコメントお願いいたします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 
重点戦略として今、具体的に取り組むこととしては、列挙いただいたところかなと思っておりま

す。これから当然ながら経済界の皆さまとも議論を重ねていかなければいけないなと思っていま

す。 

社会潮流を踏まえた新たな事業者支援というところでいいますと、コロナ禍で、例えば自転車

で出前するビジネスとか、2 年前には考えられなかったようなことですとか、或いは、なかなか出

歩けない中で eコマースが進むなど、商いの仕方が大分変わってきてるところもございますの

で、その辺をどう捉えるのか。ただ、経済部門もコロナ禍で、事業者とお話もできていないとこ

ろもございますので、まずその辺をしっかりくみ取りしながら、どういうことができるのかとい

うところを考えていかなければいけないかなと考えてございます。以上です。 

 
〇亀井委員 

具体的なところとして道の駅やグランドプランがありますが、この「地域経済が活性化する取り

組み」の中に「民間活力の活用などの手法を通して、さらなる有効活用を図り云々」とあります。 
前回も申し上げましたが、どうしたら、にぎわいまた活力あふれるまちづくりになるか、大変重

要なポイントとして、地域経済循環、地域でいかに経済をまわしていくのかということ。しっかり

稼いだものが、外に流出しないようなことを考えていかなければいけないわけでありまして、例え

ば、グランドプランですとか道の駅ですとか、他にもいろいろとあろうかと思いますが、そういう

ところに、茅ヶ崎の資本ではない中央の資本が来てしまって、そこで稼いだものが市外にどんどん

流出してしまうと、これは市内の地域活性化に反することでありますので、ぜひ地域地域経済循環

を重点に、キーワードとして入れていただけたらなと思っています。その点についていかがでしょ

うか。 

 
〇池辺職務代理者 

事務局、お願いいたします。 



22 

 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ご指摘いただいてるとおりかなと思ってございます。 
コロナ禍の中で、プレミアム商品券ですとかコロナ禍での支援策も、いかに地域でお金を回すか

というところが、内部の議論でもかなりメインのテーマになりました。外に流れてしまうのがよろ

しくないだろうというところがございましたので、その視点も踏まえて引き続き検討していきたい

なと思ってございます。以上です。 

 
〇亀井委員 

特にまた PPP・PFIという手法がこれからも多く取り入れられますので、私も今、日本商工会議所

のまちづくりの委員長を務めておりまして、全国で PPP・PFI が、地域のいかに活性化につながるか

というところが重点だということで、商工会議所を上げて取り組んでおります。 
次の質問ですが『将来も笑顔で暮らせる「持続可能な」まちづくり』で「人をひき引きつける定

住促進の取り組み」とあります。その中の説明で「活力あふれる、持続可能なまちづくりを推進す

るため、茅ヶ崎が持つ、人をひきつける風土や文化を効果的に活用・発信し、移住定住を推進しま

す。」とあります。 

多くの人が茅ヶ崎を選んで移住をしてきています。さらにそれが定住につながる。もちろん風土

や文化というのも大切だと思いますし、それにプラスしてやはり地域の魅力というのは、そこに地

域らしさの個性を持った商店ですとか飲食店ですとかその地元資本の個店がある。これが非常に大

きなポイントだろうと思っています。茅ヶ崎は、そういう点では非常にそのような魅力的な個店、

その個店を経営する・運営する、移住をしてきて、自分のライフスタイル、考えるライフスタイル

をそこで実現をする。いろいろな商売をする。それが茅ヶ崎の魅力なのだろうと思っています。そ

ういう意味では、ここに風土や文化にプラス、そういう事業者に関しての経済的なものも加えてい

ただけたらと思います。 
さらにもう一つ、茅ヶ崎に足りないといいますか、茅ヶ崎の大きな欠点と思っていますのが、茅

ケ崎駅周辺の環境です。道路を含んだ環境。人よりも車やバスが優先される環境というのは、これ

は先進国の中でありえない、海外からお客さんが来ますとびっくりされます。日本の国も遅ればせ

ながら、今、国交省がウォーカブルなまちづくりという看板を挙げて進めています。「安心安全で

歩ける空間づくり」そこに、地域の魅力を持った個店、飲食店、また商店がある。これが、目指す

べきところであろうと思っていますし、その辺りのことをぜひどこかに記載、これは前回もお願い

をしたのですが、安心安全な空間というと主要事務事業リストを見るとハードのところしか書いて

なくて、道路も今はお金をかけなくても、いろいろな安心安全な空間づくりはできると思っており

ますので、ぜひその辺の目指すところ、国交省も日本全国いろいろと進めておりますので、ぜひわ

かりやすいウォーカブルなまちづくり、そんなキーワードも入れていただけたらと思います。その

点はいかがでしょうか。 

 
〇池辺職務代理者 

いくつかキーワードの提案いただきました。事務局はいかがでしょう。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ご意見ありがとうございます。 
先ほどご報告したオープンハウスのご意見にも、やはり「ナショナルブランドだけのお店になる

まちは嫌だな」というご意見もいただいてございます。 
おっしゃるように、個性的なお店がたくさんあるところが、我がまちの魅力でもあると思います

ので、その辺をうまく強調できるように考えさせていただきたいというところと、まちづくりとい

う点で、ウォーカブルについては、前回の会議で亀井委員からもご意見をいただいておりますの
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で、都市部や関係部局とも話をしながらここまでは至ってございます。なかなかどういう形がいい

のかというところにまだ行き着いておりませんが、引き続き議論を重ねていきたいなと思ってござ

います。以上です。 

 
〇亀井委員 

ありがとうございます。 
大変重要なところだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。この真ん中に赤く幾つ

か挙がっていますが、その中に地域経済が活性化する取り組みの中で、先ほど申し上げた幾つかが

あります。それに市役所前広場云々と書いてありますし、道の駅も茅ヶ崎海岸グランドプランもあ

りますが、それよりもより重点的といいますか駅周辺のにぎわいづくり、これは茅ヶ崎のまちの顔

にもなり茅ヶ崎の魅力にもなりますので、ぜひとも、茅ケ崎駅周辺のにぎわいづくり、その根底と

なるのはウォーカブルな安心安全な空間づくり、これをぜひご検討いただきたく、お願いを再度申

し上げます。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

ご意見ありがとうございます。 

政策目標 7辺りに、駅に関する記載も少しございますので、その辺りにでも何かキーワードとし

て追加で埋め込めないかも含めた辺りでご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 
それでは、その他ご意見としてはいかがでしょうか。吉田委員はご意見いただいていないです

が、いかがですか。何かございますか。 

 
〇𠮷田委員 

重点戦略を何回か読み直してみたのですが、私は牛を飼っていて農業政策というものを市役所は

どう考えてるのかというのをすごく感じます。 
これから先、世界中で天候が不順で、本当に納豆やお味噌になる原料の大豆も日本にはおそらく

入ってこなくなると思います。 
それで昨日、世界ワールドニュースを見ていたのですが、日本は農産物が本当に馬鹿みたいに安

いです。アメリカのミネソタ州では、卵が 10 個入りで 550 円だそうです。牛乳は 2リットルで

1,000 円だそうです。牛乳は、日本が一番世界中でどこよりも安いです。 

そういうことを考えると、持続可能なまちづくりというのも確かにすごく大事なことですが、も

っと、ひしひしと農業政策は、来年のことさえ国でもわからないと思います。はっきり言って、北

海道で牛乳がたくさんあるから、そんなに地方では絞らなくてもいいんだよっていう話が出ている

メーカーもあります。でもいざ災害が起こった時に、北海道から牛乳をどうやって運ぶのかってい

う話なのです。 
そういった点で、重点戦略を見ていて確かにすばらしい案だなとは思うのですが、これから先の

茅ヶ崎も本当に農業用地は限られているのですが、その中でも何かあったときに、すぐ茅ヶ崎で対

応できるような農業政策というものを皆さんもう少し考えた方が良いのではないかなとつくづく思

いました。 

私自身もコロナもありますし、ロシアのこともありますし、いろいろ資源、そういう牧草にして

みてもトウモロコシにしても、あと化学肥料の原料となるリン酸とかカリとかも、全然入ってこな

いわけです。肥料も前年から比べると倍になってます。ということは、野菜も皆さんはすぐに食べ

られると思っているらしいですが、それだけのコストがかかってしまうと農家は、それをどこで縮

めるのかというのが非常に問題になっています。 
茅ヶ崎の農家数もどんどん減っていまして、若い世代が農業を営んでいるというのは、30 代の方

だと、2人か 3人です。40 代が 5、6人です。あとは、70代 80 代の方が、自分のところにある農地
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を細々とやっているような状況です。 

神奈川県全体としてみれば、他所の市から比べると茅ヶ崎は本当に農地が少ないです。ですか

ら、先を見据えた考え方も必要ではないのかなと思います。 
災害が起こった時に、おそらく日本には世界から食糧が入ってきません。それは 100％言えま

す。もう中国でも出さないっていう、アメリカでも出さないとなったら日本人はどうするのですか

という話です。今、自給率 38％ですよ。それを 40％にしましょうと国からの素案が出ていますが、

年々農業を辞めて農業に携わる人が少ないのに、日本人が食べる食物はどうするのですかというこ

となのです。 
だから、こういう重点戦略を見ていても寂しい気がするし、怖い気もします。市民の方がどのよ

うに捉えているのか、お金を出せば買えるものだと、まだコンビニへ行ってもスーパーに行っても

お金を出せば物を買えます。買えますが、世界中がもし日本にはストップですよって言ったとき

に、日本はどうなってしまうのか。戦時中みたいに、物々交換みたいな感じに多分なると思いま

す。そういったときに、昔の日本人は、隣近所でつき合いもあったし、一つのものを皆で少しずつ

分けましょうというような考え方がありましたが、今はそうではありません。人を蹴落としてでも

1点でも多くとって良い大学に入ろう、良い高校に入ろうとそういう教育をしてきたから、周りの

人のことを考えるとかそういう考えがないですよ、はっきり言って。 
だからそういったときに、何かが起こったときに、我々日本人はどうするのかなって、まして都

会に住んでいらして、私は北部で田舎に住んでいますが、この茅ヶ崎のまちの人が、隣近所の例え

ばマンションの隣の人とおつき合いがなくて、何かあったときに声をかけられるのかどうか。 
「うちに少し水があるから水を分けてあげるよ」とか、そういったことができるようなまちづくり

といったらおかしいですが、そういったこともしていかないと困るのではないかなっていうのはあ

ります。 
まだうちの方は田舎なので隣近所で「野菜が多く取れたから、分けるよ」といって分けたりする

こともできますが、やはりまち場ではそういうことがないので、その時に、確かにこういう重点戦

略も良いですが、何かあったときに将来を見据えてどうするのかなというのがすごく心配です。 
自分のことを言って申し訳なかったですが、何かもう少し人と人のつき合いとか、あとは自分が

食べる食べ物とか、そういうことをもう少し全体的に考えて欲しいなというのはあります。 
物がなくなったら、人の分まで取って、人を殺してでも取ってという今は怖い世の中です。だか

らそういったことにならないように、少しでもみんなが考えられたらいいなと思っていますが、こ

の実施計画案というのはすごくすばらしいと思います。いろいろな意味で。ただ、農業のことは外

れているので、寂しいなという気はします。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

ご指摘ありがとうございます。 
農業関連施策の項目が少し薄いので心配である点とそれから地域コミュニティや共助の考え方で

すとかそういったところに対するご懸念というところで承りたいと思います。事務局はそういった

面に関して何かいかがでしょうか。 

 
〇事務局（岩井課長） 

ご意見ありがとうございます。 
今ご意見のあったとおり、非常時を踏まえて、その自給率をどうやって確保していくかというの

は国レベルの話でありながら、茅ヶ崎市としても考えていかなければいけないところで、これまで

も普段からしっかり茅ヶ崎市で作られたものを茅ヶ崎市の中でいただく、消費していく取り組みを

進めてきたところでございますが、そういったものの継続をしっかりやっていくことが一つあるか

なと思っています。 
一方で、その供給していただく農家の話で、今、お話があった高齢化の話ですとか、後継者の不
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足という話を市としても捉えているところでございます。 
ここには書ききれていませんが、今現在、検討してる中では、「人・農地プラン」という形で、

遊休地等が生じないように、農地と人をつなげていくようなことをこれからしっかりやっていかな

ければいけないというところで、今後については、現在、組織的にも農業水産課と農業委員会があ

りますが、そういったところが一体化しながら、そういった取り組みを進めていきたいということ

で、検討してるところでございます。 
実施計画上の記載というか中身については、今日いただいたご意見も踏まえながら、引き続き検

討して参りたいと考えております。 

 
〇𠮷田委員 

ありがとうございました。 

 
〇松葉口委員 

それに関連してよろしいですか。松葉口でございます。 
先ほど私は、男女共同参画のお役目で発言させていただきましたが、今の𠮷田委員のお話は、と

ても重要だと思っていて、茅ヶ崎市の良いところは、オープンハウスのところでコメントが書いて

ありましたが、地産地消の「地」が茅ヶ崎の「茅」だったりするわけです。これはすごく面白いな

と思ったのですが、例えば、重点施策に道の駅なども入っていますので、そういう道の駅にフレー

ズとして、地産地消の茅ヶ崎を使った茅産茅消が入っていないので入れたり、地元、農業の支援み

たいなフレーズを入れたりとか、何かちょこちょこっと工夫をすることで、意識化を高めていくこ

ともできるのではないかと思います。 

それから、学校給食です。これも重点施策になっていますが、給食に地産地消のものを取り入れ

るであるとか、それから子どもたちにその農業体験をさせたりとかできると思います。 
それから、都会は市民参加が、農業と一緒につながって若い人たちがむしろ農回帰というのでし

ょうか、農業に回帰していくといいますか、産業化が進んでいく中で、特にこのコロナ禍の中で、

農的な生活に憧れを見い出しているような人達もいらっしゃいますから、茅ヶ崎はこれでワーケー

ションみたいなことでも広がっていくでしょうし、何か市民活動とつなげていくような、市民農園

とかありますか。それはよくわからないですが、休耕地などをそういうものに展開して利用してい

くであるとか、これは茅ヶ崎だけの話ではなく、日本全体が農業をしっかりとその地域で守ってい

くことは、とてもこれから重要なことだと思います。 
温暖化対策や地球環境とか気候危機対策としてでも非常に重要だと思いますので、ぜひいろいろ

と検討していただければと思いました。余計なこと言いまして失礼いたします。 

 
〇池辺職務代理者 

貴重なご意見をありがとうございます。 
次回の内容をまとめる際の参考にしていただくという取り扱いにさせていただければと思います

ので、そういった取り扱いということで、よろしくお願いいたします。 
その他何か皆さまからご質問・ご意見いかがでしょうか。ございますか。 
最後に私から、情報関連で最近は、リミットが定まっている通達系がいろいろと出ておるかと思

いますが、昨今でいえば、先日ニュースがあったマイナンバー周りの対応もそうですし、あとは行

政周りであれば、ガバメントクラウドの整備が 2025 年までにというところもあったと思いますし、

そういう情報システム系は、最近期限が切られているような施策類がかなり国から出てきておるか

と思います。 

それが今回この中では、最後の行政運営のところに関連する内容にはなるかとは思いますが、そ

れ以外に関してはご検討とかいかがでしょうか。 
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〇事務局（脇領課長補佐） 
ありがとうございます。 
おっしゃるように、国がかなり頻繁にデジタル化といいますか、或いはシステムの標準化ですと

か、かなり主導的に国からいろいろと期限を切られたものがきておりますので、その事務があるな

というところは、担当のデジタル推進課等も議論をさせていただいております。ですので、このリ

ストから水面下に落ちていますが、かなりそこに、職員のエネルギーを使わなければいけないなと

いうところは議論を重ねているところでございます。 
その辺が内部管理的なところが強くて、市民の皆さまにうまく見える化できる「もう役所に来な

くてもよくなったね」と一足飛びにはなかなか行かないものなので、そのデジタル化の利便性が上

手く計画上に見せられると市民の皆さまにしっかり伝えられるかなと思っています。なかなか今の

ところ内部上の話が多くて目立たないのかなということころでここからは落ちてしまいますが、か

なりタイトにやらなければいけないのかなというこの 3年間であるという認識は持ってございま

す。以上です。 

 
〇池辺職務代理者 

わかりました。ありがとうございます。 
その他皆さま特にご意見はございませんか。 
それではこの議題 1に関しては、以上とさせていただければと思います。 
議題はこれで以上となりますが、その他について、皆さまの方から何かその他のご意見・ご質問

等はございますでしょうか。よろしいですか。事務局からは何かございますか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

本日はありがとうございました。 
次回ですが、先ほど資料 5 のスケジュールでもお見せしておりますが、予定としては年明けごろ

までに素案を整えたいと思っておりますので、その段階で第 3 回の審議会を開催させていただきま

して、最終素案のご説明の機会を設けさせていただきたいと思ってございます。詳細の日程につき

ましては、また改めてご連絡を取らせていただきまして調整させていただきますので、よろしくお

願いいたします。事務局からは以上でございます。 

 
〇池辺職務代理者 

予定等のご説明ありがとうございます。 
それでは以上で本日の議題は終了ということで、それでは議事を事務局に戻させていただきま

す。 

 
〇𠮷田委員 

すみません。よろしいですか。 
このスケジュールを見ると、第 1 回目の時もそうでしたが、12 月に 3 回目をやるとスケジュール

表にも載っていますが、今事務局が年明けと言われたので、これは 12月にはなくて、年明けにやる

ということですね。どうなのでしょう。 

 
〇池辺職務代理者 

事務局お願いします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

第 1回目の時等は、もしかしたら 12月というお知らせを差し上げていたかもしれないですが、今
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月末に市長選挙も予定されておりまして、ひと月動けないところもございますので、そこを踏まえ

まして、選挙後の市長との調整も必要になってくるところから逆算しますと、年内は難しいかなと

今は思ってございます。ですので年明けにいくつか候補を出させていただいて、調整させていただ

ければなと思ってございます。 

 

〇𠮷田委員 
わかりました。ありがとうございます。 

 
〇池辺職務代理者 

資料上には年末になっておりますが、年明けという認識で皆さまよろしくお願いいたします。 
年明け 3 回目という予定となっておりますのでよろしくお願いします。 
それでは、議事を事務局に戻したいと思います。 

 
〇事務局（岩井課長） 

本日は大変有意義なご議論をいただきましてありがとうございました。 
今後とも皆さまのご意見を踏まえて庁内で検討し、次回また審議会で素案としてご意見をいただい

て、固めて参りたいと考えております。 
本日は誠にありがとうございました。 
 


