
1 

 

令和4年度第３回茅ヶ崎市総合計画審議会会議録  
 

 

 

 

議題 【議題】 

（１）茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について 

（２）茅ヶ崎市実施計画 2025 素案について 

【報告】 

（１）茅ヶ崎市国土強靱化地域計画素案について 

日時 令和５年１月 23 日（月） 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎6階 理事者控室 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

牛山会⾧、池辺副会⾧、赤坂委員、亀井委員、興邊委員、豊田委員、 

水島委員、森谷委員、𠮷田委員 

（WEBからの出席委員） 

中村委員、松葉口委員 

（欠席委員） 

柴田委員、藤倉委員、丸山委員、湯浅委員 

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、 

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３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の運営について資料一式 

・資料 2 茅ヶ崎市実施計画 2025 素案 

・参考資料 1 茅ヶ崎市総合計画審議会委員名簿 

・参考資料 2 令和４年度第２回茅ヶ崎市総合計画審議会における 

委員からの主な意見 

・参考資料 3 茅ヶ崎市国土強靱化地域計画素案 

・委員提出資料 1 意見・質問（令和 4 年度第 3 回茅ヶ崎市総合計画審

議会） 

会議の公開非公開 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴者数 １人 
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〇事務局（岩井課長） 
皆さま、おはようございます。定刻でございますので、これより第 3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、当審議会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

私は企画経営課岩井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
ここからの事務局の説明につきましてはマイクの都合等もございまして、着座にて失礼させていた

だきます。 
本日は、柴田委員、藤倉委員、丸山委員、湯浅委員より欠席のご連絡をいただいております。な

お、中村委員、松葉口委員におかれましては、WEB からご出席をいただいております。中村委員、

松葉口委員、映像・音声ともに問題ございませんでしょうか。ありがとうございます。 

なお、WEB 会議の出席の場合、映像が送受信できなくなった場合でも、音声が伝わっている限

り、出席として取り扱いをさせていただき、音声が送受信できなくなった場合は、退席したものと

させていただきますので、ご承知おきいただければと思います。 
現在、会場での傍聴につきましてはいらっしゃいませんが、試験的に ZOOM ウェビナーを活用し、

WEB からの傍聴も可能となっておりますのでご承知おきください。 
それでは最初に、第 1回及び第 2 回の審議会を欠席され、本日が初めてのご出席となる委員をご

紹介させていただきます。 
学識経験を有するものとして、聖徳大学心理・福祉学部教授 豊田宗裕委員でございます。 

 
〇豊田委員 

よろしくお願いいたします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

また、今回新たに委員となられた方をご紹介させていただきます。 
市の区域内の公共的団体等の代表としまして、湘南地域連合議長 興邊義人委員でございます。 

 
〇興邊委員 

興邊でございます。よろしくお願いします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

それでは恐縮でございますが、それぞれ一言ごあいさつをいただければと思います。 
まず、豊田委員よりよろしくお願いします。 

 
〇豊田委員 

改めまして皆さんおはようございます。 
このところ、こちらの会議も選出していただきながら、なかなか出席ができなくて申し訳ござい

ませんでした。 
資料は拝見させていただいて、またこちらの会議で、ぜひ皆さんと有意義な議論ができればなと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 
〇事務局（岩井課長） 

続きまして、興邊委員よりお願いいたします。 

 
〇興邊委員 

着座にて失礼します。昨年の 12 月の定期総会におきまして、議長を拝命しました興邊と申しま
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す。よろしくお願いします。 
私の出身は藤沢市でございます。日本精工に勤めておりまして、主に風力発電用の軸受あるいは

高速鉄道用の軸受というものを藤沢の事業所では製造をしている会社でございます。 
湘南地域 80 の労働組合を抱えていまして、約 3万 3000 人の労働組合員を抱えています。 

本日を境に茅ヶ崎の総合計画審議会に参加させていただきますが、何分不慣れなところもありま

すが、皆さんのご意見を聞きながら、労働者の立場からしっかり参画させていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 
〇事務局（岩井課長） 

ありがとうございました。 
なお、本日の会議でございますが、11名の委員の皆さまにご出席をいただき、審議会規則第 5条

第 2項に規定する過半数を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、本日の資料の確認をさせていただきます。 

事前に配付させていただきました資料といたしまして、1 枚物の「次第」それからホチキス留め

をしてございます「茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について資料一式」右上に資料 1と書いてござ

います。 
それから資料 2といたしまして「茅ヶ崎市実施計画 2025 素案」。 
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」。 
参考資料 2といたしまして「令和 4年度第 2回茅ヶ崎市総合計画審議会における委員からの主な

意見」。 

それから、こちらは訂正をお願いしたいと思います。右上に「資料 3」と記載しております「茅

ヶ崎市国土強靱化地域計画素案」でございますが、右上のところを「参考資料 3」と申し訳ありま

せんが訂正をお願いいたします。改めまして参考資料 3「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画素案」。 
それから本日、藤倉委員から事前にメールにてご意見をいただいておりますので、そちらも資料

として机上配付をさせていただいております。資料の過不足等ございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。 
それでは、ここからの議事進行は牛山会長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 
〇牛山会長 

では、皆さんおはようございます。本日も大変お寒い中をお集まりいただき、ありがとうござい

ます。それでは、これから議事を進めていきますので、よろしくお願いいたします。 
では、まず議題の一番になりますが「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。よろしくお願いします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

議題 1「茅ヶ崎市総合計画審議会の運営について」説明をさせていただきます。資料 1をご覧い

ただければと思います。 
こちらにつきましては、この会議の運営のやり方につきまして、あらかじめお諮りするものでご

ざいます。新型コロナの発生状況に鑑みまして、書面での会議を可能とするよう会議の中でお諮り

するものでございます。 
こちらにつきましては、第 1回の会議で一度お諮りをしたものでございますが、現下の状況に鑑

みまして、その期限を 1年延長するというものでございます。条例改正等の書式に倣った形になっ

て大変見にくいものでございますが、4枚目をご覧いただければと思います。 
こちらは、第 1回 6月 2日の総計審で決定をさせていただきました書面会議の運営要綱でござい

ますが、そちらの附則のところで執行の日付を令和 5年 3月 31 日限りとなっておりましたものを 1

年延長して令和 6年 3月 31 日とするものでございます。 
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こちらにつきましては万が一、新型コロナの感染状況が急激にまた増えるという状況になった場

合、書面で審議ができることを可能にすることをあらかじめ会議の中でお諮りするというものでご

ざいます。 
先週、感染症法上の 2類から 5類にという議論があったと承知しておりますので、基本的には、

このように WEB 会議も駆使しながらお集まりいただいて、皆さんで議論していただくことが大事な

会議だと思っておりますので、書面の会議はなるべく避けたいと思っておりますが、万が一、2年

前のようなことが起きた場合には、そういったことも一応可能にしておくというご提案でございま

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 

ありがとうございました。 

ただいま事務局からこの会議の運営について、要綱の改正のお話がされましたが、委員の皆さま

から何かご質問・ご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 
新型コロナが流行ってきていることもあり、このような要綱改正をということでございます。よ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、議題 1については了承したということで、続きまして本日の問題かと思いますが、議

題の 2番「茅ヶ崎市実施計画 2025 素案について」事務局よりご説明をお願いいたします。よろしく

お願いします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

続きまして議題の 2でございます。資料につきましては、資料 2の「茅ヶ崎市実施計画 2025 素

案」をご覧いただければと思います。 
こちらの中身について、簡単に概略説明をさせていただければと思います。本議題につきまして

は、資料 2にございます実施計画 2025 を策定するにあたりまして、その素案についてご協議をいた

だくものでございます。 
表紙からもう 1枚おめくりいただきまして 1ページをご覧いただければと思います。1ページか

らの「第 1章 目指すまちづくり」でございますが、こちらにつきましては、将来の都市像など、

2020 年に市議会の議決により決定いたしました総合計画の主要部分をおさらいしているものでござ

います。すでにお手元に総合計画の冊子等をお配りしているかと思いますが、その内容の概略を記

述したものでございます。 
続きまして第 2章、少しページが飛びまして、7ページをご覧いただければと思います。「実施

計画の基本方針」というところでございます。 
こちらにつきましては、実施計画策定にあたっての基本的な方針を示しておりまして、その大部

分につきましては、第 1回の審議会でお示しをしました策定の進め方等を踏襲させていただいてお

ります。 

具体的には、8ページ以降でございますが、この実施計画策定の目的、計画の位置付けとして総

合計画のアクションプランとして策定すること。また 9ページでございますが、計画期間について

は、令和 5年度から令和 7 年度の 3年間とすること。それから 10 ページですが、計画対象とする事

務事業については、絞らせていただいていること。それから 11ページでは財政見通しの整合を図り

ながら毎年度、事業編成を検討すること。そして 12ページですが、計画の進行管理として毎年度の

進捗管理と、実施計画策定に向けた評価を行っていくというようなところを記載させていただいて

おります。最後の進行管理にあたっては、本審議会からも外部の目線で今後、ご意見をいただきな

がら評価を行って参りたいと考えております。 

続きまして 13 ページでございます。第 3章では、「現状と課題」の洗い出しをさせていただいて

おります。14ページ、15ページにかけましては、コロナ禍による変化と課題といった部分を整理さ

せていただいておりまして、新型感染症の脅威ですとか、人の交流の抑制、孤立・孤独の深刻化、
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転入先として茅ヶ崎が選ばれる傾向にあること。働き方の多様化といった変化から課題の分析をさ

せていただいております。それから 16ページにいきますと昨年度、市民意識調査を実施しておりま

すので、そちらの分析を記述させていただいております。 
ページが少し飛びまして、21 ページをご覧いただければと思います。「第 4章 施策目標と事務

事業の体系」でございます。こちらは、総合計画に掲げる８つの政策目標を施策目標として細分化

し、それぞれの事業の方向性と指標、主な事業を記載してございます。 
22 ページをご覧いただきますとその体系を整理させていただいております。22ページの一番左、

将来の都市像、それから左側の政策目標までが、総合計画の中で議決をいただいているものでござ

います。今回さらにそこを割って細分化いたしまして、施策目標を都合 25個掲げさせていただいて

おります。 

23 ページ以降からは、政策目標ごとに今申し上げたような事業の方向性、それから施策を評価す

る意味合いで指標を立てて、主な事業を掲げさせていただいております。主な事業の詳細につきま

しては、この後段 6章の中で、いくつか触れさせていただきたいと思いますのでここでは割愛をさ

せていただきます。 
続いて少しページを飛ばしまして、61ページに飛んでいただければと思います。61ページからは

第 5章ということで「重点戦略」という章を設けさせていただいております。 
こちらは、この 3カ年特に力を入れて取り組むべき分野、横断的な事業の位置付けをさせていた

だいております。ページをめくっていただきまして、62・63 ページのあたりで、3 つの方向性と 9

つの柱を位置付けさせていただいております。 
これらの方向性につきましては、第 3章に記載したコロナ禍の変化ですとか市民意識調査の結

果、あるいは市政のリーダーである市長のまちづくりへの考え方等を踏まえて、中期的な政策の方

向性として設定をしたものでございます。 
重点戦略の具体的な取り組みについては、64・65ページの楕円形の絵で示させていただいており

ます。この中の詳細につきましても、この後の第 6章でいくつか具体的な事業を触れさせていただ

きたいと思います。 
続いて 69ページをご覧いただければと思います。69 ページ以降から実施計画事務事業というと

ころで、便宜的に機構順に事務事業を掲載しております。 
今ご説明しました 4章・5章に掲げる事業もこちらに参照先を引っ張らせていただいているとこ

ろでございます。 
今回、実施計画につきましては、柔軟性それから冗長性のあるような計画確保が課題であるとい

う認識を持っておりますので、状況、社会情勢の変化等に応じて、ここに記載していない事務事業

についても、今後機を見て検討を加えることもございますし、場合によって、そういった社会情勢

の変化に応じては、ここに記載しているものも少し軌道修正するようなものも出てくるとご認識い

ただければと思います。 
では、第 6章の中から具体的な事業をいくつか、特に関心の高いようなものを中心に重点戦略の

関係を少し触れさせていただければと思います。順次ページをめくっていっていただければと思い

ます。 

まず、72 ページをご覧いただければと思います。72 ページの上から 2つ目でございます。「（仮

称）松林地区地域集会施設等複合施設整備事業」というところで、こちらはハード整備になります

が、市内の北東部に松林地区という地区がございますが、そちらにいわゆるコミュニティセンター

がまだ整備されていないことから今回、市営住宅の跡地に整備をするべく順次設計を進めていきた

いと考えてございます。 
続いて 1枚おめくりいただきまして 75ページでございます。これはすでに取り組んでいるところ

でございますが、一番上の段「シティプロモーション推進事業」は、コロナの課題でも申し上げま

したが、茅ヶ崎市は転入が増えていると、首都圏から人が流れてきている傾向にあるというところ

でございますが、ちょっとしたバブルのようなところもございまして、この流れを止めないよう引

き続き転入を促進するようなシティプロモーション活動を進めていきたいと考えております。 
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それから、同じページの上から 3 段目の「デジタル化推進事業」ですが、各部局がデジタル化の

推進というところで、あちこちに散りばめておりますが、特に市民の皆さまの利便性を高めるとい

う意味合いでいいますと電子申請の推進というところで、マイナポータルからの電子申請を可能と

するような仕組みの構築を国の流れにも乗りながら進めていきまして、市役所に来なくても手続き

ができるような利便性の向上を進めていきたいというところでございます。 
続いて、1枚おめくりいただきまして、右側 77ページをご覧ください。一番上「ふるさと納税活

性化事業」というところで、茅ヶ崎市は、ふるさと納税でいいますと、どちらかというと税が流れ

ているというところでございますが、魅力的な返礼品等のご用意をさせていただいて、今も取り組

んでいることですが、さらなる活性化を進めていきたいというところでございます。 
それから、同ページの上から 2つ目ですが「公共施設等総合管理計画及び個別施設計画推進事

業」で、こちらは公共施設の老朽化対策ということで、計画的に長寿命化等を進めていきたいとい

った計画策定でございます。 
続いて、1枚おめくりいただきまして、79ページでございます。上から 2つ目でございますが、

こちらもデジタル化の推進ということで「収納環境の集約に向けた整備」でございます。税金をは

じめとする市に納めていただくさまざまなお金について、銀行ですとか、あるいはコンビニ、口座

振替というお手続きをしていただいているところですが、キャッシュレス決済ができるような整え

をするというところと、今は口座振替を紙でお申し込みいただく形になっておりますので、WEB で

口座振替のお申し込みができるように、こちらもデジタル化の推進の中で、取り組みをさせていた

だきたいと思っております。 
続いて、一枚おめくりいただきまして 80 ページでございます。安全安心の取り組みというところ

で、一番上の「要配慮者対策事業」でございます。 
特に災害時の災害弱者であります高齢者ですとか、障がいのある方の避難確保計画の策定、それ

から、それぞれの個別避難計画の作成などを進めていくというところで、こちらは防災対策課それ

から福祉部門と連携しながら行っていきたいと考えてございます。 
それから 1枚めくっていただいて 83ページでございます。一番上、それから 2つ目も関連がござ

いますが、道の駅整備というところで、市内の南西部柳島地区に令和 7年 7 月道の駅オープンを目

指して推進をしていくということですので、実施計画 2025 の計画期間中のオープンを目指して、事

業者の選定等を行っていくというスケジュールで考えてございます。 
それから同ページの一番下でございますが「茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業」は、茅ヶ崎の

海水浴場であります「サザンビーチ茅ヶ崎」の周辺地区でございますが、そちらの活性化策の検討

を進めていくというところでございます。 
続いて、少しページが飛びまして 88ページをご覧いただければと思います。文化関係の事業とい

たしまして１番上と 2 つ目でございます。「旧南湖院第一病舎等利活用事業」それから「クリエイ

ターシティ・チガサキ形成戦略事業」です。市内各所にございます国の登録有形文化財などの活用

を進めていくと。併せてそれらが点在しているものを面で繋げて、ソフト的なクリエイターを育成

するような事業を行っていくことを考えてございます。 
それから今開いているページ右側の 89ページでございますが、「総合体育館改修工事」というと

ころで、総合体育館は竣工から 30年経過してございます。設備の劣化等も見られることと昨今の夏

場の暑さに対応するためのエアコンの設置、それに伴って総合体育館を、先ほども少しご説明しま

した福祉避難所という位置付けにする検討を進めてございます。 
それから 1枚ページをめくっていただきまして 91ページでございます。福祉関係の事業といたし

まして「成年後見制度利用促進に向けた体制整備」でございます。高齢者、障がい者の皆さまの権

利の確保のため、成年後見制度の専門機関、中核機関を位置付けていくような取り組みを進めてい

くこと、それから 2つ目でございますが「重層的支援体制整備事業」ということで、こちらは、国

が推進しているところでございますが、包括的な支援体制の推進、福祉的な支援体制の推進、これ

らの取り組みを進めていくところでございます。 
続いて少し飛びまして 95ページをご覧いただければと思います。少子化対策ということで、まず
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一番上にございます「小児医療費助成事業」です。今はお子さんが病院にかかると 500 円の負担を

いただくことと、所得の制限を設けさせていただいておりますが、来年度から、中学校 3年生のお

子さままで窓口負担なく医療を受けられると。加えて、所得の制限等も外していくというような拡

充を進めていきたいと思ってございます。 
それから、1枚おめくりいただきまして、引き続き少子化対策ですが、上から 2つ目「ファース

トプレゼント事業」というところで、子育てを社会全体で応援するという趣旨の基に、新生児出世

世帯を対象に、育児用品や育児サービスなどを贈呈する支援を来年度から行っていきたいと。こち

らは「子ども未来応援基金」という皆さまからいただいた寄附なども活用しながら、事業を進めて

いきたいと思っております。 
それから同ページの一番下でございますが「家庭児童相談事業」といたしまして、こども家庭セ

ンター、これは国が主導しております制度でございますが、切れ目のない支援、児童福祉と母子保

健を一体化したようなこども家庭センターの設置を令和 6年に向けて準備を進めていきたいと思っ

てございます。 
それから、そのページの右側でございますが「育児支援家庭訪問事業」というところで、保護が

必要な児童、ヤングケアラー等も含む家庭に対しまして、保健師等の訪問によって助言をするとか

ヘルパー派遣による家事支援サービスなどを実施して、子育て家庭のストレス軽減に取り組んでい

く。あるいは、その 2 つ目でございますが「家庭児童相談事業」ということで、昨今、時に事件が

起きておりますが、虐待防止周知というところで、小中学生に対して、相談先を記載した周知カー

ドなどの配布などで、虐待防止の周知を図っていきたいと考えてございます。 
それから、同ページの一番下でございますが「児童クラブ待機児童解消対策推進事業」というと

ころで、児童クラブはまだ待機児童がございますので、待機児童のある地区に新たな設置を進めて

いくというところと、次のページにも少し関連しますが「保育所等待機児童解消対策」も推進して

いくというところで、今年度の 4月は待機児童が発生してしまいましたので、その解消に向けて保

育士の処遇改善ですとか、新たな保育所、小規模保育事業の施設整備を進めていきたいと思ってご

ざいます。 
続いて、次の 99 ページでございますが、環境の取り組みといたしまして「脱炭素社会に向けた普

及啓発事業」というところの啓発活動ですとか「カーボンニュートラル推進事業」で、再生可能エ

ネルギー導入をするためのロードマップの作成などを進めていきたいと思ってございます。 

1 ページ飛びまして 102 ページをご覧いただければと思います。都市づくりの関係でございます

が、「バリアフリー基本構想の推進」ですとか、「都市防災推進」というところです。これは大規

模災害が発生した後の復興対策マニュアルというようなものの作成をし、大規模災害の後、すぐに

復興に取り組めるような事前準備をしていきたいと考えてございます。 
それから少し飛びますが、113 ページをご覧いただければと思います。保健所の事業でございま

すが「保健所庁舎整備事業」です。現在保健所は、神奈川県から借り受けて事業を実施しておりま

すが、保健所の庁舎整備について、設計等を進めていきたいというところと、この新型コロナを受

けまして、保健所の人材がかなりのストレス等を溜めたところもございますので、保健師にしっか

りと人材育成を進めていくということを考えてございます。 
それと 1枚おめくりいただきまして、保健所の母子保健の事業といたしましては、すでに実施し

ているところもございますが「産後ケア事業」ですとか「母子健康手帳・妊産婦健康診査事業」

で、産婦健診などの拡充をしていきたいと考えてございます。 
それから 119 ページでございます。最後に教育の分野でございますが「学校施設等整備事業」

で、特別教室とか学校の体育館へのエアコン設置、こちらも夏場の暑さ対策になります。それから

環境配慮というところで、体育館の LED 化などのハード整備を進めることを考えております。 
それと 1枚おめくりいただきまして 120 ページ、このあたりは最近の市長の選挙での公約一丁目

1番地でもございましたが、「中学校給食実施」というところで、この計画期間中で準備が整った

中学校から順次開始をしていくという検討を進めていきたいと考えてございます。 
それから 122 ページでございます。上から 2つ目「デジタルアーカイブ構築活用事業」というと
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ころで、こちらは、すでに取り組みを進めておりますが、今、国が進めております「デジタル田園

都市国家構想の推進」の関係で、国から交付金もいただきまして、市内所蔵のさまざまな文化財で

すとか、資料類のデジタルアーカイブを進めてございます。それを市民、市外の方にも活用して、

にぎわいの創出に生かすとともに、そういった記録をしっかり残すことで、災害等の文化財の強靱

化を図っていきたいというところでございます。 
そのページの右側でございますが、上から 2つ目「特別支援学級設置」というところで、全校設

置はまだ済んでおりませんので、概ね計画期間中 2年で 3校の整備で、特別支援学級の設置を進め

ていきたいということとか、あるいはその下ですが「児童・生徒指導事業」というところで、スク

ールソーシャルワーカー、さまざまないじめ・不登校など、学校だけで解決できないような課題を

福祉にも繋ぐという役割のスクールソーシャルワーカーの増員を図っていきたいというところを考

えてございます。 

少し長くなってしまいましたが、主立ったところでございますが、この 3カ年で検討を進めてい

るような主な事業でございます。事務局から資料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。 

 
〇牛山会長 

ご説明ありがとうございました。 
ただいま事務局からご説明いただいた内容につきまして、委員の皆さまから、ご意見やご質問等

いただければと思いますが、まず先ほどご案内がございましたが、藤倉委員からご意見を事前にい

ただいているということですので、事務局からご説明をいただいてよろしいですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

では、本日藤倉委員からメールにてご意見を頂戴しております。机上に配付をさせていただきま

したので、そちらのご紹介と事務局から考え方をお示しさせていただければと思っております。 
3 件のご意見をいただいております。 

まず、第 6章の実施計画事務事業についてというところで、全ての事業が単一の課で進めること

となっているが、縦割りすぎるのではないかと。複数の課同士で横の連携を持つことで、広がりの

出てくるケースもあるというようなところで、重点戦略として位置付けているものだけでも、縦割

りではない進め方を検討してはどうかというご提案でございます。 
まず、事務局の考え方でございますが、藤倉委員からご指摘をいただいていますように、ここで

は資料上といいますか、責任の所管課というところで、1課だけを示させていただいております

が、途中でご説明いたしましたが、例えば災害時の災害弱者への対応というところでいいますと、

防災部門だけではなくて福祉部門も関わりがあるところでございます。そういった連携で、今ご提

案いただいてるようなプロジェクトを庁内に設置して行っているところもあるという事実だけお伝

えさせていただきたいと思ってございます。 
この計画書の冊子の中にどう位置付けるかにつきましては、なかなかその辺りが見えていないと

ころが課題としてご指摘いただいたものと思ってございますので、第 6章の最初の「１ 実施計画

事務事業の見方」に少し説明書きを加えさせていただくか、あるいは併記するかというところにつ

いては、最終的に、計画の庁内決定をする段階までに、どういう書き方ができるのかというところ

は、検討させていただきたいと思ってございます。 

続いて、女性活躍推進についてというところで、第 2 回の会議の中で、別の委員からご意見があ

りました男女共同参画課の事業内容について検討する余地があるように感じるというところで、男

女共同参画という言葉があるにもかかわらず、それを目的としたような事業が見当たらないという

ところで、藤沢市の例を引き合いに出していただきまして、奇をてらうことなく、講座の開催など

で男女共同参画への後押しをする事業があっても良いのではないかというご意見を頂戴しておりま

す。 
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こちらにつきましては、資料の 39ページでございますが「事業の方向性」の 2段落目の後段で、

今同時に「茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画」を策定してございますので「ジェンダー平等社会の

実現に資する取り組みを推進します」というところを記載させていただいております。この辺り

に、もう少し具体的な女性向けの相談窓口ですとか、あるいはジェンダー関係の講座等の開催も考

えていないことはございませんので、そういったところの少し具体例が書けていればどうかなと考

えてございますので、その辺りで少し検討させていただきたいと思ってございます。 
続いて 3点目といたしまして、農業について、前回吉田委員からご発言がありましたが、農業に

関する施策はやはり重要であると。昨今の不況や物価高で自給自足への関心も高まってきているの

で、農業を促進させる施策がもっとあっても良いのではないかというところで農業水産課だけでな

く、さまざまな部局と連携をとりながら進めていくことができないかということでございます。 
こちらにつきましては、31 ページで農業水産関係の施策目標を立てさせていただいておりまし

て、第 2 回、吉田委員他、松葉口先生からもご意見をいただきましたところも踏まえまして、事業

の方向性として、さまざまな部局との連携を少し書かせていただいてございます。 
道の駅の記述ですとか学校給食での活用などというところを、従前から行っているようなところ

も含めて事業の方向性を書かせていただいてございます。いただいた意見については、所管部局、

農業水産課だけではなく、教育委員会、あるいは産業振興課などにも伝えさせていただいて、横の

連携を密にとっていくようご意見があったことを伝えさせていただければと思ってございます。 
藤倉委員からのコメントに対する事務局の考え方も含めてでございます。以上でございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございました。 

藤倉委員から事前にいただいていたご意見がございましたので、それについて事務局の考え方も

併せていただいたところでございます。 
それでは、こちらにご出席いただいている委員の皆さまから、ご意見・ご質問をいただければと

思いますが、いかがでしょうか。オンラインでご参加されている両委員におかれましてもございま

したら、ご発声いただくか手を挙げるなど合図をいただければと思います。いかがでしょうか。で

は、松葉口委員お願いいたします。 

 
〇松葉口委員 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ご説明どうもありがとうございました。 
それで、最後の方で委員からのご意見であるとか、それから資料 2は、主な意見ということでいた

だいておりますが、その男女共同参画であるとか、農業であるとかっていうところで、その基本的

な方針が示されても、具体的に事務事業で、第 6章で盛り込まれないとやはり、なかなか実質的に

動かないのではないかなという懸念がございますので、ぜひそちらに入れ込む形を検討していただ

きたいというのがあるのですが。 
あと、もう少し具体的な話として、例えば、事前にいただいている参考資料 2の委員からの主な

意見のところ、これも男女共同参画と最後の地産地消も含めた農業のことなのですが、男女共同参

画については、第 6章の事務事業のところでは、女性に対してのとか、産後ケアであるとか、産む

ことに、産む直後というのですかね、直前直後というのですか、それについては、具体的な記載が

ありますが、例えば、先ほどの委員からの意見にもあった、その講座などを開催する場合に、その

女性向けだけではなくて、男性向けのものも開くであるとか、要はジェンダーと言ったときには、

女性だけではなくて、やはり男性も視野に入れて、特に日本の場合は、男女平等のジェンダー役割

が非常にネックになっていて、なかなか子どもも産めないところがありますので、やはり男女の役

割分業をなるべく是正していくような、具体的なものが入ってくると良いだろうなと思っておりま

す。 
それと関連してなのですが、これはおそらく保険事業になりますかね、子どもが病気になったと
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きに、いわゆる病児医療というかそれの充実というのも実は結構重要なのではないかと思いますの

で、それも検討していただけるとありがたいと思いました。 
参考資料 2の最後の茅ヶ崎の「茅産茅消」というところに関しては、この委員からも道の駅や学

校給食、市民活動と農業政策を関連付けることも可能ではないかと書いてくださっています。 
中学校の給食が始まるのであれば、それを契機に食育も含めて、地産地消の重要性であるとか、

茅ヶ崎の農業のことを考えていくとか、あと、実際の農家の方たちにそこの給食に関わっていただ

くとか、積極的に茅ヶ崎のものを導入するであるとか、それをまた教育として展開していくとかっ

ていうようなことで、できるだろうと思っておりまして、やはり農業政策は重要だと思うのです。 

ウクライナ問題で物価が上がっていることもありますが、今は気候危機、気候変動で、世界的に

食糧不足になるということが言われていますので、そうした時に地元の足元のところできちっと食

べられる事を作っておくことは、とても重要だと思いますので、中学校給食というのを契機に、い

ろいろと展開することもお考えいただければ、ありがたいなと思いました。以上です。どうも失礼

いたしました。 

 
〇牛山会長 

松葉口委員、どうもありがとうございました。具体的にいくつかご提案をいただいていますが、

事務局今のご意見について、いかがでしょうか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

多岐に渡りまして、ありがとうございます。 
まず男女、ジェンダー平等の関係でございますが、講座等もこれまでも行ってきた既存の事業等

もございますので、今回、新たに作る計画も踏まえまして、今いただいたような視点で、他の分野

も含めて、男女共同参画に特化したというだけではなくて、子ども育成、次世代育成部門等も今お

っしゃられたような男性向けの講座等もそういう視点を持って講座の企画をするというところが大

事だと思いますので、そのあたりを事業課に伝えさせていただければと思っております。 
それから保健事業については、病児のケア事業というところで福祉部門も行っております。重度

障がいがあっても通常の小学校に通えるように看護師を付ける取り組みもしておりますので、そう

いったところもご意見としていただいたということを事業課にも伝えさせていただければと思って

ございます。 

 
〇松葉口委員 

多分、伝わっていなかったと思うのですが、小さいお子さんが病気になったときの病児医療のこ

とをお伝えしたので、そちらの方で少し考えていただければと思います。 

 
〇牛山会長 

事務局、お願いします。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございます。すみません、失礼いたしました。そういったところも、少し検討をさせ

ていただきたいと思います。 
それから農業の関係で地産地消ですね。中学校給食が始まることに伴って、食育の関係というご

意見をいただいたところでございます。このあたりは、教育委員会の担当部局とも話を進める中

で、今、小学校の給食では、地産地消というところで茅ヶ崎カレーとかそういった茅ヶ崎の食材を

使った献立を立てているところもございます。 
中学校給食も、こちら側の指定に応じて、そういった取り組みもできるというように伺っており
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ますので、同様に取り組みを進めていきたいと思ってございます。 
それから農業分野につきましては、今回、さまざまな計画の策定という形になってございます。 

それらを踏まえながら、新たな新規就農を進めていくなどの具体化が進めていかれれば良いかなと

思ってございますので、足元のウクライナ危機等の話もございましたので、そのあたりを進めてい

きたいなと思ってございます。以上でございます。 

 
○松葉口委員 

わかりました。よろしくお願いいたします。 

 
〇牛山会長 

事務局、ありがとうございました。それでは、他の委員の皆さまいかがでしょうか。中村委員ど

うぞ。 

 
〇中村委員 

ありがとうございます。非常に膨大な作業を取りまとめられて、大変だったかと思いますが、個

別にというよりは、全体的な整理の方向で申し上げたいと思うのですが、最初というか政策目標が

あり、文章がここで 7 つプラスワン 8つありますね。 
そのあと重点戦略で 3つの方向性、9 つの柱というように、束ねてまたバラしてというように出

てくるのですが、それで 64・65 ページのように、さらにその中にたくさんの重点戦略テーマという

形で再整理をされるということになっているのですが、それはそれで良いのですが、ここに来る

と、結局最初の 7つの政策目標であったり、重点戦略テーマが結局 9つの柱なりのどれとどれに関

係しているのかとか、そういうものが大分見えなくなってしまうような気がいたしまして、例えば

ですが、6章のところで、個別の事務事業の表というかカードがたくさん載ってくる中に政策目標

は書いてあるのですが、重点戦略事業は、戦略事業に落とし込んだ名前になっているので、9つの

何とかとの関係もわからなくなってきているので、どこかに 9 つの分類と個別の重点戦略事業の星

取り表のようなものがあっても良いのかなと。それは参考資料ですけれど。あっても良いのかなと

いう感じを少し持ちました。 
なぜこのようなことを思ったのかといいますと、最後に、個別事業は個別事業で指標を見なが

ら、その達成度合いなどの評価をしていくことになっていくと思うのですが、それを結局束ねて、

最初に掲げたその横断的な目標に対してどう寄与したのかというところを評価するときに、その個

別の指標の達成度みたいなものが、どのように寄与していくのかなどというものをやるときに、関

係性がわかっていないとなかなか何とも評価しづらいのかなという感じがいたしましたので、ぜ

ひ、分けられた 9つの柱なりと個別の事務事業との関係の星取り表なども整理しながら、そしてそ

の位置付けをしっかり認識した中で、事業実施そして評価というのをやっていくようなことができ

たら良いのではないかなと思いました。以上でございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。 

整理のことでもあるかと思いますが、事務局いかがでしょうか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ご意見ありがとうございます。重点戦略の 9つの柱の紐づけをしてはどうかというところだった

かと思いますが、今回の重点戦略ですが、64 ページ・65 ページにこの楕円のような形で示させてい

ただいたのですが、かなり一対一でつながるものではなくて、例えば、途中でご説明いたしました

が、総合体育館にエアコンを入れるというのは、熱中症対策ですとかあるいはスポーツ環境を整え



12 

 

るという意味合いもありますが、そこを避難所として使うというような意味合いで、いろいろ多面

的な目的・分野を横断して取り組むようなものを重点戦略としているところでございます。 
今、委員からいただいたような星取表にまとめておくというのは、ピラミッドのような形にあま

りしたくないなというところが事務局の思いとしてございますので、今委員からご提案いただいた

ような星取表というような、体育館のエアコン設置であれば「柱のこれとこれに効くんだよ」とい

うようなまとめ方ができないかなと。今、ご意見をいただいて、すぐ思いついたところでございま

すので、どういう形が良いのかについて、検討させていただければと思ってございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございました。中村委員、今お話にありましたように、ご指摘のようにできるかどう

かも含めて、整理をお願いできればと思いますので、よろしいでしょうか。 

 
〇中村委員 

結構でございます。どうぞよろしくご検討いただければと思います。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。今の点に関連して、私からも整理の問題ですが、最初の特に行政経営系

のところです。例えば、デジタル化とか、企業版ふるさと納税とかもそうですが、この政策目標の

ところに番号がないわけですよね。でもそれは番号がないのは当然で、前の方を見ると１番から 7

番まで目標があって、横串を刺すような形で、将来都市像の実現に向けた行政経営というのがある

と。ですから、これはご検討をいただきたいのですが、例えばその上に星マークでもつけて、例え

ばですが。 

この政策目標のところにこの星のマークを入れておくと、何か政策目標と関係がないみたいに誤

解される方もいらっしゃるかと思うので「この横串を刺しているこれの目標になっているのだ」み

たいなことがあると良いかなと思いましたので、ご検討いただければと思います。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

承知いたしました。検討させてだきます。 

 
〇牛山会長 

それでは、他の委員の皆さま、いかがでしょうか。では、池辺副会長お願いします。 

 
〇池辺副会長 

具体的なところになるかもしれないですが、まず 1点目 49ページです。施策目標の中で、この項

目だけ現状値の記載がなくて目標値だけ記載があるのですが、現状、把握されていないのかなと思

ったのですが、その際に、この目標値の算定根拠がよくわからなかったので、可能であれば説明い

ただきたいのが 1点とあとは 75 ページです。 
75 ページの事業の細目の中にある上から 3段目「デジタル化推進事業（電子申請の推進）」の話

になりますが、電子申請に関しては、茅ヶ崎は遅れている印象がありまして、現在、外部公開をか

けている件数でいうと年間大体 8000 件程度かと思うのですが、例えばお隣の藤沢市を見てみますと

年間大体 80 万件ぐらいありまして、具体的にどういった項目を盛り込むことによって、ここは件数

を増やしていきたいのかなというのをお伺いしたいというのがありましたので、2点ご質問とさせ

ていただければと思います。お願いいたします。 

 
〇牛山会長 
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ありがとうございます。では 2点、事務局いかがでしょうか。 

 
〇事務局（中山主幹） 

そうしましたら、1点目の 49 ページ「公共下水道雨水施設の整備面積」の指標についてお答えい

たします。公共下水道の雨水施設というのは、市街化区域を対象に計画がございます。それに対し

て順次下流側から整備を進めてきていて、今回はこの 3カ年の間に、計画的に実施していくべきと

ころというのを定めた中で、10ヘクタール程度のカバーエリアを増やしていこうという形になって

おります。 
全体の数字で申しますと、概ね 5 割を少し超えたぐらいの整備率のところから、これから向上を

図っていくもので、下水道の整備のやり方としましては、すでに浸水が顕在化していて、頻度が高

いとかそういう課題地区を洗い出した上で、そこを順次、調査、計画、設計、施工といった形で、

こなしていっているその目標量を掲げた形になっております。 
これだけを示しますと、確かに副会長のご指摘のとおり、現状値がないことになりますので、こ

の指標の見方については、欄外にでもわかるように解説を付す配慮が必要かなとご意見をいただい

て感じましたので、そのような対応を検討したいと思います。 

 
〇事務局（秋山課長補佐） 

2 点目の電子申請の推進ですが、実際の申請の件数という視点ではなく、事業課とその事業の内

容について、ヒアリングですとか取り組みの内容を確認していく中では、令和 3年度末で電子申請

の手続き数が、累計で 431 件あると伺っています。それをこの 3カ年で、累計 600 件まで増やして

いこうというところを事業の目標として設定をさせていただいています。少しその辺の指標が、こ

の 6章の中に記載がなく、なかなかどこを目指していくのかというのがわかりづらい部分はあろう

かと思いますが、件数としてはそういった目標を立てていると認識しております。以上になりま

す。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。池辺副会長、いかがですか。 

 
〇池辺副会長 

そうですね。最後の件数に関しましては、市のホームページの公開でデータは出しているものに

なりますので、そちらの数値も少し意識をされても良いかなと思いましたので、ご参考にしていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 
〇牛山会長 

事務局、いかがですが。 

 
〇事務局（秋山課長補佐） 

ご意見ありがとうございます。市として公表している数値ですとか、そういったものは当然あり

ますので、そこも視野に入れながら、検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。他の委員の皆さまいかがでしょうか。特にございませんか。それでは、

赤坂委員お願いします。 
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〇赤坂委員 
教育委員の赤坂でございます。26ページと 27 ページに関して意見を言います。 
教育委員会としましては、26 ページ、27 ページに書かれている事業に取り組んでいく計画なので

すが、特に市民の皆さまから強く求められているものとして、この中で 2つ感じているものがあり

ます。 
1 つ目は、26 ページの一番上に書いてあります特別支援学級の設置です。これをやはり市民の皆

さまは求められている。現在、小学校 19 校、中学校 13 校ありまして、半数ぐらいの学校に設置で

きているのですが、まだまだ足りないということで、2030 年度までに全校設置をすると、2年間で

大体 3校程度開設していくという計画で進んでおります。ぜひお力添えをお願いいたします。 

それからもう 1つ、市民の皆さまから強く求められているものとして感じるのは、27 ページの一

番上に書いてあります中学校の給食実施です。市民の皆さんが一番強く求められているものを事務

局が一番上に書かれていて、「さすが見抜いているなというか、すごいな」と思っております。 
この中学校の給食実施を今から試食会等を行いまして、実際の中学生とか保護者の皆さまからの

ご意見を聞きながら進めて参りたいと思っております。そしてできる中学校から順次進めていく

と。教育委員会としては、1日も早く実現できたらいいなと思っております。このお力添えをお願

いいたします。 
最後に、26 ページの一番下を見てください。「学齢期を経過した方への就学機会提供事務」とい

う事業も取り組もうと思っております。さまざまな理由から、義務教育を修了できなかった方たち

に、無償で相模原市の夜間中学がある大野南中学校に通うことができる制度を作ろうとしておりま

す。実際には、現時点では希望はないです。しかしながら、そういう方もおられるだろうというこ

とで、先手を打って、市民の皆さまへサービスをしようとする事業で、私は、これは非常に素晴ら

しい事業であると思っております。ぜひ教育委員会として進めたいと思っておりますので、これも

お力添えをお願いいたします。以上です。 

 
〇牛山会長 

赤坂委員、ありがとうございます。3 点ほど、ぜひ進めていただきたいというお話がございまし

た。事務局、いかがですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございました。まず特別支援学級につきましては、ご指摘をいただいたように現総合

計画期間中には、全校に設置をしていきたいというところで、特別支援学級になりますと、教室の

改修等が必要になりますので、少しお時間をいただきますが、計画的に進めていきたいと思ってご

ざいます。 
それと中学校給食事業につきましては、すでに今年度から受け皿の中学校側の配膳室の改修など

の設計を始めて、なるべく早い時期にというところで、発破が掛かっておりますので、進めていき

たいと。それにあたっては、先ほどのお話にもありましたが、食育の観点ですとか、そういったと

ころも忘れずに進めていけたらなと思ってございます。 

最後に学齢期を経過した方への就学機会提供事務については、神奈川県も主導しながら相模原市

の大野南中学校に夜間中学ができるというところで、そちらを希望される方は通っていただく、少

し遠くて大変申し訳ないのですが、そういったところで県とも連携をしながら進めていきたいとい

う事業でございます。以上でございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。他にはいかがでしょうか。亀井委員

どうぞ。 
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〇亀井委員 
茅ヶ崎商工会議所の亀井でございます。前にお願いした大きな項目として、地域の産業ですね。

工業・商業・サービス業といろいろありますが、そういう地域経済の活性化についてのお願いと、

あとは安心安全に歩ける空間づくり、ウォーカブルなまちづくりですね、大きな 2 つのお願いをさ

せていただきましたが、いろいろとご対応をしていただいているようでございますが、どこにどの

ような形で考えていただいているのかを教えていただけたらと思います。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。ご質問ということで、事務局いかがでしょうか。 

 
〇事務局（岩井課長） 

まず、2点のご意見を以前からいただいているところでございますが、1点目の地域経済の好循環

というところで、具体的には 30 ページになります。施策目標 5で、その表題にもございますとお

り、地域経済を循環していることが、非常に地域の活性化の上でも重要な視点だというご意見をい

ただいておりまして、こちらに反映をさせていただいてるところでございます。 
もう 1つのウォーカブルでございますが、こちらは 55ページになります。公共交通、自転車も含

めて、全体的な移動というところになりますが、その中での事業の方向性の下から 2行目になりま

すが「より利便性が高く、歩きたい、出かけたいと思える空間を作っていく」という記載をしてい

るところでございます。 
具体的なウォーカブルについてもご意見をいただいた中で、かなり庁内でも意見交換を進めてい

るところでございます。おそらく歩行者天国、もしくは歩道の一部をうまく使ったような形のかな

り位置的にエリア的に限定的なもしくは時間的に限定的なやり方と、あとはエリア全体を面とし

て、そういったまちづくりをしていくというのは、かなりやり方としても幅が広いかなと思ってお

ります。特に後者のような形であると、都市計画、もしくはまちづくりといったところも含めて、

少し中長期的な話にもなっていくかなと思っております。その辺りの議論は、今庁内でまさに始め

たところでございますが、記載してる内容としては、今申し上げたとおりでございます。以上でご

ざいます。 

 
〇牛山会長 

亀井委員どうぞ。 

 
〇亀井委員 

ありがとうございます。 
地域経済の活性化、地域経済の好循環については、おそらく目標値も入れていただいたのかなと

思いますし、市内における増加事業所数を増やしますよということも具体的に書かれております。

農業、畜産業、水産業がこういう形で、挙げられているのは大変すばらしいことだと思っています

が、他にも産業が工業ですとか商業、サービス業、幅広くいろいろと市内にはございますので、ぜ

ひその辺のことも考えていただけたらと思います。 
もう 1つはウォーカブルです。今、国土交通省が最も力を入れてるのがウォーカブルなまちづく

りであります。先日も、前の事務次官の栗田さん、また今の都市局長の天河さんとも随分長くいろ

いろな話をさせていただいたのですが、これからのまちづくりは、単なるまちづくりではなくて、

もちろん地域経済循環もありますし商工業の発展もありますが、ウォーカブルを中心に進めていく

ことによって、これは、世界中どこのまちもそのような成功例は幾らでもありますので、それをし

っかりと国も進めていこうということであります。 
入口としては、歩行者天国ですとかそういうこともあろうかと思いますが、公共交通機関のあり

方もそうですし、産業もありますし、道路の使い方もありますし、本当に幅広い分野に関わって、
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総合的なまちづくりにつながることであると思っていますので、ご検討を始めたということであり

ますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 
これを都市マスターの委員会で発言をしても、これも前に話をさせていただきましたが、「総合

計画審議会に出てこないものは、私たちにはできません」とばっさりでありましたので、議論をす

るところは、総合計画審議会なのだろうと思っています。 
そして転入が今、非常に今大きくなっているわけであります。現実も良いのですが、やはりイメ

ージもすごく茅ヶ崎のまちは良いまちであって、転入された方がしっかりと定着して、居着いてい

ただけるようにするには、やはり安心安全なまちづくりというのは、安心の空間づくりですね、そ

れが必須だと思っています。 

特に茅ヶ崎の駅周辺は、人よりも車を優先にするというとても先進国とは思えないような、そん

な実態があると思います。事故が起きてからでは遅いと思いますので、ぜひともそのようなウォー

カブルを視点に、まちづくりを早く進めていただけたらと思っています。 
それともう 1 点、民間活力の活用というのがございますが、その「民間活力を活用する」その考

え方を教えていただきたいと思います。例えば、民間活力を活用してもそれが地域経済循環の空洞

化にもなってしまう可能性は十分あるわけでありますから、単なる民間活力の活用だけでは、その

問題は解決できないと思っていますので、その 2点をよろしくお願いしたいと思います。 

 
〇牛山会長 

追加のご質問をいただきましたので、事務局いかがですか。 

 
〇事務局（岩井課長） 

民間活力の活用という意味で、１つは、市内・市外を含めて幅広くお力添えいただきながら協力

しながら、社会問題の解決に進んでいくというのが、まさに SDGs に代表されるような、今、社会全

体で取り組んでいこうという流れが 1つあろうかと思います。 
ただその中でも地域の経済を考えると、地域の事業者の皆さんとより強くそこをやっていくとい

う考え方を市としては持っているところでございます。優先的な発注等の取り組みもございます

し、当然、事業を進めていく中では、こういった形で事業発注をした時に、地域の事業者の皆さま

が体力的に受注できるかといったことも少し視点に捉えながら事業を進めていきたいと考えており

ます。 

 
○牛山会長 

ありがとうございます。よろしいでしょうか 

 

〇亀井委員 
ありがとうございます。私は、茅ヶ崎商工会議所の会頭を務めておりますが、日本商工会議所の

まちづくり、地域経済循環推進委員会の委員長も務めておりまして、先日も、天河都市局長とこれ

からのまちづくりについて、いかに地域経済循環をしていくのか、そのような話もさせていただい

ておりまして、ぜひとも民間活力の活用につきましては、地域でいかにお金が回っていくのか、地

域でいかに経済が循環していくのか、外に流通しないような形で、また外から入ってくるような形

でご検討をいただけたらと思っています。以上でございます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございました。それでは豊田委員、よろしくお願いします。 

 
〇豊田委員 
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ありがとうございます。私から 2 点ほどお伺いしたいのですが。私は今コロナの関係で、直接的

に議論ができていない部分もあるのですが、現在、地域福祉計画の推進委員会に所属をしておりま

して、福祉の分野が最近非常に広がりを見せて、いろいろなところと関わりを持っているというこ

とがあります。 
実際に委員会で議論をしていく中で、他部局と連携する機会が非常に多くなっていて、そちらの

状況がどうなっているのかということを伺いながら本当は議論をしなければいけないのですが、な

かなか議論ができていないところがあります。 

今日のこの資料の中で、施策の重点目標という形で幾つか挙げられているものの中で、2点ほど

お伺いしたいのですが、26 ページに「児童・生徒の生きる力を」ということで、先ほど教育委員の

赤坂委員からもご指摘がありましたが、2番目の「児童・生徒指導事業」のスクールソーシャルワ

ーカーの配置の件ですが、例えば、今茅ヶ崎ではどのように取り組まれていて、問題をどのように

把握をされていて、ここに今後、勤務体制・日数を拡充するとお書きになられていますが、どのよ

うに取り組まれるのかというところの見通しをお伺いしたいというのが 1点ございます。 
それからもう 1点は、34ページにこれは福祉の関係でこのように書かれているのですが、実際に

80 ページの市民安全部の先ほどもお話がありました「要配慮者対策事業」ということで、ここに

「避難行動要支援者の名簿の登載者についてチェックリストを作成し」ということもあるのです

が、実際に避難行動要支援者名簿を作成するのは結構大変なのです。そこでかなり苦労されている

と思うのですが、この辺りの状況が例えば、コロナ禍で出るのもなかなか厳しいと、それからそれ

を渋っている方たちも多い中で、この避難行動の要支援者の名簿の拡大というのでしょうか、登載

者をどのように増やしていらっしゃるのかということをお伺いしたいということです。今の 2点を

お伺いしたいのですがお願いします。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございます。事務局 2 点、ご質問いただきました、いかがでしょうか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

1 点目の「児童・生徒指導事業」のスクールソーシャルワーカーの拡充の状況でございますが、

この実施計画を議論するにあたりまして、近年、スクールソーシャルワーカーへの相談件数が、令

和 2年度から令和 3年度だけを見ても 2倍ぐらいに増えているという実情の報告があった中で、こ

の事業を検討して参りました。本市の場合、スクールソーシャルワーカーを教育委員会、庁舎の中

に置いて、逐次学校からの相談を引き受け、福祉部門に繋ぐものは繋ぐということをしておりま

す。スクールソーシャルワーカーの制度自体がかなり浸透してきたという側面もありますし、一方

でコロナ禍によって、かなり問題を抱えているご家庭といいますか、お子さんがいらっしゃるのだ

ろうなというような定性的な評価をされているところでございます。その部分で、現状の人数は今

手元に正確な人工数を持ち合わせていないのですが、かなりこなし切れなくなってきているという

ことで、そこの人工を増やさせていただいて、今急増している相談件数に対応していこうというこ

とを考えていると伺ってございます。スクールソーシャルワーカーは、以上でございます。 

 
〇事務局（岩井課長） 

2 点目の避難行動要支援者名簿のお話でございますが、今、名簿の対象者としては、茅ヶ崎市は 1

万 2000 人ほどいらっしゃいます。その中で、平常時にご本人のご同意をいただいて、平常時に地域

に提供できる方々の名簿というのは、まだまだ半数前後というところでございます。 
庁内で議論する中では、例えば他市でもやっている条例化で逆手挙げのような議論もございます

が、茅ヶ崎市で昨年度、地域でいろいろな社会実験のようなものをやってみて、実際に配慮者の

方々のお声を聞くと手を挙げて名簿の同意をしていても、なかなか制度の理解が進んでいないとい

う実情もございました。 
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なので、実際に災害時に、有効に支援活動を行っていく上では、ただ単に名簿登載者を増やすと

いうこともそうですが、プラスアルファご理解をしっかりしていただくことが必要かなと思ってい

ます。なので、そういったものをケアマネさんとか、そういった専門職の人たちとも連携をしなが

ら、細かくやっていきたいなというのが、今の茅ヶ崎市の考え方でございます。 

 
○牛山会長 

ありがとうございます。豊田委員、いかがでしょうか。 

 
〇豊田委員 

ありがとうございます。後段の問題から、今お話がありましたように、ぜひ登録者の拡大という

ことだけではなくて、登録されている方への周知というのでしょうか、ご理解をいただきたいとい

うのは確かにあるところで、そこはぜひ福祉部門で今個別に関わっているところとの連携を中心に

見ていただきたいなと思います。 
それから前段のスクールソーシャルワーカーの話ですが、昨今、テレビ等でもヤングケアラーの

問題が非常に大きく取り上げられてきていて、やはり学校を介してそういった問題が出てくる機会

が非常に増えていると思います。もちろん教育委員会で教育場面を通じて、そういうものを挙げて

いただいてることは非常に我々福祉の分野でもなかなか見えにくかった部分なので、ありがたいと

いうか、ぜひこういうものをいろいろなところに発信をしていただいて、どのように連携ができる

かというところを提案というか問題発信をしていただきたいなと思います。 
おそらく、教育の分野でもいろいろと考えられているとは思いますが、福祉の方ですとなかなか

学校に入っていくというのが難しい部分がございまして、そこのところとの連携をこれから進めて

いく意味でも、そういったワーカーさんの配置が増えてくるというのは、非常にありがたいことだ

なと思いますので、引き続きご尽力いただければと思います。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。大分時間も経過いたしまして、議題 2につきまして、このぐらいにし

たいと思いますが、委員の皆さま、何かございますか、よろしいでしょうか。では、ありがとうご

ざいます。こちらにつきましては、以上といたしたいと思います。 
では次、報告事項になりますが「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画素案について」事務局よりご説明

をお願いいたします。 

 
〇事務局（中山主幹） 

それでは、実施計画 2025 と関連づけながら策定作業を進めて参りました「茅ヶ崎国土強靱化地域

計画素案について」参考資料 3という冊子を用いてご報告をさせていただきたいと思います。 
まず、国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本法に基づいて地方公共団体が定めることができる

任意計画でございます。 
国土強靱化といいますのは、自然災害が起こってしまった際にどうにもならない事態に陥らない

ように、減災、防災につながるソフトからハードまで、幅広い取り組みを計画に位置付けて、平常

時から進めていくこととされております。国は計画策定を促しておりまして、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。 
平常時から着実に進めていくべき取り組みには全庁的にさまざまな政策分野が関わることから、

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て参りました。 

それでは第 1 章から、要点をご説明して参ります。1ページをお開きいただければと思います。1

ページには本計画策定の趣旨としまして、本市としてもこれまでに取り組んできた防災、減災など

の地域の強靱化に係る取り組みを改めて本計画で整理し、推進していくことを示しております。 
2 ページに参りますと「計画の位置付け」、関連部分が多い地域防災計画との関連、計画期間を
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本市の総合計画と合わせて令和 12年までとすることなど、計画の概要をまとめてございます。 
第 2章につきましては、3ページ以降でございますが、本計画の背景となります本市において発

生が予測されている自然災害の概要ですとか、地域防災計画で示している防災拠点の状況、そして

市民意識調査の概要を記載してございます。 
続いて 22ページをお開きいただければと思います。第 3章・第 4章という部分が、目標から取り

組みまでをまとめました本計画の中心的な内容となります。22ページで本計画の構成を図にしてお

りますが、それぞれ箱の左上に章と節番号を示してございまして、3.2 から 3.4 までの目標など

は、国の基本法で定められているように国の計画に調和させた内容とします。3.5 では、本市の総

合計画に基づく取り組みを整理しまして、4章で目標と取り組みを組み合わせ、5章で推進方法を示

しているという構成でございます。 
23 ページをご覧ください。「3.2 基本目標」そして「3.3 事前に備えるべき目標」と申しますの

は、基本法で定められている国や県の計画と同じ内容としております。 
24 ページをお開きください。「3.4起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」と呼んで

おりますが、こちらも国、県の計画を基にしてございますが、本市の特性を考慮した 15項目に絞り

込んで設定いたしました。 
続いて次のページになりますが、25 ページには、本市の総合計画の 7プラス行政経営の 8つの政

策目標、そしておめくりいただいて 26ページには、その 8つの政策目標と関連づけを整理しなが

ら、リスクシナリオを回避するための 31 の施策を一覧にしてまとめてございます。 
続いて第 4章では、先ほど申しました 15 項目のリスクシナリオのような事態に陥らないように、

26 ページでお示しする 31 の施策の取り組みを着実に進めていくという内容をリスクシナリオ別に

編集することとしております。 
27 ページの「4.1 施策の方向のまとめ方」にお示ししたように、本計画では、リスクシナリオ

別に読み切ることができるように編集をしております。 

28 ページをご覧いただきますと第 4章の読み方を説明してございます。まず、リスクシナリオの

内容を説明しまして、その回避に向けた施策が 31 ございますが、その一覧表を挙げております。そ

の一覧表の主要な施策の方向、主な取り組みの内容を記載する形で 15項目設けました。避けたい事

態、リスクシナリオ、一つ一つ繰り返しをしてございます。これが第４章で、15のリスクシナリオ

について繰り返しそのような形で、どのようなリスクシナリオがあるか、そしてどのような施策で

対応していくかというものを整理してございます。 
最後、第 5章でございます。70ページをご覧ください。この計画では、平常時に取り組んでいく

施策事業の実施ということが大切でございます。本計画を推進する仕組みを平常時に溶け込ませる

ことを考えまして、特別な推進体制を設けるということではなくて、各年度の予算編成における庁

内の調整とか、市総合計画、市の実施計画の見直しと関連づけた推進方法を考えてございます。 
71 ページの図に推進方法の流れを示しております。策定後、取り組みを進める中では、図の中の

グレーのサイクルで、年度ごとに各分野での取り組み状況を庁内で共有、確認する機会を持つこと

としまして、節目となりますグレーの外側になります「市総合計画・実施計画の策定・改定時点」

では、計画全体を見直して考えるという 2 つのサイクルをイメージしてございます。 
最後に別綴として、A3 版でお示しした「国土強靱化地域計画に基づき実施する事業一覧」という

ものがございます。 
こちらに関しては、本計画に関連する取り組みは多数ございますが、主に国の支援を得る、ある

いは得ることを想定して推進していく具体的な取り組みを抽出して一覧にまとめてございます。 
特に国の事業、制度の動き、支援にあたっての条件というのは随時変化して参りますので、それ

に留意しまして本計画の進捗管理では、年度単位のこの一覧表の更新を基本に適切な記載を維持し

ていくことを考えてございます。以上、国土強靱化地域計画の素案について概要をご説明させてい

ただきました。よろしくお願いいたします。 

 
〇牛山会長 
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ありがとうございます。 
ただいま、事務局から「国土強靱化地域計画」につきましてご報告をいただきましたが、何かご

質問はございますでしょうか。特にございませんでしょうか。 
これは、国からも策定が非常に強く求められている計画で、茅ヶ崎市の防災、国土強靱化という

ことで策定をされたかと思います。よろしいでしょうか。オンラインの両先生、いかがでしょう

か。よろしいでしょうか。 
それでは、報告 1「国土強靱化地域計画素案について」は、以上といたします。 
その他につきまして、委員の皆さまから何かこの際、ご指摘やご意見ございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。事務局、いかがですか。戻してよろしいですか。 

 
〇事務局（脇領課長補佐） 

ありがとうございました。 
事務局からも特にございませんが、今年度については、この 3回で一応令和 4年度は終了という

ことになります。5年度につきましては、また日程調整をさせていただいて、春先に一度開催をさ

せていただければと思っておりますので、また改めてご連絡をさせていただきます。以上でござい

ます。 

 
〇牛山会長 

ありがとうございました。それでは、司会を事務局に改めてお返しいたします。よろしくお願い

します。 

 
〇事務局（岩井課長） 

本日は種々ご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。 
特に実施計画の素案につきましては、大きく 2 つのご意見をいただいたと思っております。１つ

は、この計画そのものへの記載内容とその修正に関わるようなご意見、もう 1つは、この計画に書

いてあるような事業を進めていく上での留意点についてご意見をいただいたと思っております。 
前者につきましては、これから年度末にかけて修正作業を行っていきますので、その中で反映を

させていきたいと考えております。 
またこの後、議員の皆さまとの協議、それから改めてパブリックコメントとして、市民の皆さま

からのご意見をいただいて、必要な修正を加えた上で、年度末にかけて策定を進めていきたいと思

っております。策定した実施計画につきましては、また皆さまにお知らせさせていただきたいと考

えております。本日はどうもありがとうございました。 


