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「市民から給料をもらっている」  

    と自覚している職員は 7割いる？ 

～今号の主な内容～ 

【フォーラムちがさき 第 50号特集】 

そのⅠｐ. 1～：第 1号で人事制度への提案、職員意識は？ 

そのⅡｐ. 4～：これまでの活動成果を振り返って 

そのⅢｐ. 8～：意見交換会等を本当の市民参加にする提案 

【一般記事】 

ｐ. 10…「ちがさき市民オンブズマン」発足 

ｐ. 11…地域コミュニティ組織 佐倉市の事例を見学 

ｐ. 12…旧庁舎短命！解体時に原因究明と市民への公表を 

     ゆかりの人物館 今からでも改善を 

ｐ．14…これが「市議会報告会」なの？まるで行政報告会！   

    クラスター内での地震発生を認識して対策しているか 

ｐ. 15…果たして原発は安全か？ 

ｐ. 16…空飛ぶトラック 健在！      編集後記 

助け合う人たち、自分たちで作るコミュニティ 

1

フォーラム  第 50号  

 ちがさき
  

 みなさんは、市役所に用事があり、窓口や担

当課に行った時にどのような対応を職員にし

てもらっていますか？ 

上記の見出しは、フォーラムちがさき創刊号

で特集した人事制度に関するもので、服部市長

が当選後初めて実施された「第 1 回市民と市長

の対話集会」での「職員の 7 割は、市民から給

与をもらっていると自覚して仕事をしている」

との発言を受けたものです。 

その最初のあいさつで「職員には市民と直接

接して話をし、何が課題なのか出してほしいと

言っている。私自身もみずからできるだけ市民

のみなさんと話し合いをし、これから何が重要

なのかしっかり判断したい。みなさんのご意見

をいただき、できることはすぐに取り組んでい

きたい」とも言われています。 

そのために市の人事制度に対するフォーラ

ムちがさきの最初の提案が行われました。その

後もそれに関連し、市職員の市民対応アンケー

トの実施、平成 16 年に策定された茅ヶ崎市人

材育成基本方針」の特集、市民と職員の常識の

違い、行政の仕事などなどを取り上げ、提案し

てきました。 

そして、この記念の 50 号を発行することに

なった今回、様々な所で職員の劣化が起こって

いるのではないかといういくつもの具体的な

情報がありました。そこで、これらの具体的な

事例を幾つか取り上げ、人事制度に対する成果

がほんとうに上がったのか、それとも市長が言

う 7 割の職員が減少したのか、検証してみたい

と思い、事例を 50 号特集そのⅠに記載しまし

た。また、その 2 として、50 号を記念し、この

12 年の間に行ったフォーラムちがさきの活動

を振り返り、行政への提案（審議会の改善、 

 

PPS の導入、市民参加のあり方、土地利用基本

条例、議会改革、情報共有のあり方、行政評価

の一元化など）等の成果を検証してみることに

しました。 

 

フォーラムちがさき№1から 

市の人事制度に対するフォーラムちがさきの提案 

人事評価制度について…… 

評価制度を導入する場合には、評価時の本人への開

示と話し合いが重要。本人が適正を自覚し、人事に反

映されること、管理職の部下からの評価も必要。 

職員の採用について…… 

採用時に基本的姿勢（意欲、専門的能力等）を見抜

く能力のある人が選考する必要性がある。そのために

選考する側の研修や多様な採用方法を検討すること

が必要である。また、他の人には替えられない専門的 
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職種の採用をきちんと明示する必要がある。 

研修について…… 

必須研修（公務員として、管理職として、法的知識

など）と自己啓発的研修（専門的知識や資格を取るた

め、時代に適応した知識を得るためなど）を受けられ

る制度が必要。現在、研修実施体は、民間企業、大学、

研修センター、財団法人等あらゆる所で行っており、

能動的な研修を受ける制度により、職員の能力は伸ば

せると考える。 

管理職登用制度について…… 

管理職としての能力判定は必要。管理職からの降格

制度も必要。 

 

  

 

 

市民の意見を無視する常套句 

「貴重なご意見ありがとうございます。」 

 この言葉を職員から聴いたことがありますか？ 

 職員が、市民から提案や意見があった時、本当

にそれが貴重で検討に値すると考えて、この発言

をしていたら、市民は行政に対して勇気を出して意

見を言って良かったと思うでしょう。 

 しかし、今の茅ヶ崎では、市民をばかにした言葉

と受け取られています。なぜかというと、この言葉を

言われても、その内容を斟酌されることもなく、無視

される方が多いからです。公務員の常套句でしょう

か。この言葉を口癖のようにいう腰の低い管理職の

方がいます。この方が先日「市民からの意見で、原

案の修正を必要とする意見はなかった。」と説明会

での多くの市民意見を無視することにした発言を

審議会の中で行いました。市民参加は形骸化では

なく、抹殺されました。 

 また先日、自治基本条例のことで窓口を訪れ、条

例の検証について、情報公開を求めながら、確認

してきました。検証は、市民意見交換会を開催し、

パブリックコメントを行うだけとのことだったので、

「現在の意見交換会やパブコメの現状を知っ

ているのか」と聞きました。すると、「市民へ

のアンケートも行うので大丈夫」と言われまし

た。「普段十分な周知をする努力もされていな

いのに、市民にアンケートをとっても無理では

ないかと思います。もしアンケートを取るなら、

その前に十分な周知を行ってほしい」旨発言し

ました。 

すると、そこで女性職員に「貴重なご意見を

ありがとうございます。」と言われました。ほ

んとうに貴重だと思っているのなら、今後しっ

かり市民への周知がされ、その後にアンケート

が実施されるものと期待したいと思います。 

「こんな職員には気をつけよう」リストがほしい 

一般の市民は、行政の窓口に行って、いろいろ

なことを質問する時には、勇気が必要で、だから少

しぐらいのことはいいかと思ってしまうのですが、職

員にはそれが感じられないのでしょうか。私の友人

は、説明会の内容を聞きに行ってあまりの職員の

対応にひどく傷つき、その後に行った防災の担当

職員にはとても親切にされて帰ってきました。そし

て、横暴な職員にはあたりたくないから、いつも職

員と話している私に、「こんな職員には気をつけよ

う」リストと「わかりやすく話してくれる職員」リストを

作ってほしいと言いました。 

市民から給料をもらっていると考える職員が 7割

以上になっているなら、こんなことを市民が考えな

くても大丈夫だと思うのですが、現状は悲惨です。

以前実施したような職員評価の市民アンケートを

大々的に行い、リストをつくることも必要なのかもし

れません。              （村中恵子） 

長い万年塀が生け垣に！ 

工場の緑化を PR するのは誰の仕事？ 

茅ヶ崎市にも、どこの市町村にもあるような事業

者による「工場等緑化推進協議会」があります。茅

ヶ崎市工場等緑化推進協議会の方々は、日々の

事業所内の緑化を推進することはもちろん、年 2回、

清水谷（特別緑地保全地区）の保全作業や相模川

の河畔林の除草等に協力してくださり、それを会報

に記載して周知しています。 

そんな協議会の中でもいつも積極的に協力して

くださっている東海カーボンの県道（丸子中山茅ヶ

崎線）に面した万年塀が取り壊されました。私は、

いつもそこの県道を使っているので、開放感がある

生け垣になるかもしれないと考え、みどり・生け垣

の担当であり、茅ヶ崎市工場等緑化推進協議会の

担当でもある景観みどり課にどのようになるのか、

教えてくれるようにお願いしました。市民に緑化に

ついての周知をする役目があると思ったからです。 

市民検討委員会を！   

これらの検討には市民による検討委員会 

を設けることを提案しています。 
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マネジメント能力を疑う 

びっくりポン！の以下の回答が来ました。 

「東海カーボンの塀が新しく建て替えられていると

のことですが、東海カーボンの工事につきましては、

事業者固有の情報であり、市からお知らせすること

はできません。杓子定規な回答で申し訳ありませ

んが、工事の内容をお知りになりたいようであれば、

直接東海カーボンに問い合わせていただきますよ

うお願いしま

す。」 

この回答は

若い職員から

来たのですが、

担当課長はどう

してこれを出す

ことに同意した

のでしょうか。こ

の塀の工事は茅ヶ崎市に内容が提出されており、

もし事業者が出したくないと言っているならしかた

がありませんが、他の職員が東海カーボンに確認

をした所、「大いに市民に知らせてください。自分

たちも完成予想図があるので、それを工事の場所

に掲示し、積極的に知らせるようにしたい。」との回

答があったそうです。そしてそのあくる日には、フェ

ンスになり、レッドロビンが植栽されるという看板が

立っていました。 

もちろん、私のような市民が各自事業所に次々

と電話をかけ問い合わせることは反対に事業所に

は迷惑でしかありません。そんなことも想像できな

い職員は、自分の仕事でも想像力が働かないので

はないかと危惧すると同時に、管理職のマネジメン

ト能力に疑問を持ちます。 

その後、若い職員から謝罪の電話がありまし

たが、これを機にぜひ市民の側に立った職員に

なってほしいとお願いしました。12 月に入り、

フェンスの垣根は、秋に良い香りの小さな黄色の

花が咲くモクセイが密に植樹されました。(上写真)

これからが楽しみな道路となりました。（村中恵子） 

 

市民説明会の資料を回収し、情報公開さ

せた職員 

電話しようと思っていた・・・。 

資料館が博物館に格上げし、堤の駒寄川の縁

に移転、新築されることが平成 31 年に予定されて

います。この駒寄川で長年活動してきた市民団体

が、担当課である下水道建設課に、川の改修がど

うなるのか聞きたいと、説明会の開催を要望しまし

た。庁内で検討し、日程調整をしていただけるとの

回答だったのですが、約束の日時を 10 日以上過

ぎても何の回答もないので、こちらから電話をした

所、「電話しようと思っていました。」と言われたそう

です。 

その後、開催された説明会では基本計画の資

料が配布され、「このような内容で」との説明があり、

会員はその資料に説明内容等をメモしたりしてい

ました。最後に「これは詳細設計ではないから、変

更もあるかもしれないので、資料は回収させてもら

います」と言われたそうです。みな納得できなかっ

たのですが、資料を返して帰ってきました。その後、

会で相談し、「やはり今の段階での資料はほしい

ね」ということになり、情報公開請求をすることにな

りました。 

決裁が必要なことを知らなかった 

情報公開は、行政総務課の窓口に行き、担当

課に確認して、文書が特定されれば、受け付けて

くれます。数日後、担当課である下水道建設課の

職員が、「資料の用意ができたのですぐに取りに来

てください」、と電話をしてきたそうで、カラーコピー

で出してもらうことになりました。しかし、その日の数

時間後に、留守番電話が 2 回も入っており、「すぐ

には出せないことになったので、今日は無理です。

情報公開での資料請求は上司の決裁が必要だと

知らなかったので、すいません。」との電話だった

そうです。 

内容としてはあまり正確でない資料を作成し、説

明会で使っておきながら、提供せずに回収するこ

とは信じられないことで、自治基本条例の考え方か

らすれば情報提供が行われるべき場面です。そし

て、改めて情報公開請求するのは市民にとっては

面倒なことでお金もかかることだということも考えな

かったこと、情報提供ができるくらいの資料だった

ために、すぐに資料をコピーして渡せると考えてい

たこと、それにもかかわらず、情報公開請求をされ

た場合のシステムさえ知らないようでは、職員とし

てもプロ意識がないと言われても仕方がありません。

どうしてこんな職員が育ってしまうのか、管理職は

考えるべきでしょう。            （村中恵子） 
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ﾌｫｰﾗﾑちがさきの活動成果 

空き部屋を調べる市民、腰の重い職員 

 先日、香川公民館で利用者懇談会が開催されま

した。公民館の将来に関わることで重要な内容で

した。本来は、担当課である社会教育課から正式

な話が行政間であり、公民館としてはいつも協力し

てくれている利用者懇談会の方々に相談し、主体

的に意見を聴くべきだと思います。しかし、今回は

利用者懇談会の方々が、自治会連合会からの呼

びかけに答えて参加したことで分かった内容で、

公民館の移転が問題となったためか、職員はオブ

ザーバーのような形で、その利用者懇談会に参加

されていました。 

 今問題となっている豊かな長寿社会の関係で、

企画経営課がこの問題でも主に地域への対応をし

ていますが、社会教育の現場が分からないために、

単に公民館を新しく建てれば、市民は喜ぶと考え

ているようです。日々地域で民主主義の基礎を知

るような活動を続けている市民には何の相談もなく、

意見も聞かれないひどい話となっています。 

 話し合いの結果、この課題を利用者に理解しても

らうために全体の会合を開こうという話になり、場所 

 公共施設へ PPS導入実現、電力料金が

削減 (第 41号) 

 茅ヶ崎市の公共施設の電力は、2014 年(平成 26

年)10 月より特定規模電気事業者(PPS)に切り替え

られており、1 年が経過しています。これはフォーラ

ムちがさきの提案で実現したものです。 

 PPS の電力は、市本庁舎(新庁舎でも対象)や小・

中学校、4公民館(電圧の関係で 1公民館を除く)など

45 施設で使われています。入札で電力供給の

PPS会社は「Ｆ－Ｐower」(エフパワー )となっています。 

導入の目的は、「環境に配慮したうえで、価格面な

ど本市にとって有利な条件での電力調達により、

本市の財政負担の軽減に寄与する」となっていま

す。従来の電力料金に比べ約 1,000 万円削減で

きると試算しています (実際の削減費はまだ出て

いません) 。 

市の PPS 導入には時間を要しました。フォー

ラムちがさきでこの活動を始めたのは 12 年 3

月からです。当初市は、「メリットがない」と 

を確保しなければならないので、空き部屋を確認し

てくることになりました。「私が調べてくる」と立ち上

がった人は、活動している市民でした。公民館の

空き部屋ですから、職員が調べればすぐにわかる

こと、でも、私の隣にいた職員は二人とも自分が立

つ気持ちはありませんでした。公民館職員とはどん

な仕事をするのでしょうか。香川公民館は職員を甘

やかしすぎか、今まで言ってきたけれど無理だと諦

めたのか、改めて聞いてみたいと思いました。 

コミュニティを豊かに、多くの高齢者に学びの場

を、お互いに学び合い、元気な地域を、どれをとっ

ても反対することではありませんが、それは地域の

方々の話し合いで穏やかな合意が必要です。それ

を無視し、市民を大切にする気持ちがない行政の

施策では、豊かな将来が待っているとは思えませ

ん。現状をどのように認識するか、もう一度立ち止

まって考えてほしいと願っています。 （村中恵子） 

 

以上はほんの一例ですが、何が根本的に欠如している

のか、職員人事基本方針は推進されているのか、自治

基本条例はなぜ根付かないのか、もう一度最初の市長

の言葉に立ち返り考えてほしいと思いました。 

いう見解でした。PPS導入に向けて、市長への要

望書を 2回も出し、市担当課との話し合いも重ねま

した。 

 当初の要望に対する市長の回答は、①市役所本

庁舎などの公共施設は、防災拠点としての重要な

役割があり、電力の供給についての安定性や信頼

性が求められる。(PPS には安定性がないというもので

した。)②CO2排出の増加につながる可能性もある。

③経費削減効果のみを判断基準とすることなく、導

入におけるメリット・デメリットなどを総合的に検討す

る、というものでした。 

 わたしたちは PPS への認識の誤りを指摘する再

要望書を出しました。 

 その後、時間がかかりましたが、市として「PPS の

有効性」を認め、実施は要望書や話し合いから 2

年後になりました。 

「全員協議会資料」ホームページに掲載 
第 45号（第 1号の政策提案実施される！） 

フォーラムちがさきの活動実績の一つに「茅ヶ崎

50号特集 

そのⅡ 
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市議会全員協議会の会議資料」が市ホームペー

ジに 2014年(平成 26年)8月からアップされたことが

あります。 

市が議会に出す「全員協議会の会議資料」(全員

協議会資料)は、ホームページに載る以前は、議員

を通じてもらうケースがほとんどでした。こうした状

況のなか、市民参加条例の「政策提案」を活用して、

フォーラムちがさきで掲載を働きかけました。市の

新しい条例や計画などの施策については、ほぼ毎

月全員協議会資料として作成され、市議会での説

明後は市政情報コーナーにファィルしてありました

が、ホームページへの掲載はなかったのです。全

員協議会資料は、当然のことながら市民生活、市

民活動などに関連の深い内容なので市民として目

を通す必要があることが、ホームページ掲載の働き

かけの動機となりました。 

全員協議会資料の検索は次の手順になります。 

茅ヶ崎市ホームページのトップページの「市政

情報」→「情報公開・個人情報保護」→全員協議

会の概要及び資料 へとすすみます。「全員協議

会では、市が議会と市政に関する重要事項等につ

いて協議するとともに、市政に関する市から議会へ

の報告を行うこととされています。ここでは、開催さ

れた全員協議会の概要と資料を掲載しています」

という説明があります。 

 最新は、15 年(平成 27 年)11 月 16 日で、協議事

項が「茅ヶ崎市立病院の医療機能の拡充（救急・

診療体制の強化に向けた改修及び増築）（案）に

ついて」「（仮称）茅ヶ崎市公共施設等総合管理計

画（素案）について」など 4項目です。 

 たとえば、茅ヶ崎市立病院については「救急・診

療体制の強化等の医療機能拡充に向けた別棟建

設を含む施設改修（案）について」の内容が分かり

ます。 ホームページ掲載第 1 回は、「茅ヶ崎市総

合計画基本構想の中間見直し（素案）について」な

ど 5項目でした。(14年 8月 18日) 

 

違法状態の「有識者会議」の設置 

見直しへ（49号） 

49号で特集した有識者会議の問題は、10月3日

に行われた「市民と市長の対話集会」で、市民から

行政に対する市民自治をないがしろにしている等

の疑問の意見が相次ぎ、行政側は「今回の指摘を

受け、有識者会議のあり方を見直すことになっ

た。」と回答しました。 

 その後、茅ヶ崎市民オンブズマンを後に発足させ

た方々により、10月20日付けで、「国道134号沿線

の活性化に関する有識者会議」に関する監査請求

が提出され、監査委員の合議により、10月26日正

式に受理されました。 

 内容は、「平成27年3月30日に設置した「国道134

号沿線の活性化に関する有識者会議」の実態は

附属機関であり、要綱に基づく設置は、地方自治

法第138条の4第3項に違反する。違反の確認を求

める。有識者会議は附属機関及び附属機関に準

ずる附属機関に該当しないにも拘わらず、委員に

対する報償費として法令等の根拠なく違法に支払

われ、市に損害を与えたため、市長に対し委員に

支払った報償費相当額40万円の損害賠償請求を

求める。」というものです。この監査の結果は、60日

以内ということで、12月11日に監査結果が公表さ

れました。内容は、有識者会議の中身は、十分に

地方自治法に記載がある付属機関であると認定さ

れ、要綱で謝礼を払うことは法律違反ですが、支

出が損害を与えてはいないということで、監査請求

の中身は棄却となりました。しかし、今後はこのよう

な会議を設置する時は、会議のあり方を考え、条

例に則り、設置するようにとの意見が市長宛に出さ

れました。これからは、条例に基づく付属機関とし

て議会を通さなければならなくなったので、今まで

のような付属機関はできません。また、審議会等の

考え方も整理していくことが求められます。 

要綱もなく支払われた委員への謝礼 

ほんとうは、最初の有識者会議である「豊かな長

寿社会に向けたまちづくり有識者会議」（第1回

H25年10月2日）を阻止することができなかったこと

が、その後続々と有識者会議が設置されてしまうこ

とにつながったと、市民としては悔やまれます。 

「豊かな長寿社会に向けたまちづくり有識者会

議」は、その後の要綱を作成して設置された有識

者会議と違い、要綱さえ作成されず、しかも一般の

審議会委員よりも多い交通費を含んだ報償費が謝

礼として払われていたのです。しかし住民監査請

求ができるのは、その出費（最後の会議が8月28

日）がされた日から1年以内とされているため、既に

請求ができなくなっています。 

そして、この会議机上で意見交換・検討された

内容が、報告書としてまとめられ、その内容を受け

て「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」

がH27年2月に行政から出されました。その方針の
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中でモデル地区とされた地域では、そこに住む市

民の生活やコミュニティ、市民活動等を無視して、

複合施設の建設や公民館の移転などの施策が確

定したことのように推進されています。 

しかし法的にも認められないかもしれない会議

による報告書で、茅ヶ崎市の方針が決まり、その施

策で市民が苦しむのはおかしいことではないので

しょうか。今、国が憲法を守らないで法律を作って

しまっていることに疑問を持っている人が多く、民

主主義の危機と捉え、頑張っている方々がいます。

でも、身近な茅ヶ崎市でも同じようなことが起こって

いるし、自分たちの足元であるこの小さな地方自治

体でそれを阻止しなければ、何も実現できないの

ではないかと考えます。 

もう一度自分たちの地方政府である茅ヶ崎市の

民主主義、市民自治のあり方に目を向けてみませ

んか。                    （村中恵子）   

                  

「市民窓口業務等の外部委託」の撤回、

でも・・・・？（45号、46号） 

市民課窓口は、市役所の顔でしょ！ 

 市民窓口業務が外部委託されるということを知っ

たのは、平成 26 年 7 月の茅ヶ崎市議会全員協議

会での説明でした。その内容を聴いてびっくりし、

早急な対応が必要との判断で、①市民にとっても

個人情報を取り扱う重要な窓口のことであり、市民

への十分な情報提供や検討の場を設けること、②

この施策自体に法的な危うさ（足立区の事例あり）

があること、③本来の行政職員のスキルアップが必

要なことなどを意見書にまとめ、18名の賛同を得て、

市長に提出しました。その後、9 月の「市民と市長

の対話集会」でも「問う！市民課窓口業務の外部

委託 このままでいいのか！公共サービスの民営

化」と題して集中的にこの問題を市長と意見交換し

ました。 

 この時は、「これから研究し、実施する場合には

市民の声をよく聞いて実施して行きたい」との回答

だけで、本質的な見直しには言及されず、意見書

の回答も「特に市民参加に関しては必要とは考

えていない、今後足立区の課題が解決したなら、

実施の検討に入りたい」となっていました。 

 しかし足立区の委託契約の変更が実施されると、

11 月の茅ヶ崎市議会全員協議会で「平成 28 年 1

月に新庁舎開設に合わせて実施を予定していた

市民課窓口業務等の外部委託計画を見直すこと

について」の説明があり、ここで外部委託の当分の

間撤回が説明されました。結論は、「外部委託のメ

リットが十分に発揮できると判断できた時点で、市

民課窓口業務等への外部委託導入の可能性につ

いて改めて検討する」となっています。 

なぜ、市民の不安をかきたてるのか 

この施策も、企画調整課が中心で、当初の認識

は行政内部の手法の選択であり、市民に重大な影

響があるとは考えていなかったこと、偽装請負につ

いても認識が甘かったとの見解が当時示され、本

質的な窓口の仕事の改善や職員の配置、専門性

の向上等はしっかり議論されていなかったと認めて

います。しかし、今回総合計画第 3次実施計画（素

案）の茅ヶ崎市経営方針の中に、わからないように

「適正な窓口業務の検討」がやはり企画経営課で

行われ、30 年度を目途に方向性の決定が行われ

ることが示されています。「適正な窓口業務」とは何

なのか、市民のことを考えないのは誰なのか、みな

さんの声を改めて届けてほしいと思います。 

（村中恵子） 

会議の傍聴や資料提供等で一歩前進 

フォーラムちがさきの編集を最初から受け持って

きた立場から、この 12年余の継続と 50号のニュー

スの発行は大変感慨深いものです。この機会に創

刊号からの活動と紙面も振り返って特徴的なことを

取り上げてみます。 

今でも継続的に種々の課題で行政や議会への

要望や意見交換を行っていますが、なかなか思う

ような対応がなされず、真の市民参加への道のり

の遠さを思い知らされています。しかし長い目で見

たときに私たちの果たしてきた役割の大きさも改め

て確認することができます。ここに至るまでのフォー

ラムちがさきと参加メンバーなどによる活動がこれ

らの成果に結びついていることは明らかです。 

第 1 号からの経緯を抜き出してみると次のような

記録が出てきます。 

第 1号(2003年 9月)発行、有志による「市民と市

長の対話集会」を初めて開催。 

第 2号(2003年 12月)茅ヶ崎市議アンケート、県

下 19市の議会の実態調査結果を公表。 

第5号(2004年9月)「教育委員会を傍聴する会」

を立ち上げて傍聴記録を取る(次ページ参照)。 

第 6号(2004年 12月)市民参加で自治基本条例

を制定するよう申し入れ。     
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自治基本条例市民検討委員に加わり数年がか

りで基本条例の制定・施行(2010 年 4 月)にこぎ着

ける。引き続き市民参加条例の制定・施行(2014年

4月)に参加。 

会議の傍聴で思い出すのは、上記第 5 号発行

のころの教

育 委 員 会

傍聴のこと

です。会議

自 体 の 開

催 予 定 が

広報やホー

ムページに

載らないで、

「市役所に

張り出した

ポスターを

見て下さい」という状況でした。また傍聴希望者は

開会の 15 分前までに申し込みが必要など傍聴自

体が大変で、資料の配付も無く、委員の発言を聞

くだけという状況でした。 

このようなところから出発して、市民参加による自

治基本条例・市民参加条例の制定が実現し、アク

ションプランの実施状況、自治基本条例の検証を

見届けてきたことなど、市民の継続的な市政参加

の努力が茅ヶ崎市政や議会を徐々に変革すること

に大きく寄与したことと思います。 

自治基本条例・議会基本条例・市民参加条例な

ど一通りの市民参加の条例が整い、また自治基本

条例の定着・推進を目指した「アクションプランの

策定とフォロー」条例自体の定期的な検証も実施

されています。市民参加条例制定記念の講演会

でも「茅ヶ崎の自治基本条例は日常的に生きてい

る」と、茅ヶ崎市での市民参加の環境と取り組みは

他市と比べると進んでいるとの評価もありました。 

その後第 41号(2013年 9月)で取り上げた、議会

での請願・陳情の取り扱いでは、締め切りが他市よ

りかなり早く、議会でその趣旨説明の陳述ができな

いなど、近隣市と比べても遅れた状態がありました。

議会の問題ではフォーラムちがさきも参加している

「開かれた議会連絡会」での各市の取り組みの比

較や相互に傍聴参加して情報交換・意見交換など

も継続して行ってきました。また茅ヶ崎では自治基

本条例市民の会や市民と市長の対話集会を進め

る会との連携した取り組みもあります。当時は遅れ

が目立つ状態でしたが、市民の取り組みと他市に

後押しされたこともあって、請願等の受付締切や陳

情者の趣旨説明など、現在ではほぼ近隣市と並ぶ

状況になっているようです。                                                                                     

議会・委員会での録音や写真撮影などでは前

進が見られせんが、不十分さはあるものの、審議

会なども含めて「原則公開」が行われるようになり、

傍聴参加の制限や不自由さが少なくなり、 会議資

料の提供でもかなり前進していると言えます。残さ

れているのは会議録などの情報公開の質と内容、

その時期などで不十分さが残っています。 

茅ヶ崎市でも「市民オンブズマン」が再発足しま

した。これまでの関係諸団体とも連携を計りながら、

市政や議会のチェックや要望取り組み図りながら

進めめたいと思います。           (青木有倶) 

 

行政評価の見直しの提案 (第 48 号) 

 フォーラムちがさきとして、自治基本条例が施行

されてから、行政評価とはどうあるべきか、様々な

調査、検討を行い、それを元に、昨年 11 月と今年

4月には、企画経営課との勉強会を行いました。市

民も職員も納得できる内容で仕事を増やさない行

政評価とはどうしたらよいか、すぐに実施できるもの

はありません。そこで、5月に提案書の形で、3つの

提案（①基本とする評価シートの改善②各計画と

審議会の見直しと最小限の評価③目的にあった

評価内容の書き方の改善）を行い、その内容を実

施する検討の場として、権限を与えたプロジェクト

を設置することを提案しました。 

 これに対する市長の回答は、「従来から考えてお

り、職員からも改善の必要性が上がっているので、

できるだけ早い時期にプロジェクトを設置したい」と

の内容でした。それから 6 カ月、企画経営課は本

来の業務以外が忙しく、未だにプロジェクトは設置

されていません。          （村中恵子） 

 

審議会の改革は、ツギハギだらけ 

傍聴のルールは、市民の力で改善される  

(第 35号、44号) 

行政評価との整合性も図らなければならな

い審議会の改革は、「茅ヶ崎市の急務」と市民

は考えています。十年近く前から審議会の課題

は指摘していますが、2011 年 11 月の意見交換

で現在の山崎副市長が「審議会の見直し（統

合・充実）」を約束されました。その後、2012

☆教育委員会傍聴の記録☆ 

2004年           (№5記載) 

5月 26日：傍聴想定せず､受付もなし 

6月 17日：受付は出来たが、会議資料 

の傍聴者への公表はなし 

7月 26日：会議資料の閲覧が可能に 

教育委員との意見交換できず 

8月 5日(臨時会)：小学校教科書採択 

        初めて委員発言が活発だった 

8月 19日：予算関連で傍聴は総て不可 
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意見交換会等を本当の市 

民参加にするための提案 

年 2 月の「市民と市長の対話集会」で現役審議

会委員からの問題提起が多数あり、主催者から

も審議会委員の選出方法、事務局の運営、会議

録の作成、傍聴の方法などの具体的な改善方法

と共通ルールの明確化の提案がされました。 

 すぐに具体化できることとして、傍聴のルー

ルの改善がなされ、出入り自由となり、会議の

前から入室できるようになり、資料も持ち帰る

ことができるようになりました。今は普通のこ

とですが、これも市民の粘り強い提案で実施さ

れたものです。 

統廃合は前途多難 

審議会の統廃合については、各担当課に照会

がかけられ、検討されましたが、結果としてほ

とんど変化はありませんでした。自分の課で持

っている審議会を廃止することは考えたくな

いのが担当課だと思います。しかしその段階で

付属機関としての審議会及びそれに準ずる付

属機関は、70 に上っていました。 

 その後、2014 年 4 月の段階で、企画経営課

から「審議会のありかたの検討について」が示

され、改善についての意見交換を行ってきてお

りましたが、その間に、以前あった「茅ヶ崎市

審議会等設置運営要綱」は廃止され、市民参加

条例の中に審議会の公募の部分だけが規定さ

れ、事務取扱の部分は「茅ヶ崎市審議会等設置

等事務取扱要綱」として行政から出されました。

その内容は会議録についても記載がなく、会議

の非公開についても規定がないため、今後担当

課が別途規定していくことになりました。 

 審議会の改革は進まず、以前よりツギハギだ

らけのきまりとなり、審議会の内容どころか、

市民にとっても職員にとっても審議会のルー

ルや運営方法がすべてわかる方法がなくなっ 

 「今回だけなく、意見交換会の機会をもっと

多くつくってほしい」という強い要望が市民か

ら出されました。これは茅ヶ崎市が開いた条例

見直しの説明会でのことでした。これに対し市

は「開きます」とは答えませんでした。そのは

ずです。パブッリクコメントの実施の時期が隙

てしまいました。 

茅ヶ崎らしい審議会のあり方を条例に 

 そのため、先日 11 月 25 日に改めて審議会に

ついての意見交換会を企画経営課と行いまし

審議会に関する改革の進展はなく、11 月中に以

前と同じような照会を各担当課にかけていき、

統廃合の可能性を見ていくとのことでした。 

今回は担当課が自分の審議会が法定設置か、

任意だけれど条例の規定があるか、あるいは全

くの任意なのか、担当課が把握していない現状

があったのでそこに焦点を当てて調査をする

とのことでした。 

 また、有識者会議についての住民監査請求が

出ているために、付属機関としての審議会のみ

を念頭に置き、要綱での、準ずる付属機関につ

いては、監査の結果を基に改めて検討課題とす

るようです。 

 先に書きましたが、各計画と審議会の関係、

各計画の進捗状況や行政評価を審議会が行う

のかどうか、なども重要な審議会改革の内容で

す。そのために茅ヶ崎市としてのすっきりした

審議会の基本的な方針を、他市に先駆けてしっ

かり条例等で示す必要があるのではないかと

考えます。また、これによって、行政改革も進

み、無駄な計画をなくし、審議会の独立性（事

務局からの）が担保され、本当の首長の諮問機

関としての柔軟な活動が行えるような審議会

に生まれ変わることを期待したいと思います。 

審議会の公募委員が、自分のことを「一般の

市民であり、お客さんだから難しいことは分か

らない。」と発言するような委員を出さないた

めにも、この課題は今後も継続して関わってい

きたいと考えています。   （村中恵子） 

 

間なく決められており、そんな余裕がなかった

からでしょう。条例の見直しを進める段階で、

「市民とじっくり意見交換会などをして案を

つくりあげる」という発想がありませんでした。

市は条例の素案をつくり、意見交換会を開き、

それが終わるとパブッリクコメントなどを実

50号特集 

そのⅢ 
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施し、条例制定に持ち込んでいます。市民参加

の推進条例があるのに、わたしは納得できませ

ん。今回は、意見交換会について市民参加の視

点から考えます。 

市民の声活かされているの？ 

 市民参加条例が施行されてから、意見交換会

とパブッリクコメントをセットでおこなうケ

ースが増えています。これは歓迎すべきことで

す。しかし、この市民参加が「実施した」とい

う実績をつくるだけのように見えます。「アリ

バイづくり」という人もいます。この 10 月に

実施した「市民と市長の対話集会」も「形骸化

する市民参加」のテーマで話し合いました。こ

こでも形骸化の実態が多くの市民から指摘さ

れました。形骸化は解決を急がなければならな

い問題です。 

 ここでは「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進

に関する条例」（みどりの条例）と「新たな地

域コミュニティの取り組みに関する条例」（コ

ミュニティ条例）の制定等に向けた意見交換会

で感じたことをもとに改善してほしいことを

提案します。これが今後の条例や計画づくりな

どの意見交換会に活かされることを願ってい

ます。 

 みどりの条例の説明会は、11 月に 2 回開かれ

ました。意見交換会ではなく説明会です。自治

基本条例逐条解説では、説明会は「伝える」こ

と、意見交換会は「対話」に重点が置かれてい

るとありました。説明会は「市民参加」という

ことからニュアンスが違います。なぜ、みどり

の条例の場合は説明会にしたのでしょうか、意

見交換会にできなかったのでしょうか。「より

よい条例にするために市民の発想を活かす」こ

とが大切です。条例素案を説明して終わりにし

てほしくありません。 

過密なスケジュール 

 条例の制定に向けて、市民が参加し十分な意

見を言い、議論ができるようになっているでし

ょうか。スケジュールを見ても疑問に感じます。

説明会のあと 2 月にはパブリックコメントを行

い、その後、みどり審議会への報告、全員協議

会への報告、検察庁協議(罰則規定があるため)な

どがあり、来年の 9 月には市議会へ上程の予定

です。このような過密なスケジュールは、迅速

にことを進めるという考えが市にはあるよう

です。この迅速さが市民参加をないがしろにす

るようでは本末転倒です。  

条例は「市民と市の合意をつくり施行する」

ことが、自治基本条例ならびに市民参加条例で

定められていることです。しかし、コミュニテ

ィ条例もみどりの条例もそれが活かされてい

ません。 

コミュニティ条例は、いくつもの疑問を残し

たまま市議会で議決され、来年 4 月には施行さ

れます。 

その疑問につぎのようなものがあります。①

コミュニティは、そこに住む人々の日常的な活

動からつくられていくものです。これはコミュ

ニティの基本中の基本です。コミュニティにつ

いて行政が指示するものではありません。市の

条件に合致すると市が認定することも納得で

きません。②コミュニティの範囲を市は市内 12

地区としています。そこに住む人の意向より、

市の都合で範囲を決めていますが、これも取る

べき方法でありません。③コミュニティのメン

バーは、自治会の役員や各種団体の役員ではあ

りません。住んでいる市民・個人が構成の主体

です。そのなかに自治会の役員をしている人が

いるかもしれませが…。 

市のコミュニティに関する疑問を並列的に

書きましたが、範囲や構成メンバー等は独立し

たものではなく深く重なりあっています。 

そのほかにも多くの疑問がありますが、上に

挙げたものだけでも十分な議論が必要ですが、

それがされていません。 

コミュニティは、地域に住んでいる人々が、

自分たちの地域のことを考え、そのことを自分

たちの責任で実行し、解決することから始まる

と考えます。市長の仕事は「市民の負託に応え、

地域でできないことをする」ということです。 

提案を真摯に受け止めて 

 みどりの条例についてもいくつかの疑問が

あります。①この条例はどのような基本的な姿

勢で改定することになったかを示す市民への

メッセージとなる「前文」が必要です。それを

入れない理由が分かりませんし、それをいれる

べきです。②「地権者等」の責務がありません。

「みどりの保全地区」「保存樹林」「保存樹木」

などを推進するためには、地権者等の責務はか
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かせません。③条例改定で「みどりの基本計画

の策定」が法律で義務付けられることになりま

す。これを明確にすることです。みどりの条例

はこれからパブッリクコメントもあるので説

明会等の意見は活かされるでしょうが…。 

11 月に実施した 2 回目の説明会は、予定時間

になったからとして終了し、質問ができない人

もおり、不満が残った会でした。このため、質

問や意見は、電子メール等で担当課に送ること

になりました。 

 さらに、環境市民会議ちがさきエコワーク・

茅ヶ崎の自然環境を考える会では、市民の意見

を活かしてもらうために市長あての要望書を

出しています。こんな状況にもなっています。 

自治基本条例第 16 条 4 には「市は、市民参

加により提出された意見、提案等を多角的かつ

総合的に検討し、市政に反映させるよう努めな

ければならない」とあります。逐条解説の説明

では、条文と同じことを繰り返していますが、

具体的な手続きとして「市民参加条例に『政策

提案』が定められています」とあります。この

説明は、「多角的かつ総合的に検討し、市政に

反映させるよう努めなければならない」ことが

活かされておらず、「政策提案」にすり変えら

れているようです。この条文は市民参加の基本

です。「絵に描いた餅にならない」ように市に

対処を促す必要があります。さらに、市民参加

条例にも、市民参加条例の規則にも第 16 条 4

項より具体的なことは定めてありません。 

 市民と市の合意づくり 

 実際の意見交換会等では「市民の提案などは

活かされているのだろうか」という疑問が残っ

ています。市民の意見や提案などを活かすため

に条例や規則などをもっと具体化しておくと

いうことが今後の課題となると思います。 

 ひとつは、条例や計画などの意見交換会など

を実施した場合、その場で市は「新たに付け加

えること」を明らかにすることです。また、「新

たに付け加えることがない」場合もその旨を明

らかにすることです。 

 もう一つは、出席した市民に市の提案事項に

疑問が残った場合は、つぎの方法で疑問を解消

し、合意をつくります。コミュニティ条例とみ

どりの条例で、疑問、つまり合意がえられなか

った例を挙げましたが、意見交換会において出

席者にそのような疑問が残った場合、これを解

明するために、出席者の過半数の同意があれば、

おおむね 1 カ月以内に意見交換会を開き、当該

の問題の合意ができるようにつとめる、という

しくみをつくってはどうかというものです。 

 高齢社会そして少子化はますます進みます。

これからの地域を、茅ヶ崎をつくっていくには、

さらなる市民の参加によって、市民と市が協働

して地域づくりをしていく必要があることは、

いまさらわたしがいうことではありません。 

 意見交換会だけを見ても市の対応は心許な

い感じです。自治基本条例が活かされる市政と

なるように一市民として提案を続けたいと思

っています。        (浜村 高登) 

 

「ちがさき市民オンブズマン」発足 

 11 月 11 日（水）、「ちがさき市民オンブズマ

ン」の発足式が行われました。発起人代表の本

間さんは、神奈川市民オンブズマンをされてい

る方で、今までも数々の行政・議会への監査請

求などをされた方です。茅ヶ崎市でも以前、市

民オンブズマンをされていましたが、今回再度

市民オンブズマンを共同代表の中村さんと立

ち 上 げ た

ものです。 

 オ ン ブ

ズ マ ン に

ついては、

茅 ヶ 崎 市

で も 必 要

で は な い

か と の 意

見 は 今 ま

で も 市 民

か ら 出 て

いました。自治基本条例の策定過程で市民案の

中に、「苦情処理・救済機関の設置」が記載さ

れていました。これはスウェーデンのオンブズ

パーソン制度を元に、独立性、簡易性、迅速性

を重視して提案されたものでが、この案は行政

から受け入れられませんでした。 

 今回発足した市民オンブズマンは、行政運営

の監視を行い、是正を求めていくために徹底的
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な情報公開を行い、市政を正していきたいとし

ており、行政の監視機能を十分果たしていない

議会も対象とするとしています。今後の茅ヶ崎

の経済状況を考えると、民間活力と言いながら、

ハコモノや複合施設を次々と建設していく計

画がありますが、将来に多くの負担を残すので

はないかと危惧されています。これからの茅ヶ

崎市のまちづくりを、市民オンブズマンの方々

と連携していくことにより、より良い茅ヶ崎市

になるような動きを市民としても考えたいと

思います。          （村中恵子） 

  

地域コミュニティ組織と活動 

佐倉市の事例を見学 

フォーラムちがさきでは、「まちぢから協議

会」の制度を条例で定めて地域コミュニティの

活動を方向付けすることの問題点を指摘し、他

市情報も併せてこれまで 4 回にわたって連載し

てきました。意見交換会やパブリックコメント

でもフォーラムちがさきと同様な指摘が市民

からあったものの、市は既定の考え方を見直す

ことをせず、「地域コミュニティの認定等に関

する条例」を 9 月議会に提案し、多数で可決(内

容は前号に掲載)され、「まちぢから協議会」の

本格実施への準備が進められています。しかし

モデル地区としてスタートしたところでも、こ

れまでの地区の諸組織を維持しながら、屋上屋

を重ねる形で新しい大きな組織を運営するこ

との負担が役員に加わってくることに苦労し

ている状況もあります。これは次に述べる視察

研修の時にも両市のメンバーから共通の悩み

として打ち明けられていました。 

今年の自治会連絡協議会の視察研修は 10 月

下旬に行われ、茅ヶ崎市と同種の取り組みを進

めている千葉県佐倉市を訪れました。条例によ

って市が認証する新しい地域組織づくりを呼

びかけ、市民との協働で地域課題に取り組むと

いう基本は同じ考えに立っています。 

佐倉市の場合、条例(佐倉市市民協働の推進に

関する条例)は平成 19 年 9 月に施行されていま

す。各地区の組織は「地域まちづくり協議会」

などとなっていて、一定の条件に該当する場合

に市が認証する形になっていて、その形は茅ヶ

崎市と同様と言えます。もっとも「認証」の具

体的な基準などは規則で制定なので詳細は分

かりません。しかし当日説明のあった具体的な

組織の内容と運営については、茅ヶ崎市との目

立ったちがいがいくつかあり、参考になりまし

た。その実情をレポートします。 

佐倉市での取り組みの特徴 

茅ヶ崎市とのちがいの主なところは、地区の

区分を小学校区単位としていること、組織作り

や運営について市が推進することに慎重で、地

域の自主性を大事にする姿勢を堅持している

こと、市の段階の連絡組織を作っていないこと、

補助金・人件費で割合抑制的な姿勢を取ってい

ることなどが特徴です。それらについて少し詳

しく記載します。 

1) 地域割りが小学校区単位となっていること 

佐倉市でもこれまでは小学校区単位の地域設

定はなかったが、今回のまちづくり協議会を

作る上で小学校区単位とするべく、再編成し

たということです。自治会が複数の小学校区

にまたがっているケースでは、それぞれの自

治会がどの小学校区を選ぶかを決めていると

のことでした。 

2) 協議会の設立や運営は地区の自主性を尊重 

平成 19 年に条例が施行されて 8 年経ちます

が、対象の 23 地区(学区)のうち、協議会が成

立しているのは 14 地区で、9 地区はまだ成立

していないとのこと。設立や運営は地域の自

主性に委ねるとしていて、市が誘導したり設

立を急がせるようなことはせず、また運営に

ついても担当職員は地区から声が掛かれば出

向くが、市の担当職員が積極的に出ていくこ

とはしていないとのことでした。小学校区単

位のため、活動の拠点は小学校になっていて、

学校や生徒との繋がりは深いようです。 

3) 茅ヶ崎市では「まちぢから協議会」のスタ

ートに合わせて、市の段階での「まちぢから

協議会連絡会」を作り、従来の自治会連絡協

議会を解消する方向で議論が進んでいます。

佐倉市ではまちづくり協議会の市全体の連

絡会は現在ないし、また今後も作る考えはな

いとのことでした。 

4) 事業や人件費への補助について 

地区事業への補助金は総額で年間 90 万円、

茅ヶ崎市が想定している 200 万円の半分以下

で、また人件費への補助は法的な問題点も踏

まえて、支出しないことにしているとのこと
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でした。 

5) 公募の委員の募集 

公募委員はオープンに募集しているが参加は

あまり多くなく、個別に呼びかけて参加して

もらっているとのことでした。 

(茅ヶ崎市ではモデル地区でもこれまで公募

委員の募集を行っていません。) 

6) 茅ヶ崎市とも共通する課題 

佐倉市でもこの組織によって新しい活動の担

い手が増えたかというと、なかなかそうはな

らず、旧来の組織の役員が主に携わっている

ことは、茅ヶ崎市の場合とあまり変わりない

ようです。 

佐倉市の事例を見学しての感想 

このような施策は政府が提唱し、推進してい

るものであり、かなり多くの自治体で同種の取

り組みが行われているようです。しかし取り組

みの仕方は自治体によってかなり違いがある

ことは事実です。 

地域のコミュニティ活動をどのように活性

化するかは共通の課題ですが、それを行政が率

先して取り上げ、リードするやり方は、本来の

コミュニティ活動の活性化とは異なります。あ

くまでそれぞれ自主的に作られた組織が、工夫

と努力を重ねて活動を展開して課題を解決す

ることが基本で、行政はそれを下支えすること

に徹するのが望ましいやり方です。(青木有倶) 

 

何故40年足らずで取り壊し？    

解体時に原因究明し 市民に公表を！ 

12月5日、連絡を受けて、茅ケ崎市の新庁舎を

見学に行って来ました。 

係員のお話によると、総工費74億5千万円で、

予算通りに竣工したとのことです。当日は多く

の市民が新装なった庁舎を各階縦横に歩いて、

自分達市民の税金でこんな市庁舎が出来た、と

誇らしげでしたが、殆どが借金である市債で賄

われていることを知ればこんなにニコニコと

出来ないのではな

いでしょうか！ 

 平成27年1月4日

に新庁舎は開庁す

るそうです。冒頭に

書き出しましたよ

うに、旧庁舎が何故、40年間も持たなかったの

か？これは現在でも理由が判りません。当時の

建設の際の書類が一切破棄されていたのです。

元請け業者は竹中工務店の横浜支店というこ

とは判りましたが、市庁舎建設の当時の担当課

長のお話によると、肝心の工事の指図書も下請

け業者に関する情報も全て、15年経ったので、

内規である文書処理方法に従い焼却したとの

ことでした。 それでも実際に旧庁舎はＩＳ値

が2～3という階も有り、ここで働く職員や訪れ

る市民のために、新庁舎を建設せざるを得なか

ったのですが、今、旧庁舎を取り壊す時に隠さ

れた欠陥を調査する機会が得られるのです。 

 今、新聞紙上で話題となっている三井建設と

旭化成グループが横浜に建設した欠陥マンシ

ョンのコンクリートパイルの打ち込み不足問

題をきっかけに、全国規模でコンクリートパイ

ルの打ち込み不足が調査され発覚しています

が、ちがさき旧庁舎のフロアーの傾き、壁のひ

び割れは何だったのでしょうか？これから始

まる旧庁舎取り壊し工事の際に欠陥を調査し

て市民に教えて欲しいのです。「もう済んだこ

とだから、」と思う人もいるでしょうが、「服

部市長にだけは欠陥旧庁舎のために市民に将

来的に大きな負担をさせる新庁舎を立てざる

を得なかった原因の調査を積極的に推し進め

て欲しいのです。」         (山下憲三) 

ゆかりの人物館 今からでも改善を 

 我が家から歩いて20分ほどなのですが、開館

日が金・土・日と限られているとなかなか都合

がつけられません。友人たちと約束をして気持

よく晴れた10月の土曜日に行ってきました。 

 隣の開高健記念館がオープンした頃ラチエ

ン通りに面した家々の奥は、樹木に囲まれたひ

っそりとしたお屋敷という感じでした。その一

部？を市が取得してできたゆかりの人物館で

す。新しく植樹した様々な木に囲まれた通路を

たどると展示館に入ります。 

パンフレットによれば「別荘文化を色濃く反

映した木の温もりを感じる平屋2棟と豊かな植

栽に彩られた庭園が自慢」だということです。 

 玄関を入るとすぐ茅ヶ崎市史刊行物が入れ

てあるラックがあって、『ヒストリアちがさき

－特集「ちがさきとゆかりの人物（1）」』と
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いうのがありました。表紙は映画監督小津安二

郎、目次をみると南湖院創設者高田耕安、茅ヶ

崎柳島生まれの文人藤間柳庵などの名前があ

ります。2015年3月発行で（1）というから次号

は誰を取り上げるのかなと思い、200円と手ご

ろなお値段なので、買いたいと思ったら「当館

にはおいていない」と。残念1。 

 訪ねたのは10月でしたが、展示物が最初はス

ポーツ選手中心、今回は歌手、宇宙飛行士など

に入れ替わっていました。何れも市民栄誉賞を

受賞した8名の方々です。ヒストリアちがさき

で取り上げたゆかりの人物名は、全くありませ

んでした。 

 スポーツ選手の記念のボールやステージ衣

装・コンサートの写真などあまり興味のわくも

のがなく、多目的館へ。市内の小学生がプレオ

ープンの時杉山愛さん等にインタビューした

ことを「茅ヶ崎タイムズ」（壁新聞）にして展

示してありました。 

 この多目的館では今年の夏国立天文台ハワ

イ観測所所長さんの講演会、子どもたち向けの

夏の夜空の観望会・ワークショップなどが開か

れたようです（ウェブサイト）。 

宇宙飛行士を輩出した自治体として好企画

でしたが、2月のプレオープンから早や8か月、

この展示でどれだけの人が来館するのかと疑

問が湧きました。土地取得に3億、建築に2億と

か。 

 12月議会で、来館者は5000人と聞きました。 

「この数を多いとするか、少ないとする

か．．．、」と質問した議員はごまかしていま

したが、少ないに決まっています。イベント以

外の平均来館者数を発表しないという狡さを

突っ込んで欲しいです。 

 多目的館は市民の学習の場として、またウッ

ド・デッキは市民の憩いの場に最適、お弁当で

も持って来ますか．．．と思い尋ねてみると、

貸し出しはしないとのこと。残念2 

 お隣の開高健記念館も見学しました。ここは

茅ヶ崎市が管理し、開高健を記念する会の方々

が運営しているそうです。 

 私は彼の作品を好んで読んではいませんし、

あの大きな魚を釣る冒険家（間違っていたらご

めんなさい）にも興味はありませんでした。し

かし、自筆の原稿、随筆や写真に、戦後の日本

のあり方を、傍観者としてではなく生き抜いた

哲学を感じて、初めてではないのに見入ってし

まいました。何度でも来たくなるものを、市外

からも訪れたくなるものをつくらなければ、

「ひとを知る、茅ヶ崎を感じる 市民の憩いの場 

生涯学習の場」というパンフレットのうたい文

句が空々しいばかりです。 

 同じ時代に作家として活躍し、ベ平連で開高

と共に活動した城山三郎氏も茅ヶ崎在住の方

でした。亡くなられたあと、城山三郎愛好会の

グループができて、ゆかりの人物館検討委員に

応募したが選に漏れたと聞きました。 

 ヒストリアちがさきの編集後記に、ゆかりの

人物館が「茅ヶ崎の歴史や文化をさらに深く学

ぶ場になることが期待されます」と書かれてい

ます。作った以上は今からでも遅くはない、

様々な考え方の市民が侃々諤々意見を戦わし

て、良いものにしていって欲しいと節に願うも

のです。               

茅ヶ崎市史刊行物を買うには 

 茅ヶ崎市史刊行物は、2015年8月15日現在で

53冊が文化生涯学習部生涯学習課市史編纂担

当で発行されています。「ヒストリアちがさき

7号」を茅ヶ崎ゆかりの人物館と小和田公民館

で見ましたが、販売はしていません。小和田公

民館の方が生涯学習課に問い合わせてくださ

いましたところ、在庫があるということでした。

そこで生涯学習課に行きました。 

私：「ヒストリアちがさき7号を下さい」 

職員1：書棚を探して「ありません」 

私：「公民館でこちらに問い合わせてもらって

“ある”というので来ましたが？」 

職員2：「少しお待ちください」 

しばらくすると別の職員が廊下をあたふたと

やってきて室の奥へと消えた。 

職員1：「お待たせしました。ありました」 

職員1，2「申し訳ございません」 

私：カウンターにある刊行物一覧を見て「これ

らのパンフは図書館に行けば全部閲覧できま

すか？」 

職員1：「さあ～？ここには全部揃っています。

ご覧になれます」 

私：「机も椅子も無く、職員に囲まれて読む？」 

図書館にある・無しも知らない？何のために発

行しているの？」と言いたかったが止めた。 

帰宅して夫に報告したら「茅ヶ崎の職員は優し
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い市民が多いみたいで良かったね」ですと！ 

図書館も調べなくては。   (岡本信子) 

 

これが「市議会報告・意見交換会」なの? 

まるで行政報告会みたい 

「議会基本条例」が施行されて約4年強、市民に

開かれた市議会運営を目指すはずの「議会報告・意

見交換会」に大いに期待して、11月5、6日に2つの

同会に初めて参加しました(筆者は新参市民のた

め)。市民参加者数はどちらも15～20名と少数でし

た。結果はこれではまるで市主催の「行政報告会」

の類と同じではないかと大変失望。 議会基本条例

と照らし合わせた所感の要点は以下の通りです。 

まず「議会報告会」ですが、正に市の行政報告・

広報と同じです。2元代表の一方である「議会側」

がどのように意見提案し、結果(採用されず残され

た問題点なども)がどうであったかの明確な説明が

ほとんどありません。また、議会内部でも会派ある

いは議員個人間で異なる考え方があって当然で、本

議会前に委員会内あるいは議会内有志でどのよう

な意見交換・議論があったのかの説明もありません。

「基本条例」に明記されているように個人プレーに

終始することなく、より良い高い思索を得るために

は「議員相互の自由討議の推進」が極めて重要です

が、そのプロセスの紹介もありません。全くやって

いないのかもしれませんが闇の中です。報告会でも

前のテーブルに並んでらっしゃる6～ 7人の委員議

員さんたちは自ら積極的に発言することもあまり

なく妙に静かです、 

何故か互いに遠慮しあっているような?? 選挙戦

の折のあのホットな情熱的姿勢はどこに消えたの

でしょうか? これでは相変わらず「不透明」な存在

で、市民にとって高い信頼は得られないでしょう。

やはり「基本条例」にうたわれている「議会活動の

透明性の確保」を実現させ、且つ「自らの活動を積

極的に情報提供」するよう真摯に努めるべきではあ

りませんか?せっかくの機会の報告会ですから一層

の姿勢と運営の改革を望みます。 

次に「意見交換会」ですが、敢えて一言で表すと

「交換会」ではなく「意見承り会」でした。両回と

も座長(司会議員)さんが先ず「時間の関係で質問・

要望は承るだけに留めさせていただきます」と宣言

されるのです！まあ真摯に承って頂くだけでも有

難いのかもしれませんが、それなら直接行政窓口に

言った方が早いようにも思います。 そうではなく、

市民は基本条例に記載されているように一般市民

より「不断の研鑽」をなされていて広い見識をお持

ちのはずの議員さんたちに質問・要望を投げかけ、

たとえ議員さん間で考え方が食い違っても積極的

にご意見を聞かせて欲しいのです。そこで初めて市

民との多様な意見交換・議論がなされ、市民、議員

ともに自らの問題認識・課題考察をブラッシュアッ

プさせてこそ、やはり基本条例でうたう「積極的な

政策立案・提言」、即ちより良い議会、市政運営を

創っていくことに繋がるのではないでしょうか? 

会の時間設定、進め方、開催回数などの工夫検討を

して、より有効な「意見交換会」になるよう改革を

期待します。 

最後に「議会報告・意見交換会」の全体としてで

すが、もっとホットで熱意の感じられる魅力的な議

論の場にして頂きたい。市民参加者の中には非常に

熱々の発言をされる方もいらっしゃいますが、議員

さん方はよく言えば冷静沈着なんですねえ。辛く言

えば義務だからそこに座っているように感じてし

まうのです。市民側の意見だって浅い認識による間

違いだってあるはずです。議員さん方もただ黙って

聴き留めるだけでなく、もっと市政に対する熱い想

いを発揮して欲しいと願います。そうでないと、市

民の方たちの会への参加の意欲も萎んでしまうと

危惧します。筆者の認識未熟による杞憂であればよ

いのですが・・・。        (谷千束) 

 

市はクラスター内での地震火災の発生を

認識して対策を立てているのでしょうか？ 

先日、茅ケ崎市は「茅ケ崎市地域防災計画の

修正について」という名目のパブリックコメン

トを募集しました。その内容を見ると、現在、

茅ケ崎市民の多くが不安を持っている海岸地

区のクラスターに関しては、「修正案の中では

従来の地域に加えて約250棟が新たに増えた」

との記述があるだけで、大地震が起きた場合、

どのように危険が生じるか、市はこの危険から

市民を守るため、どのような対策を立て実行す

るかについては一行も書かれていませんでし

た。大地震が不幸

にして起き、クラ

スターの中で火災

が起きた場合、「茅

ヶ崎市長は自治会 

 ←阪神淡路大震災  
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に配布してある500台の簡易消火ホースで、市

民に類焼を防ぐ消火活動を行え」というのでし

ょうか。市長は戦後生まれのため知らないと思

いますが、戦争当時は米国の日本焦土作戦で、

多くの都市が焼夷弾に焼かれて、この火を消す

ために国民が火叩き棒とバケツリレーで消火

作業をし、多くの国民が火炎に巻かれて焼死し

た事実が多くあるのです。それだけ大きな火災

に対する消火作業は危険が伴うので、最近は一

般の市民には消火作業に従事させないように、

消防局は通達を出している程です。都市防災の

専門家のお話しでは「この対策は補助的なもの

で、それよりも基本的には都市計画で、防災道

路を設定し、クラスターを分解することに行政

は力を注ぐべきである。」と述べています。神

奈川県が地震火災危険都市として先ず第一に

茅ヶ崎市を挙げ、その対策の検討と実施を警告

しているのに、5年間抜本的な対策を立てず、

市民に危険が及ぶかもしれない簡易消火ホー

スに頼るとはどういうことでしょうか。 

茅ヶ崎市に巨大な地震があり、海岸地区の住

宅のクラスターに火災が起きるとすれば、恐ら

く阪神淡路大震災における上図の神戸市のよ

うな状態になるのではと思います。当時、神戸

市ではどんなことが起きたのでしょうか？今

になって神戸市役所では防災担当が当時どう

すれば良かったのか？恐らく反省を重ねてい

られると思います。このお話を伺いに茅ケ崎市

の責任者が神戸を訪問して、今後起きるかもし

れない茅ヶ崎における大震災・大火災の対策に

ついての知識を得て、茅ケ崎市民を守って欲し

いのです。 

市長には色々な会合でお会いする度に、防災

都市計画を立て、防災道路を作り、クラスター

の分解施策の計画と実行をお願いしています

が、この肝心な対策については「対策の実施に

は殆どが私有地であり莫大な資金を必要とす

る」とのことで、現在のところ、大地震が起き

た時、茅ケ崎市に壊滅的な被害を与えるであろ

うクラスター火災対策よりも、他の新たな人気

取りの政策の計画と実行に気を取られて、念頭

にはないようです。しかし、市長が茅ヶ崎市の

将来を本当にお考えならば、本気になって、茅

ケ崎市の長期計画として、防災都市計画をまず

第一に取り上げて欲しいのです。 (山下憲三) 

脱原発ｼﾘｰｽﾞ 川内原発に続いて伊方も!! 

果たして、原発は安全か？ 

20年間原子力発電所で働いてこられた故平

井憲夫氏の「原発がどんなものか知って欲し

い」をパソコンの原発の項を開いて読みました。

15ページの文章を一気に。それだけ内容が私達

日本人、否人類にとって恐ろしいものでした。 

紙幅の関係から、項目だけ述べますと 

1．私は原発反対運動家ではありません 

2．「安全」は机上の話 

3．素人が造る原発 

4．名ばかりの検

査・検査官 

5．いいかげんな原

発の耐震設計 

6．定期点検工事も

素人 

7．放射能垂れ流しの海 

8．内部被曝が一番怖い 

9．普通の職場環境とは全く違う 

10．「絶対安全」だと5時間の洗脳教育 

11．誰が助けるのか  

12．びっくりした美浜原発細管破断事故 

13．もんじゅの大事故  

14．日本のプルトニウムがフランスの核兵器に？ 

15、日本には途中でも止める勇気がない 

16、廃炉も解体も出来ない原発 

17「閉鎖」して監視・管理 

18、どうしようもない放射性廃棄物 

19、住民の被曝と恐ろしい差別 

20、私、子ども産んでも大丈夫ですか？ 

たとえ電気が無くなってもいいから！私は原

発はいやだ 

21、原発が有る限り安心できない  

以上の項目で原発稼働の恐ろしさを述べて居

られます。紙幅の関係で、詳細には説明できま

せんが、是非、パソコンで「原発」の項を開い

て読んで下さい。 

 こんないい加減な原発を未来の日本の子供

に残していいのでしょうか？ 

何故、ドイツのようにきっぱりと原発廃止を宣

言出来ないのでしょうか！ 

 私は与党野党を問わず現在の政治家の日本

人としての矜持を疑います。  (山下憲三)   

 

伊方原発 
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特別緑地保全地区「清水谷」    

   空飛ぶトラック 健在！ 

秋の紅葉が美しい清水谷、今年はマンリョウ、

センリョウ、ヒャクリョウ、ナンテンなどが、

特に美しく赤い実を付けています。空からは紅

葉した木々の葉が

はらはらと落ちて

きて、鳥たちのうる

さいような鳴き声

が聞こえ、谷戸の環

境は人間にほんと

うの余裕をもたら

せてくれます。でも

その上にやはり「空

飛ぶトラック」が飛

んでいて、いやでも現実の人間の愚かさを知る

のです。 

助け合う人たち、自分たちで作るコミュニ

ティ 

 私の住む地域は、古い歴史のある土地です。

茅ヶ崎の中では珍しく専業農家や兼業農家が

多く、野菜栽培や果樹栽培、花卉栽培等が行わ

れています。各農家の軒先には無人直売で時期

の野菜や花が売られています。 

 その人たちの中には、繁忙期には家族だけで

は大変な作業があり、手助けがほしいと考えて

いた方々がいたようです。そこで、自治会の役

員等を辞めた方々が、誰からともなく、みんな

で手助けをしよう、時間があったら手伝いに行

ってくれないかとの声かけをするようになっ

たようです。いつの間にか、連絡係の方ができ、

今日はトマトの出荷の手伝いを、明日は果樹の

剪定を、などと手伝えるメンバーに声をかけ、

助け合うようになりました。 

 私の義兄も手伝いに行くので、時々その時の

おすそわけのトマトをいただき、おいしく頂い

ています。夫婦二人でやっていたら 2 週間もか

かる仕事も、みんなが集まって来てくれると 1

日か、2 日で終わるので、体も大変でなく、楽

ができると喜ばれています。最初は「お礼にお

金を」ということだったようですが、「そんな

ことをしてもらうともう来れないから、お互い

ようだから」と断ると、仕事が終わった後に美

味しいものを振る舞ってくださったり、トマト

などの収穫物をお土産に持たせてくださるこ

とになったようです。もてなす方がお金がかか

るような気がするけれど、お金の問題ではなく、

少し楽をしながら農家を続けていくことが楽

しいことなのかもしれません。仕事の後、みな

で集まることによって、お互いの関係性も深ま

り、地域の助け合いが続いているのでしょう。 

 これは、お互いの顔が見える広さの地域のコ

ミュニティだからこそ出来ることです。行政が

勝手に決めたコミュニティの広さは、このよう

な関係が結べる範囲ではなく、お金をもらうこ

とで地域の関係、良さを乱すことにつながると

思 い ま す 。 自 主 的 に 繋 が っ て い く                    

こんな地域のあり方が本当のコミュニティだ

と実感できる話です。     （村中恵子） 

 

 

♪ 編集を終わって ♪ 

■総合計画第 3 次実施計画の素案が策定され、パブコ

メにかけられている。（12・18～1・18）茅ヶ崎市が大きくな

り、活性化することばかり考えて、現政権の出す場当たり

的な政策に迎合して施策が次々と新しく出され、そのた

めのハコモノが建設される。第 2次と比較すると 3年間で

100 億近くのお金が投入され、事業費の公債（借金）が

増えていく。市税は増大する見込みはなく、悪くすれば

下降するにもかかわらず。そしてその財政逼迫は、高齢

者が急激に増えるために扶助費が増大するからと言わ

れているが、扶助費を増やす余裕もなく、減らす方向で

ある。ほんとうに困っている高齢者やこれからの子どもた

ちのために税金を使うことができなくなり、今後の茅ヶ崎

が見通せない。この責任は大きい。意見を出してほし

い。（M）■編集を終えて、まさに「継続は力なり」を実感。

ある友人からの声に触発され「50号までは続けたい」と心

に定めて定期発行に取り組んできた。目標の地点に立

ち、振り返った時、特集記事のようにこの間の本紙の成

果は思いの外大きいものがあった。創刊号と第 2 号の 6

ページ。その後 8～12 ページで継続、40 号からは 12～

16 ページと提言も大幅に増大している。市政の問題は

多岐で、また重要。協力して市民の立場からの提言を今

後も継続したいと切に願っている。(AA)  

【フォーラムちがさき 事務局】 

編集担当 ：  青木有倶、 岡本信子、 谷 千束 

(50音順)   浜村高登、 村中恵子、 山下憲三 
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