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令和３年第３回定例会（第5日9月7日） 

 

〔質問〕沖本 

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問を行ってまいります。 

なお、あらかじめ議長から質問に係る資料を議場モニターに、画面に映すことの許可をいただいて

いることと、資料映写における新聞紙面、記事の転載並びに口述における記事の引用については、そ

れぞれ各新聞社から許諾を得ていることを申し添えておきます。 

それでは、まず、大項目の１番目、みなし自治会について、佐藤市長に伺ってまいります。モニタ

ー画面を切り替えてください。 

こちらのグラフは、本市の昭和58年から令和３年までの自治会加入状況の経年推移を表したもので

す。青色の棒グラフが自治会加入世帯数、薄い色の棒グラフが全体世帯数を表しており、緑色の折れ

線グラフが自治会加入率を表しております。 

このグラフの起点の年となる昭和58年には、全世帯数が３万2,706世帯で、自治会加入世帯数は２

万9,139世帯、自治会加入率は89.1％でしたが、平成30年には、全世帯数が５万7,663世帯、自治会加

入世帯数は２万8,666世帯、自治会加入率は50％を切り、令和３年には、全世帯数が６万175世帯、自

治会加入世帯数は２万6,480世帯、自治会加入率は44％にまで落ち込んでいます。モニター画面を戻

してください。 

平成29年第２回定例会一般質問以降の質問やその答弁では、「自治会加入率を向上させるための特

効薬は現状では見当たらない」という言い方をされています。令和３年第１回定例会の自治会加入率

に係る前任者荻原健司議員の一般質問では、加入率が低下している点について、現状をどのように理

解、評価されているのか問われ、市民部長からは、「市では、自治会の加入率低下が地域の課題の一

つであると捉え、第四次座間市総合計画の戦略プロジェクトに位置づけて、加入率の低下に歯止めを

かけるための自治会の取組をサポートしてきました。市自治会総連合会による加入促進の取組につい

ては、年度末の加入促進キャンペーンや大凧まつり、ふるさとまつり、福祉まつりにおける加入促進

活動や各種施設の視察研修の実施、毎月定期的に開催される組織部会における加入促進策についての

協議など幅広い取組がなされています。市としても、これまで様々な取組を行ってきましたが、現在

も自治会加入率の低下は止まっていない状況ですので、取り組んできた内容について期待どおりの効

果が出なかったものと率直に受け止めております」と答弁をされています。 

さらに、再質問では、市民の意識改革の必要性を問われ、佐藤市長からは、「どのような形で市民

の皆さんに意識改革を進めていくことが本市にとって一番よいのかということを自治会総連合会の皆

様、また、議場にいらっしゃる皆様方も今までの議論からも含めてそれぞれ地域の中で活動されてい

るわけでございますので、そういった皆様の意見も含めながら、これからどのようにしていくのが一

番よいのかということを考えていきたいと思います。ぜひ皆さんとともに自治会の加入率向上に向け

て、また、後継者の育成等に向けて進めていきたいと考えております」との答弁がありました。佐藤

市長が、今後どのように自治会加入世帯の促進、加入率向上に向けて取り組まれるのか、どのような

特効薬を見いだし、市民に処方されるのか、大きな期待が寄せられているところであります。 

今回の私の一般質問は、そうした期待に対する一助になればと、自治会の加入率向上の特効薬とし

て提案をさせていただくものです。自治会加入率の低下の要因は様々上げられますが、近年、住民の

価値観の多様化や近隣関係の希薄化などにより、自治会活動に関心を持たない世帯が増えており、特

に、アパート、マンションなど集合住宅を抱える地域において、その傾向が大きいと言われています。 
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そこで、私が平成27年第３回定例会の一般質問で取り上げた、マンションの中でも区分所有法が適

用される、いわゆる分譲マンションの管理組合の中で、一定の要件を備えたマンション管理組合を自

治会と同様にみなして取り扱うみなし自治会という考えを導入し、自治会加入促進、加入率向上につ

なげることを改めて提案をするものです。 

マンションの管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。

これに対し、自治会は、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに、地域生活の向上を目

的とする自主的な任意団体であり、性格が異なるものです。こうしたことから、ほとんどの自治体で

はマンション管理組合を自治会として認めていませんが、千葉県千葉市では、平成25年度から、地域

活動を行うマンション管理組合を町内自治会と同様の組織として位置づけることにしています。千葉

市では、他の自治体と同様、管理組合と自治会は構成員や目的が異なることから、同じ組織として位

置づけることには無理が生じるケースがあるとして、マンションでは、管理組合と別に自治会を設立

することを推奨してきました。しかし、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域

コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたため、条件つきながら、マンションの

管理組合を自治会と同様に取り扱うことを認めるようにしました。 

この方針転換の背景には、千葉市23地区町内自治会連絡協議会、以下地区連と略称しますが、この

地区連による３年越しの陳情がありました。市域外に大規模な団地型マンションが立地する同協議会

では、実質的な自治会活動を行っているマンションの管理組合を自治会として認めることは、自治会

の加入率向上や居住者間情報の均一化、管理組合組織の効率化につながるとして、行政による管理組

合の位置づけ変更を強く要望してきました。この熱意が通じたのか、平成24年12月に開催された地区

連の会合に出席した当時の熊谷俊人市長が、自治会の加入率向上を図るとともに、マンション管理組

合に対する市の情報伝達を促進することを目的とし、一定の要件の下、管理組合を自治会組織として

認めていくことを発表しました。 

平成27年第３回定例会の私の一般質問では、こうした千葉市の事例のほか、東京都多摩市や大阪府

吹田市でも、マンション管理組合で自治会的な活動をしている団体に関してはみなし自治会として自

治会登録していることを紹介し、本市においても、一定の要件を満たすマンション管理組合をみなし

自治会として認めるという考え方を提案し、それに対する当局の見解、現時点で考えられる問題や課

題について伺いました。 

こうした私の質問に対し、当時の市民部長からは、「みなし自治会については、災害時において、

また自治会加入率の向上に関しても一つの方策であるとは考えております。マンション管理組合を自

治会とみなした場合、自治会への加入は任意でありますが、分母が増えることに伴い加入世帯数が増

加することが望め、加入率の増加も期待はできます。分譲マンションの管理組合などは、マンション

の管理を目的に区分所有者で構成された団体であり、自治会とは目的が異なっております。入居者間

のコミュニティや地域とのコミュニティ活動が管理の一環として行われ、本来の形である自治会等の

地縁による地域的な活動が行われているか、判断に苦慮するところであります。また、自治会として

認めていくことについては、市自治会総連合会にも深く関係することでありますので、連合会からの

意見の聴取、加入に関する要件などの問題を整理するという、こういう課題もございます」との答弁

をいただいています。また、遠藤前市長からは、「自治会の加入率を上げていくということ、そして、

地域のコミュニティを活性化していくこと、これをやはり重要な課題と捉え、戦略プロジェクトに位

置づけをし、総合計画の中においてもやはり主要なテーマとして捉えさせていただいておるわけでご

ざいまして、やはり様々な可能性を検討していく必要があろうかと思います」との答弁をいただいて
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います。 

さて、平成27年第３回定例会から６年が経過しました。今現在、自治会数は、平成27年から九つ減、

世帯数は4,343世帯の増ですが、自治会加入世帯は3,092世帯の減、自治会加入率は９％の減となって

います。行政として本気で自治会加入世帯の促進、加入率を向上させたいとお考えであれば、思い切

った改革が必要ではないでしょうか。要件については様々議論すべきところではあるとは思いますが、

一定の要件を備えたマンション管理組合を自治会と同様にみなして取り扱うみなし自治会という考え

を導入し、自治会加入促進、加入率向上につなげる、こうした改革の実行、特効薬を処方されるべき

ではないかと私は考えます。政策的な判断が必要な内容ですので、みなし自治会に対する佐藤市長の

見解を伺います。 

次に、大項目の２、市長の政治姿勢について、小項目（１）基地政策について。前回、第２回定例

会の一般質問に引き続き、佐藤市長の基本的な考えを伺います。 

第２回定例会の私の一般質問では、今後のキャンプ座間に関する協議会、座間市基地返還促進等市

民連絡協議会は、どのように進められようと考えているのか。国やキャンプ座間、在日米陸軍、陸上

自衛隊へどのようにアプローチをされ、何をどのように求めていくのか伺うとともに、いま一度、佐

藤市長の基地に係る事業の政策的見解をお聞きしました。 

それぞれ答弁をいただいた中で、佐藤市長の基地に係る事業の政策的見解としては、「市の基本方

針である基地の整理、縮小、返還、また基地が所在することによる負担軽減を求めてまいります」と

の答弁をいただき、加えて、「国、キャンプ座間、在日米陸軍、陸上自衛隊座間駐屯地との関係です

が、これまで前市長が築かれてきた良好な信頼関係を基に、同じ地域に共存する者として、引き続き

よい関係を築いてまいりたいと考えておりますし、相手方にもそのように考えていただきたいと思い

ます」という基本的な考えを明らかにしていただいたところです。 

今回の質問では、国際情勢などを踏まえた上での基地政策に係る佐藤市長の考えをお示しいただき

たく、明快な答弁をお願いしたいと思います。モニター画面を切り替えてください。 

政府は７月13日、2021年版防衛白書を公表しました。読売新聞の７月14日の朝刊では、その趣旨と

して、「米国と中国の政治や経済、軍事面にわたる競争が顕在化していると指摘し、米中関係に関す

る項目を新設した。中国の動向を中心に、日本周辺の安全保障環境について詳しく述べており、台湾

情勢の安定が日本の安全保障にとって重要であると、認識を初めて明記したと解き、諸外国の防衛政

策などとして、米中関係、近年、米中両国の政治、経済、軍事にわたる競争が顕在化してきている。

中国は自国の革新的利益と重大な関心事項については妥協しない姿勢を示す一方、米国は自国の安全

保障のために妥協しない姿勢を示しており、今後、様々な分野で、米中の戦略的競争が一層顕在化し

ていくと見られる。2021年３月の米議会公聴会で、インド太平洋軍事指令は、インド太平洋地域での

軍事バランスは米国と同盟国にとって好ましくない状況になっており、中国による現状変更のリスク

が高まっていると指摘、中国の台湾に対する野心が、今後６年以内に明らかになる旨、証言した。台

湾周辺で中国は軍事活動を活発化させている。台湾情勢の安定は我が国の安全保障にとってもとより、

国際社会の安定にとって重要であり、一層緊張感を持って注視する必要がある。2021年度の台湾の国

防費と比較して、中国の国防費は約16倍となっている。中台の軍事バランスは全体として中国側に有

利な方向に変化し、その差は年々拡大する傾向が見られる」と表しています。 

これまでも米中対立の激化や国際秩序の不安低下については、るる報じられているところでもあり

ます。また、引用させていただいた記述、日本周辺の安全保障環境に係る中国の動向、台湾周辺で軍

事活動を活発化させている中国、こうした情勢について、佐藤市長はどのような見解をお持ちなのか
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伺っておきたいと思います。 

次に、今年６月26日の神奈川新聞の記事に、在日米陸軍の新司令官が就任「互いの繁栄に全力」と

いう見出しで、前日の６月25日に開かれたキャンプ座間在日米陸軍司令部司令官交代式のことが掲載

されていましたので、抜粋して紹介します。「在日米陸軍は25日、司令部のあるキャンプ座間で、司

令官交代式を開き、ジョエル・ヴァウル准将が新司令官に就任した。交代式でヴァウル准将は、在日

米陸軍の目的は、陸上自衛隊とともに抑止力と防衛力を強化することにある。日本とのパートナー関

係に敬意を表し、互いの繁栄に全力を尽くすと述べた」と報じられています。この交代式には、佐藤

市長並びに正副議長も出席されていたと伺っております。また、交代式の後に開かれたヴィエット・

ルオン少将の退官式にも引き続き出席をされたと伺っています。吉田議長からは、「この退官式では、

ヴィエット・ルオン少将から、戦場へ赴き、交差する生と死を目の当たりに見てきた体験談をかなり

長い時間を使ってお話をされた」ともお聞きしています。司令官交代式におけるヴァウル准将の挨拶、

退官式におけるルオン少将の戦場での体験談、こうした話を佐藤市長としてはどのように受け止めら

れたのか、どのように思い、どのような感想を持たれたのか、ぜひお示しいただければと思います。

モニター画面を戻してください。 

次に、基地政策についての最後の質問として、日米安全保障条約に対する佐藤市長の見解を伺いま

す。 

日米安全保障条約、正式には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約、安保

条約とも略称されています。1960年、昭和35年１月19日に署名され、６月23日に発効されました。条

約のほかに、合衆国の軍隊の地位に関する協定、いわゆる日米地位協定をはじめ、交換公文、合意議

事録がこれに附属し、また、その実施のために多くの関係国内法が定立されており、それらが、いわ

ゆる日米安保体制を形成しています。現行の条約は1960年の安保改定によって、旧安保条約、1951年

９月８日調印、1952年４月28日発効の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に代替したもの

であります。 

日米安全保障条約は、締結から半世紀以上たった今現在においても、その是非をめぐって議論がさ

れている条約でもあります。ここでは、日米安全保障条約について、メリット、デメリットという観

点で、一般論として簡単に申し上げますが、メリットとしては、日本にとって在日アメリカ軍の存在

が強い抑止力となっているという考え、一方、デメリットとしては、日本の法律でアメリカ軍人の犯

した罪全てを裁けないという日米地位協定は問題だという考えがあります。 

米軍基地が所在する自治体の市長として、日米安全保障条約に対する佐藤市長の考えるメリット、

デメリットの見解を伺います。無論、全肯定される見解であればそれでも結構ですし、まさかないと

は思いますが、その逆の見解でも結構ですので、率直な佐藤市長の見解を明らかにしていただきたい

と思います。 

次に、市長の政治姿勢について、小項目（２）（仮称）第五次座間市総合計画について、佐藤市長

に伺います。（仮称）第五次座間市総合計画を、以下、総合計画と略称させていただきます。モニタ

ー画面を切り替えてください。 

総合計画策定方針の５、策定スケジュールの地区別懇談会については、７月19日の神奈川新聞の報

道によると、「座間市は、次期総合計画の策定に向け、８月に市民のまちの将来像を語ってもらう未

来デザイン会議を開催する。参加者30から50人を電子申請で７月26日まで募集している。次期総合計

画は、2023年度から８年間の市政運営の方針を定める。当初地区別懇談会を順次開催し、10月に作成

する基本構想骨子にその意見を反映する予定だったが、新型コロナウイルスの感染予防で、今回の対



-5- 

話型に変更したとのことであります。また、会議は、８月７日と同29日に、市役所１階市民ホールで

開催する。１回目のテーマは、座間市の「今」から未来像を探る。２回目は、10年後の市のワン・ワ

ード（１Ｗｏｒｄ）を見つける。対象は市内在住の16歳以上で、両日とも参加できる市民、カフェの

ように席を替えながら、参加者が意見を言い合える特設会場を用意する」と報じられています。８月

７日に開催された第１回目の会議の後、８月10日に同じく神奈川新聞に掲載された記事にも、「市は、

座間市未来デザイン会議と題し、７月に市民を募集、総合計画の第五次分の策定を進めており、会議

でまとめるビジョンなどを10月公表の基本構想骨子案に反映させるとあり、佐藤市長のコメントとし

て、コロナ禍で公約した市民と対話するタウンミーティングがまだ開催できていないが、今回出され

た意見を反映したいと話している」と報じられています。 

これより前、我々にも議会事務局経由で示された７月７日のプレスリリース、未来デザイン会議を

開催の書面には、その概要として、「第五次座間市総合計画策定と市制施行50周年という本市の未来

について考えることが多いこの機会に、日頃から感じている本市への思いを共有する対話型集会とし

て開催します」とありました。また、７月14日に市のホームページへ登録された、市の将来を語り合

う未来デザイン会議参加者募集のページにもプレスリリースされた同じ内容が掲載され、同ページか

らダウンロードできる未来デザイン会議のチラシには、「カフェのようなリラックスした雰囲気の中

で、席替えをしながら多くの人と語り合うイベントです。市民の皆さんが日頃感じている地域のこと

や、将来、どんなまちになってほしいのか、気軽に語り合いませんか。お友達や同僚の方など、お誘

い合わせの上ご参加ください」とありました。 

ただ、プレスリリースされた書面しかり、ホームページしかり、未来デザイン会議のチラシしかり、

新聞報道とは異なり、未来デザイン会議が次期総合計画策定に係る地区別懇談会に代わるものとは表

されていません。モニター画面を戻してください。 

繰り返しになりますが、新聞報道では、「当初地区別懇談会を順次開催し、10月に作成する基本構

想骨子にその意見を反映する予定だったが、新型コロナウイルス感染予防のため、この未来デザイン

会議に変更した」と報じられていますが、なぜ、プレスリリースや市のホームページ、未来デザイン

会議のチラシには、そのことが明記をされていないのでしょうか。総合計画策定方針の変更に係る内

容であり、議会にその報告が事前に示されなかったことには、議会軽視であると憤りを感じるもので

す。 

今回の一連の経過と事実関係について説明を求めます。その上で、基本構想骨子策定前に行おうと

された地区別懇談会に代わるものとしては、この未来デザイン会議だけになるのか、あるいはこのほ

かにも市民の皆さんから意見をいただくような場を設定するなどお考えなのでしょうか。見解を求め

ます。 

さらに、総合計画策定方針の５、策定スケジュールの基本構想骨子策定作業の進捗状況を明らかに

していただきたいと思います。 

次に、総合計画策定に係る市長と若手職員との意見交換会について伺います。 

神奈川新聞に掲載されている県内市長の動向を斜め読みしていたところ、６月28日から、私が確認

できているだけで、これまで計８回、総合計画策定に係る市長と若手職員との意見交換会という記述

をお見受けしましたが、この意見交換会とは何を目的として実施されているのか、若手職員とは、そ

の対象者は入庁１から３年目までの職員を対象にしているとか、どういった方を対象にされたのか、

また、どういった内容を、どれぐらいの時間をかけて意見交換をされたのか、詳細を明らかにしてい

ただきたいと思います。 
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また、この若手職員との意見交換会の後、もしくは並行して、各部局室の課長、係長とも面談をさ

れていると伺っていますが、その目的についても明らかにしていただきたいと思います。 

総合計画に係る質問の最後に、第四次総合計画の総括作業の今現在の進捗状況について伺います。

前回、第２回定例会の私の一般質問では令和２年度行政評価について伺いましたが、その際、再質問

で、行政評価にある88の指標のうち、もう一歩という指標が19、頑張ろうという指標が38、これら計

57指標の底上げの必要性を求め、今後の総合計画策定の中でどのように生かしていくつもりなのかた

だすとともに、第四次総合計画の総括作業の今現在の進捗状況を伺いましたが、明確な答弁をいただ

いておりませんので、改めて明らかにしていただきたいと思います。 

次に、市長の政治姿勢について、小項目（３）市長の選挙公約、現政策、施策について、第１回、

第２回定例会の一般質問に引き続き、佐藤市長の基本的な考えを伺います。 

前回、第２回定例会の私の一般質問では、「佐藤市長の選挙公約であり現政策、施策である独自事

業の計画、進捗をただしても、できる限りのスピード感を持って実現させていきたいという答弁を繰

り返されるばかりですが、公約を実現するのは職員だ、職員にはもちろんこの公約について理解を深

めていきながらとおっしゃるのであれば、せめて職員皆さんには市長の選挙公約であり現政策、施策

それぞれについての重要性や必要性を説明し、事業に係る費用の概算、財源、計画、さらには手法、

進め方をとしっかりと示さなければ職員は到底理解できないし、いきなり委ねられても困惑するだけ

ではないでしょうか」と佐藤市長の見解をただしました。 

私の質問のポイントとしては、佐藤市長の選挙公約であり現政策、施策について、職員皆さんにそ

の重要性や必要性を説明し、事業に係る費用の概算、財源、計画、さらには手法、進め方をしっかり

と示したのかどうか確認をしたかったのですが、佐藤市長からは、「各部局室長にヒアリングを行い

私の考えを伝えるとともに、それぞれ現状や課題等を共有したところでございます」と丸めて答弁を

されたので、この後、「この選挙公約であり現政策、施策それぞれについて、それぞれの重要性、必

要性を説明され、事業に係る費用、概算、財源、計画、さらには手法、進め方について、しっかりと

部局長、あるいは課長までを含めて説明されることを私は望んでおりますけれども、こうした努力を

今現在されているという理解、あるいはこれから努力をしていくというそういう理解でよろしいのか、

改めて佐藤市長に伺っておきたいと思います」と再質問をしました。この再質問に対しても、佐藤市

長からは、「各部局室長と担当と、私の公約について考えを共有させていただいております」と同様

の答弁しかいただけませんでした。 

この際、いま一度、明確な答弁をいただきたく、改めて伺います。佐藤市長が選挙公約であり現政

策、施策を実現するのは職員だとおっしゃるのであれば、選挙公約であり現政策、施策それぞれにつ

いて、その重要性や必要性を職員に説明し、事業に係る費用の概算、財源、計画、さらには手法、進

め方を職員にしっかりと示されなければならないと私は考えますが、いかがでしょうか。佐藤市長は、

各部局室長、あるいは課長を含めた職員に説明、明示されたのでしょうか。イエスかノーか、明確に

お答えいただきたいと思います。 

また、さきの答弁では、「それぞれの現状や課題等を共有したところでございます。各部局室長と

担当と、私の公約について考えを共有させていただいております」と「共有」という言葉を使われて

います。これは、選挙公約であり現政策、施策の29項目について、これが私の公約であり政策、施策

ですということだけを佐藤市長と各部局室長と担当との間で共通認識をされたのか、それとも、29項

目全てについて、現状や課題を話し合ったというだけの共通認識なのでしょうか。あるいはこちらの

政策、施策であれば何とか実現できそうですが、こちらの政策、施策は到底実現できませんという各
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部局室長からの結論までを共通認識とされたのでしょうか。一体何を共有されたのか、その詳細を明

確にお答えいただきたいと思います。 

次に、前回の再質問の答弁では、「就任をさせていただきまして特に感じましたところで申します

と、座間市の職員数というのが議会でも議論になっているところでございますが、大変少ない数で日

々の業務を行っております。そのような中で新たな政策を進めていくというのは大変厳しいものがご

ざいます。さらに財源の確保等も考えていかなくてはなりませんので」という言い方をされています。

確かに本市の職員数は少なく、その少ない人数で日々の業務を行っています。このことは偶然にも、

今定例会に提出された議案第51号、座間市職員定数条例の一部を改正する条例の提案説明にもあり、

承知をするものです。また、新たな政策を進めていくためには、財源の確保等も考えなくてはなりま

せん。これもおっしゃるとおり当然のことです。 

では、伺いますが、昨年の市長選挙前、佐藤市長はこうした現状を認識されないで、29項目の選挙

公約を上げられたのでしょうか。それとも、認識された上で、トップダウンで実行すると考え、29項

目の選挙公約を上げられたのか、どちらなのでしょうか。明らかにしていただくよう求め、１回目の

質問を終わります。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員よりご質問をいただきました。 

まず、みなし自治会についてでございます。みなし自治会に対する見解についてご質問をいただき

ましたので、まずは、これについてご答弁をさせていただきたいと存じます。 

本市の自治会加入率等については、議員からも詳細について現況をいただいたとおりでございます。

現在の自治会加入率は約44％となっております。自治会の皆様には、地区の行事や防犯、交通安全の

活動、地域の環境整備等、様々な活動をしていただいており、自治会は地域のつながりを深め、住み

よい街にするための要であると認識をしております。また、より快適なまちづくりや地域の問題を改

善するためには、その地域にお住まいの多くの方々の理解と協力が必要であり、より多くの世帯が自

治会に加入することが地域住民の満足につながるものと考えております。 

自治会加入促進に関しては、各自治会や自治会総連合会の皆様に大変なご努力をいただいているこ

とは承知をしており、本市としても、これまでＰＲへの協力や情報発信に努めてまいりましたが、今

年度は自治会の負担を軽減するために、本市の会議等の役員等についても、各部署で必要性を見直す

などの対応を進めております。 

自治会加入率の低下には、自治会に対する市民の関心や理解が薄いことだけではなく、ＳＮＳの普

及や単身、核家族、高齢者のみの世帯の増加など様々な問題があり、加入率を向上させることは大変

難しい課題であると考え、対策を模索しているところであります。 

集合住宅の自治会加入促進については、自治会総連合会との意見交換において、自治会加入率向上

に即効性があるものとして話題に上がったことがございますが、その後、議論が継続しておりません

ので、改めてみなし自治会を含めた集合住宅の加入促進策について、自治会総連合会とともに研究を

してまいりたいと存じます。 

次に、市長の政治姿勢ということで、基地の政策について、日本周辺の安全保障環境に係る中国の

動向、台湾情勢などについて、私の見解を求められました。 

質問の中でも沖本議員よりお話がございましたように、新聞などにおいて米中関係や台湾の情勢に

ついて報道がなされていることは承知をしております。一つの国にとどまらず、日本を含む多くの関



-8- 

係国が憂慮する事態となっているものと認識をしております。いずれにいたしましても、外交、防衛

は国の専管事項でありますので、引き続き情勢を注視してまいりたいと存じます。 

また、司令官の交代式、退官式での話をどのように受け止めたかということでございます。ヴァウ

ル准将、ルオン少将は、ご挨拶の中でそれぞれに、これまで果たしてきた役割や経験、そして、今後

の姿勢や抱負などについて語られました。お二人ともアメリカ国民として、また、軍人としての誇り

を胸に任務に当たられ、家族に支えられながら任務を全うする姿勢をかいま見ることができた、大変

貴重なスピーチであったと感じております。 

次に、日米安全保障条約におけるメリット、デメリットをどのように考えているのかということで

ございます。現在、日米安全保障条約に基づく日米安保体制が日本の安全保障の基軸となっているこ

とは、令和３年度版の防衛白書における冒頭の岸防衛大臣の言葉として、「我が国唯一の同盟国であ

る米軍との連携は最も重要です。中略をいたしますが、日米同盟は地域の平和と安全、そして繁栄の

礎であり、揺るぎない日米同盟の絆をさらに確固たるものとするべく、同盟の抑止力、対処力の一層

の強化に努めてまいります」と記載をされております。その一方で、日米地位協定については、締結

後、60年以上が経過し、その運用の改善が図られている点もございますが、改定には至っておりませ

ん。改定や改善が必要であると思われることについては、国の責任において対応していただけるよう、

引き続き神奈川県基地関係県市連絡協議会を通じて要望してまいりたいと存じます。 

次に、（仮称）第五次座間市総合計画についてのご質問をいただきましたので、随時答えていきた

いと存じます。 

（仮称）第五次座間市総合計画策定方針でお示ししました策定スケジュールでは、令和３年４月以

降に地区別懇談会などの実施を予定したところでございますが、コロナ禍のこのタイミングでは実施

が困難と判断をいたしました。しかしながら、第五次座間市総合計画基本構想の骨子案をお示しする

前に、市民の皆様からご意見を伺えないかと、その手法を模索した結果、人数を絞った中で、市民の

皆様の本音を引き出しやすい未来デザイン会議を実施することといたしました。結果的には、地区別

懇談会の実施を予定していた時期に未来デザイン会議を実施しましたが、まずは現下のコロナ禍にお

いても開催可能と判断した未来デザイン会議を実施したものでございますので、地区別懇談会を未来

デザイン会議に変更したとの認識はございません。これまでの策定過程ではＬＩＮＥによるアンケー

トを実施したところでありますが、今後の状況を鑑みながら、市民参加の方法や時期などについては

検討してまいりたいと考えております。 

次に、基本構想骨子策定作業の進捗状況でありますが、庁内の検討体制が整っているものの、コロ

ナ禍においてはなかなか思うように作業が進んでいないというのが現状でございます。 

次に、若手職員との意見交換は、庁内の検討体制として設置した策定本部や検討委員会とは別に、

市長である私自身が、職員との意見交換を通じて得た視点や発想を総合計画に取り入れることを目的

といたしまして、入庁３年目までの事務職員や消防職員を対象に、６月末から７月中旬にかけて、全

９回、１回１時間程度実施をさせていただきました。市の印象や地域との関わりなど、若い世代の視

点から多くの意見をいただきました。なお、１人の職員が複数回参加するものではなく、全９回の中

で、いずれか１回に参加をしていただきました。 

次に、各部局室の係長以上との面談は、次期総合計画策定作業の一環として実施をしたものではご

ざいません。私は市長就任以来、組織を動かすのは人であり、職員との対話を大切にしたいと考えて

まいりました。今回の職員面談は、長年経験を積んだ職員の皆さんとの対話を通じ、新たな発想を得

ることや、市に対する思いを伺い、今後の市政運営の参考にしたいと考え、実施をさせていただきま
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した。 

次に、第四次座間市総合計画の最終年度である令和２年度に実施した行政評価についてであります

が、これは同計画を振り返るための資料としてまとめたものと認識をしており、第五次座間市総合計

画の策定過程において、現状を把握するための重要な資料になるものであると捉えております。また、

第四次座間市総合計画の総括は、現在取りまとめ作業をしている段階でございます。 

続きまして、私自身の選挙公約、現政策、施策についてご質問をいただきました。 

市長就任以来、間もなく１年が経過しようとしております。この間、私が選挙公約で掲げたものの

中には、例えばプレミアム付商品券事業、また、市長給料の20％削減、これは副市長、教育長、公営

企業管理者にもご協力をいただきまして、それぞれに減額をしていただいております。今年度も引き

続き行っており、実現できたものもございますが、その全てを実現できたと申し上げる状況にはござ

いません。 

これまで、私の選挙公約の重要性や必要性は折に触れて職員に説明をしてきたつもりでございます

が、実際に事業を実施するための費用の概算、財源、さらにはその手法などを私から明確に職員に明

示をできたとは言い難い状況でございます。私が掲げた選挙公約は、その内容が多岐にわたることも

あり、まずは現状や課題などを担当部局室から説明を受けました。現在は説明を受けたその現状や課

題等を私自身が整理をし、実現に向けた課題解決策などの話合いを始めたところでございます。した

がいまして、職員とは、選挙公約、それ自体やその現状、課題等については共通認識を持てているも

のだと認識をしておりますが、実現可能性を共有している段階までには至っていないものと捉えてお

ります。 

選挙公約実現に当たりましては、職員の皆さんの力が必要不可欠であるということは、これまでも

申し上げてまいりました。市長就任以前から、議員という立場で、本市の職員数の実態や財政状況に

ついてはある程度理解をしておりますが、市長就任後、より詳細な実態を把握する中で、トップダウ

ンで全ての選挙公約を実現するのは難しいと感じております。今後は、これまで本市が各施策を実施

計画で具現化し、それを着実に予算化するという一連の流れを改めて踏襲をし、選挙公約実現を目指

してまいります。 

 

〔質問〕沖本 

それでは、いただいた答弁に対して、再質問を行ってまいります。 

まず、みなし自治会ですけれども、「ぜひ自治会総連合会とともに研究してまいりたい」というお

話でしたので、お願いしたいなと思います。 

この自治会加入促進に関しては、本当に各自治会、あるいは自治会総連合会の皆様に大変なご努力

をいただいていることも私も存じておりますし、改めて敬意を表す次第でございます。だからこそ市

長として、行政として、本気で自治会加入世帯の促進、加入率を向上させたいとお考えならば、思い

切った改革が必要であり、今回は一定の要件を備えたマンション管理組合と自治会同様に見直して取

り扱うみなし自治会について提案をさせていただいた次第です。 

これは消防本部からいただいた情報になりますが、本市には、アパート、マンションなど共同住宅

と呼ばれる数は市内に298棟あります。そのうち防火管理者が定められている、これは管理組合があ

るという理解ができる共同住宅が205棟あります。さらに、防火管理に関わる消防計画を作成してい

る共同住宅というのは175棟あります。また、危機管理課からいただいた情報になりますが、本市で

は自治会を結成しているけれども、市自連には加盟していない団体というのが14団体あります。そし
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て、自治会は形成していないけれども、自主防災組織を形成している団体が９団体あります。この９

団体のうち、マンション等の共同住宅で組織されている団体は６団体あります。この６団体の詳細に

ついては把握はしておりませんが、この６団体を、先ほど申し上げた要件として認め、自主防災組織

を結成しているということですね、自治会としてみなしていくことを考えてもよいのではないかと、

さらに提案をさせていただきますが、こうしたことですね、佐藤市長の見解を伺っておきたいと思い

ます。 

それから、市長の政治姿勢についてということで、まずは、基地政策についてのところなのですけ

れども、司令官交代、それから退官に係ったときのご挨拶の内容、ちょっと残念だったのは、戦場の、

何というかな、命のやり取りとか、そういった悲惨なところもお話があったと聞いていましたので、

そうしたところの市長の戦争観というのはどういうように考えられるのかなと思っても含めてお聞き

したつもりですけれども、それは付け加えることがあれば、また答弁いただければと思いますけれど

も、再質問としては、基地政策に係る質問というのは３点伺いましたけれども、日米安全保障条約に

ついて、絞って、では再質問をさせていただきます。 

答弁では、令和３年度版の防衛白書における冒頭の岸防衛大臣の言葉を引用されて、「我が国唯一

の同盟国である米軍との連携であるとか、地域の平和と安全、そして繁栄の礎であり」というお話、

これを記載されていますとおっしゃっているだけで、ご自身のお考えを述べられていないと感じたの

ですが、いかがでしょうか。ぜひ自分の考えをお示しいただきたいと思います。 

また、日米地位協定に関して、改定、改善が必要であると思われることは、引き続き県の基地関係

県市連絡協議会を通じて要望していかれるという答弁をいただきましたが、日米地位協定に関しても、

佐藤市長が改定、改善が必要だと思われることとはどのようなことなのでしょうか。こちらについて

も、ぜひご自身のお考えを示していただきたいと思います。 

私の質問は、あくまでも佐藤市長の考える、今回でいうと、メリット、デメリットの見解を求めて

いるわけで、別に岸防衛大臣の考え、一般論をお聞きしているわけではありません。ぜひ佐藤市長の

ご自身のお考えをお答えいただければと思います。 

今回の基地政策についての質問は、市域に在日米軍基地が所在する自治体の市長として、日本の国

益にも影響を及ぼす直近の国際情勢や、今もって人と人とが争い、傷つき、命を落とす、こうしたリ

アル、現状というのをどういうふうに受け止めておられるのか、そして、今現在における日本の国防

をどのように認識され、佐藤市長は基本的な考えとしてどのようなことをお持ちなのかということで

伺いました。 

佐藤市長の基本的に考えは、本市の基地政策を進めるに当たり、大きく影響するものだと思ってい

ます。特に、防衛省、南関東防衛局、陸上自衛隊座間駐屯地、キャンプ座間第１軍団、在日米陸軍司

令部、在日米軍基地管理本部など、こうした関係機関からは、佐藤市長はどのような方なのか、どの

ような思想、信念をお持ちなのか。１年を経過しようとはしていますが、そうした意味で注目されて

いると思います。それは、この議会の中での発信も注目されていますし、ご自身のホームページやＳ

ＮＳで発信されている政策やコメントも注目されていると思います。そうした意味でも、佐藤市長ご

自身の偽りのない思想、信念を正しく、そして広く示されることを望むものです。本市の基地政策を

進めるに当たっては、市長とこの関係機関の相互理解の下、信頼関係を築くことが大変重要になって

くると考えます。佐藤市長の見解を伺っておきます。 

次に、総合計画の関係ですけれども、まず、未来デザイン会議の関係ですけれども、答弁では、

「地区別懇談会などの実施を予定していたが、コロナ禍のタイミングでは実施が困難と判断した」と
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いうことでした。また、「地区別懇談会を未来デザイン会議に変更したとの認識はございません」と

いうことでした。 

神奈川新聞の記事では、「当初地区別懇談会を順次開催し、10月に作成する基本構想骨子にその意

見を反映する予定だったが、新型コロナウイルス感染予防で、今回の対話型に変更した」と報じられ

ています。これは、未来デザイン会議のことをプレスリリースされたときに、当局の説明不足だった

のでしょうか、単純に私の解釈が間違っているのでしょうか。いずれにせよ、地区別懇談会を未来デ

ザイン会議に変更したのではないと言っていただいたことは、私的にも、これはよかったと思ってい

ます。 

第四次総合計画策定に当たっては、佐藤市長もご存じだと思いますけれども、市民とともに歩むま

ちづくりを行うために、地区別の懇談会を計画案の熟度に応じて２回開催されています。１回目は、

平成21年10月に、文化センターやコミュニティセンターなど市内６か所で開催され、計239人の方に

参加いただいています。このときは市側からも、市長、副市長、教育長、部長などが出席し、基本構

想骨子、重点課題の把握などを説明し、計画を達成するため、本市と市民との役割分担、課題、方向

性についてしっかりと意見交換が行われています。また、第２回目は、平成22年３月に、コミュニテ

ィセンター６か所で開催され、計192名の方に参加していただき、１回目と同様、きめ細やかな説明

と意見交換が行われています。 

佐藤市長ご自身も、議員であられた平成30年第２回定例会の一般質問では、この第五次総合計画の

策定について取り上げられ、先ほど述べた第四次総合計画の策定時の取組を大いに評価され、さらに

は、第五次総合計画についても、できる限り多くの市民の皆さんや、座間市で活動されている団体や

企業なども含めた幅広い意見を聴取することが大切だと、後の共創に当たるお考えを提言されていま

す。こうしたことから、総合計画策定に当たっては、地区別懇談会を開くことは必至条件ではないか

と考えます。しかしながら、この後の質問の答弁では、今後の状況を見て、市民参加の方法や時期な

どは検討するという考えを示されたのですけれども、苦言を言わせていただきますけれども、コロナ

禍は今始まったわけではない。総合計画策定スケジュールを組む段階でもう分かっているのです、こ

れ。だったら、なぜもっと早くアクションを起こさなかったのでしょうか。それこそ、コロナ禍で多

く使われるようになったテレビウェブ会議ツール、Ｚｏｏｍを利用した地区別ウェブ懇談会をされて

もよかったのではないでしょうかと、そう考えます。東京都の日野市では、実際にもう行っています、

こういうことを。佐藤市長のこのことに関する見解を伺っておきます。 

そして、座間市未来デザイン会議の話に戻りますけれども、この会議は予定どおり８月７日と29日

に開催されています。神奈川新聞では、総合計画の策定を進めており、会議でまとめるビジョンなど

を10月公表の基本構想骨子案に反映させる。このときの佐藤市長のコメントとして、「コロナ禍で公

約した市民と対話するタウンミーティングがまだ開催できていないが、今回出された意見を反映した

い」と話ししています。間違いがないとすれば、この会議の結果はいかがだったのでしょうか。基本

構想骨子案に反映させられるような意見などが得られたのでしょうか。会議の様子などを含めて、既

に担当から報告を受けておられると思いますので、佐藤市長の見解を伺いたいと思います。 

次に、若手職員との意見交換について、端的に伺います。今回の若手職員との意見交換の目的は、

市長ご自身が、職員との意見交換を通じて得た視点、発想というのを総合計画に織り込んでいきたい

という、そうした答弁だったと思うのですけれども、では、目的に対する成果について伺っておきた

いと思います。総合計画に取り入れられるような若い職員の方々の視点や発想が得られたのでしょう

か、佐藤市長の見解を伺います。 
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次に、この後というか、行われたという各部局室の係長以上との面談について、端的に伺っておき

ます。この面談の目的としては、総合計画とは関係なく、対話を通じて新たに得られる発想、市民に

対する思いなどなど、今後の市政運営の参考にしたいという答弁だったと思うのですけれども、こち

らについても、この目的に対する成果について伺います。どういった発想、市政運営の参考になるよ

うなことが得られたのか伺っておきます。 

次に、総合計画の関係でいいますと、第四次座間市総合計画の総括、現在、取りまとめ中だという

ことですけれども、実際、この総括という作業の中では、佐藤市長としてはどのように関わっておら

れるのか、お示しいただきたいと思います。 

次に、市長の選挙公約、現政策、施策について再質問します。 

これまでも市長の選挙公約、現政策、施策については質問させていただき、その都度、佐藤市長か

らも答弁をいただいておりますけれども、今回の答弁が何となくこれまでと違い、理路整然とした真

意をお答えいただいたような気がしております。再質問の前に、まずは何度も申し上げますけれども、

プレミアム付商品券事業というのは、自民党いさまの皆さんの働きがあってこそ実現できたものであ

りますので、その認識だけはお間違えのないようにしていただきたいと思っております。 

では、再質問です。事業に係る費用の概算、財源、計画、さらには手法、進め方を各部局室長、あ

るいは課長を含めた職員に説明、明示されたのでしょうかという問いに対しては、「明確に職員に明

示できたとは言い難い」と、そうした答弁をいただきました。また、この後の質問に対しての答弁で

すけれども、「トップダウンで全ての選挙公約を実現するのは難しい」と感じられているのであれば、

なおさら職員の皆さんに対してしっかりと説明を明示され、理解と協力を求めるべきではないでしょ

うか。先ほどの係長たちの話合いの中でもどんどんアピールしていけばよかったのかなと思いますけ

れども、それが今回なかったのであれば、この際、しっかりと佐藤市長の考えを、書面にでもまとめ

ていただいて配付されればよろしいのではないでしょうか。市長に就任されて１年を迎えようとして

いますが、後ればせながらでも結構ではないのですか、こういうことを皆さんにしっかり伝える、ぜ

ひ職員皆さんに説明、明示していただくよう求めるものですが、佐藤市長の見解を伺います。 

次に、共有したという、その中身についての質問に対してですけれども、「現状の課題について共

通認識を持っている」と認識されているが、「実現の可能性を共有している段階までには至っていな

い」という答弁だったと思います。では、いつになったら実現の可能性を共有できる段階になるので

しょうかという疑問にお答えいただきたいと思います。 

こちらも職員と財政状況の現状認識の質問の答弁で、「今後は各施策を実施計画で具現し、着実に

予算化するといった、これまでのやり方を踏襲し、公約実現を目指します」とおっしゃっていたかと

思います。つまりは実施計画で具現化し、予算化する、当然この段階だと理解してよろしいのか、佐

藤市長の見解を求めます。また、そうであるならば、ご自身の選挙公約、この実施計画の中でしっか

りと具現化し、予算化するという認識で間違いがないのか、佐藤市長の見解を求めます。 

次に、市長選挙前の佐藤市長の職員と財政状況の現状認識について伺いました。答弁では、「職員

数の実態、財政状況については、ある程度理解はしていたが、就任後、より詳細な実態というのを把

握した」ということでありました。 

再質問としては、市長選挙前に議員という立場で、本市の職員数の実態や財政状況について、ある

程度理解されていた。ある程度ということから、どの程度か分かりませんけれども、いずれにせよ職

員数の実態、財政状況は厳しいと理解されながら、29項目もある選挙公約を上げられて、全て実現可

能だと、そのとき考えられたのでしょうか。佐藤市長の見解を求め、２回目の質問とします。 
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〔答弁〕市長 

沖本議員より再質問をいただきました。 

まず、みなし自治会についてであります。沖本議員としていろいろ調べられた現状の把握をされた

上での再質問ということでありましたが、本市としても、まずは実態を把握させていただきまして、

今、ご提示いただきました組織なども含め、相手方の考えもございますので、そういったものも尊重

する必要があると考えております。また、そういった実情、現状を把握し、考えなども把握をし、そ

して、自治会総連合会の皆さんの意向などもお聞きをしていかなくてはならない課題だと考えており

ますので、そういったところも把握をしながら、研究をしてまいりたいと考えております。 

次に、安保条約の関係、日米同盟と、それから地位協定の関係でございます。基本的に、繰り返し

になりますが、まずは、外交防衛については国の専管事項でございますので、これから申し上げます

ことは、あくまでも私見ということでございます。私としましては、日米同盟に関しましては、地域

の平和と安全を守るために必要な同盟であると考えております。また、日米地位協定の関係で、本市

といたしましても、改善について国にも求めているところでございますが、事例として申し上げるな

らば、米軍や軍属の方々による犯罪及び迷惑行為などの発生に対しましての対応などがその一例とし

て挙げられると、課題として上げられると考えております。 

それから、地区別懇談会の実施についてでありますが、コロナ禍の状況でありますが、沖本議員よ

りもご提示をいただきましたが、Ｚｏｏｍ等、方法を例示いただきましたが、そういったことも含め

て検討してまいりたいと考えております。 

それから、若手職員の意見交換会でありますけれども、大変率直なご意見をいただいております。

そのご意見等は大変参考になるものであったと考えております。そういったまだ入庁して間もない職

員の皆さんの意見も含めながら、今後の、またそういった方たちが座間市の中心的に働く世代となる、

10年後、20年後というスパンで見ますとそういった方たちが中心となって働くということも含めて、

ご意見を受け止め、今後の市政運営に生かしていきたいと考えております。 

また、係長以上の面談についてでありますが、これについては、職員にどのような技術や経験があ

るか、職員がどのような考えで日々業務に取り組んでいるか、どのような業務でやりがいを感じたの

か、また、今後どのような業務に関わりたいかなど、職員のそれぞれの方々の考えややりがいなどを

聞くことができ、今後も職員の皆さんの声を聞きながら、施策に反映していきたいと考えております。 

それから、第四次総合計画の総括についてでありますが、これについては、逐次職員より報告を受

けながら、現在取りまとめをしている段階でございます。 

公約実現についてでありますが、これは、先ほどもご答弁をさせていただきましたが、実施計画、

予算でお示しをしてまいりたいと考えております。また、公約の実現の可能性については、私として

は、時間がかかるかもしれませんが、公約を実現させるために、市長に立候補をさせていただきまし

た。 

以上でございます。（「・・・答えていないよ」「デザイン会議」と呼ぶ者あり） 

未来デザイン会議についてでございますが、今回の未来デザイン会議でいただいた意見なども参考

にしながら、骨子案を作成していきたいと考えております。 

以上でございます。 

 

〔質問〕沖本 



-14- 

それでは、いただいた答弁に対して、また再々質問をさせていただきますけれども、はっきり言っ

て、私の質問に対する答弁になっていない部分が非常に多過ぎると思います。これに関しては、次回、

またしっかりと答弁をいただけるように、私も質問の構築をしてきて、この場でまた質問してまいり

たいと思います。 

時間がないので、１点に絞って、再々質問をさせていただきます。 

未来デザイン会議についてです。感想等を伺ったつもりなのですけれども、もうその感想もなく、

この意見を反映したいというお話でしたけれども、未来デザイン会議について、私もこの会議に出席

された方からいろいろ情報をいただきました。その方のお話の論意はそのままとし、多少文言を整理

させていただきながらちょっと紹介させていただきますけれども、まず、質問と意見のやり取りを紹

介させていただきます。 

質問として、参加された方ですよ、「この会議は何のために開かれたのか」という質問がありまし

た。回答としては、これは委託のコンサルタントの方だと思うのですけれども、「これまでは市単独

で考えて、企画、立案、作成してきました」、これは総合計画策定のことだと思うのですけれども、

「今後は、市の考えだけで完結するのではなく、多くの市民の方たちに加わっていただき、ご意見を

伺い、さらに皆さんから納得いただける政策をつくっていきたい」という回答。それから、また質問、

「この結果を誰がまとめて、どのように使われるのか」。回答、「私たち」、委託業者のコンサルタ

ントのことでしょうけれども、「がまとめて上に上げ」、市長にあげるという意味なのでしょうけれ

ども、「施策の中に」、施策の中ですから総合計画の施策の中にという意味だと思いますが、「そこ

に織り込んでいきたいと考えている」という回答。 

意見としては、以下のように言われております。「この会議での話は総論であって、各論、つまり、

この場の都合を優先したものではないはずです。また、市民に意見を求めるのであれば、今回の件に

関して、市長のビジョンを発表していただけなければ、何を基準に意見を述べてよいか分かりません。

ですから、このまま進むことになれば、皆さんの身の回りに関してのみの、ある意味勝手な回答しか

出てきません。会議を運営していくのであれば、最低限のレジュメがなければ話のしようもありませ

ん。市側のビジョンも分からず、レジュメもなく、一方的に話し合ってくださいと言われても無理で

はないでしょうか」、そうですよね、この意見には賛同される方も多くいらっしゃったそうですが、

逆に反論される方もいらっしゃったようで、いいですよね、こういう議論があるということはいいと

思います、一時、会場が紛糾されたと伺っております。 

初めに申し上げた質問、回答からお気づきのとおり、コンサルタントの方の本市の総合計画に係る

認識が全く間違っており、参加者にも間違った認識を持たせることになってしまっています。また、

この方がおっしゃられたご意見は、私ももっともだと思っています。正論を述べられていると思いま

す。当初、考えられていたであろうこの未来デザイン会議の目的からしても、認識をされていないと

おっしゃる地区別懇談会の代わりだとしても、この会議は甚だ問題だらけで、基本構想骨子案に反映

させられるような意見などを得られたとは到底考えられません。なお、このことについて、私は担当

職員、あるいは進行を任された委託業者のコンサルタントの方を責めるつもりは全くありません。な

ぜなら、先ほどの再質問のときに苦言を言わせてもらったように、無理が無理を生じているのです、

これは。なぜもっと早く知恵を出し合ってアクションを起こさなかったのか、悔やまれるばかりです。 

地区別懇談会の代わりとして認識されないとはいえ、そこで得られた意見を総合計画に反映するつ

もりだったという座間市未来デザイン会議は、その役割を果たすこともなく、逆に、問題を市民から

突きつけられる結果となったと。１か月、もしくは２か月後に骨子が示されるスケジュールにあって、
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地区別懇談会など、今後検討といいますが、骨子作成前に市民の意見を聞くとすれば、現段階で広報

されていない、間に合いません、これ。基本構想骨子策定作業の進捗状況は庁内の検討体制が整って

いるのものの、コロナ禍においては思うように作業が進んでいない。第四次座間市総合計画の総括は、

現在取りまとめ作業をしている段階。 

こうしたことから、私の考えを申し上げます。このままでは、総合計画事態が中途半端なものにな

ってしまいます。そうした総合計画を本市の最上位計画と認めることなど到底できません。ここはい

ま一度、策定スケジュールを見直し、例えば１年延期するなど対応を図り、市長のおっしゃる共創を

含め、本来あるべきプロセスを経て、これは職員定数の条例も一緒ですよね、本来あるべきプロセス

を経て、市民の皆さんに胸を張って示すことができる総合計画を策定すべきであり、策定計画を見直

す必要があると私は考えますが、佐藤市長の見解を求め、私の質問とします。 

 

〔答弁〕市長 

沖本議員より再々質問をいただきました。 

未来デザイン会議での参加者の１人の方のご意見を例示をされてのご質問でありましたが、そうい

ったご意見の方もいらっしゃったと聞いております。また、それに反論する方もいらしたということ

で聞いております。 

この未来デザイン会議はワールドカフェ方式で行いました。これは、市民同士で対話をするという

形で行わせていただきました。私、市議会議員のときにも感じていたことであるのですけれども、こ

れからの座間市の未来をつくり上げるのは、市の職員、そして市民の皆さんがまずは主役であるとい

うことです。そして、行政を行っていく上で様々な意見があります。その中で行政は、公正な立場か

ら様々なことを判断しながら、何を行うのが行政としてよいのかと、最もふさわしいのかということ

を考えながら行政運営を行っております。そのような中で、市民の皆さんにも様々な意見があるとい

うことをまずは認識していただくということが、私はこれからの次期総合計画をつくり上げていく上

で一番大切なことだと考えております。そういった考えもございまして、今回のグループワークをし

たわけですけれども、今、解決しなければならない課題、そして、課題の解決方法、課題が解決され

た後の座間市の姿というものを、この未来デザイン会議で話合いがなされたと聞いております。 

そして、その各テーマをグループごとに発表をしております。キャッチフレーズの提案などもして

おります。やはり地域をこれからどのようにつくり上げていくのかといったことも大変重要なことで

ありますので、地域の中で市民の皆さんがどのようなことを課題を感じ、そして、その課題解決のた

めにどのように動き、自主的な市民の活動を市として支援どのようにしていくかといったことを含め

て、大変この会議は重要な提言をいただいたものだと思っております。 

この会議の内容については、今、報告については取りまとめをしているところでございますので、

そういったものも含めながら、今後の次期総合計画の骨子案の中で生かしていきたいと考えておりま

す。 

以上でございます。（「計画に入れていくことが重要じゃないですかということ」と呼ぶ者あり） 

 

〔注意〕議長 

市長、ただいまの質問の中で、そこまでの考えは分かったのですけれども、最終的にどうなのかと

いうことをお答えいただきたいと思います。 
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〔答弁〕市長 

計画策定の見直しについては、現在のところは考えておりません。 

以上です。 


