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大磯町第四次総合計画後期基本計画（素案）についてのご意見及び町の考え方について  

番号  頁  意見  

１ ４ 実施計画の項に「予算額」を入れて体系化したものと記されているが、その額はど

の頁にも見当たらないが？  

町の考え方  

総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３段階で構成されています。本計画

には、基本構想と基本計画のみを位置付けています。基本計画の各施策に位置付けら

れる事業について予算額を入れて体系化した「実施計画」は、その年度の行財政状況

を踏まえ、別に定め公表する予定です。  

番号  頁  意見  

２ ５ まちの将来像、まちづくりの基本理念に関しては、「大磯まちづくり基本計画」の基

本理念と共有してはいかがでしょうか？「まちづくり」の意味合いが両計画書で多少

違うのはわかるのですが、基本的な部分は一つにしたほうが良いと思います。（同意

見）  

町の考え方  

まちづくり基本計画は、町の土地利用や都市づくりの基本となる計画です。総合計

画とも密接に関係する計画となるため、両計画の整合を図り策定しています。  

番号  頁  意見  

３ 10 土地利用のゾーニングに関しても、同上で、ごく基本的な部分では統一したほうが

良いのでは？（同意見）  

町の考え方  

まちづくり基本計画は、町の土地利用や都市づくりの基本となる計画です。総合計

画とも密接に関係する計画となるため、両計画の整合を図り策定しています。  

番号  頁  意見  

４ 27 自転車ネットワークに関しては、町中を「チャリンコ」見て回る観光者とロードバ

イクでの来訪者を分けて対策を立てる必要があると思います。既に狭い国道を多くの

ロードバイクが走っていますが、大変危険です。ロードバイクは専用のルートに導く

とか、なんらかの対策が必要だと思います。来訪者の回遊性を考える際は、町民の安

全に十分配慮する必要があります。  

町の考え方  

 本計画では、太平洋岸自転車道や、ポートハウスてるがさきのサイクルポートを活

用した自転車ネットワークの整備を考えています。その際、自転車で回遊される方や、

道路を利用される方の安全には十分配慮し事業を進めてまいります。  

番号  頁  意見  

５ 37 防災用メール登録者数の目標値はもう少し高くしても良いのではないか？メールで

通知を受け取ることで、防災無線が聞こえない場合、自宅にいない場合も自宅に危険

が迫っていることを知ることができる。  

町の考え方  

 本計画の計画期間や、町の現状を踏まえて目標値を設定していますので、御理解く

ださい。なお、いただいた御意見は、個々の事業を展開する中で参考とさせていただ

きます。  

番号  頁  意見  

６ 45 人材活用の推進について、目標値が低いのではないか？人材活用が予算不足の中で

本計画の重点プロジェクトを実現する上で大きな鍵となると思われる。行政から積極

的にこのような人材が必要であると広くボランティアを募集する仕組みを作りとその

活動を PR することに期待します。これによって町全体が大いに活性化するのではない

でしょうか？そういう意味では目標値の 20 人では少なすぎると思うのですが。  

また、高齢者が今後増加することを前提にすると、生涯学習活動（健康関連だけで

なくても良いと思います）への参加者数の目標値も現状と同じでは低いと思います。  
町の考え方  

 本計画の計画期間や、町の現状を踏まえて目標値を設定していますので、御理解く

ださい。なお、いただいた御意見は、個々の事業を展開する中で参考とさせていただ

きます。  

番号  頁  意見  

７ 94 

95 

「これからの大磯町」の 94～ 95 ページの「快適に移動できる交通基盤の推進」には

盛りだくさんの計画が網羅されていますが、これを実現するためには莫大な予算を必

要とします。昨今の経済事情を考慮すると、これらの計画を現実のものとすることに

危惧を禁じえません。それぞれの計画実現にいくらの予算が計上されているかは、資
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料から推し量ることは不可能です。つまりこれらの計画を具体化する財源については

どう判断しているのか、財源の担保は確保されているのか心配です。計画だけが網羅

され、結果計画倒れになることはないのでしょうか。「これからの大磯町の財源につい

て」もはっきりした計画を示すべきと、わたしは考えます。意見として提出します。  

町の考え方  

 本計画の実効性を確保するため、今後の財政見通し（素案 25 ページ）を掲載してい

ます。計画期間中は毎年財源不足が生じ、町の財政状況は依然として厳しい状況にあ

ります。しかしながら、本計画の重点プロジェクトを着実に実施するためには、位置

付けられた重点事業に配分する財源を確保する必要があります。そのためには、引き

続き、行政改革の取組みによる既存事業の見直しなどによる経常経費の削減、また、

受益者負担金の見直し、町税の徴収体制の強化などによる歳入の確保に努めるととも

に、公共施設等の総合的管理計画の策定し公共施設マネジメントの推進を図っていく

ことなどにより、限られた予算の中で重点プロジェクトに配分する予算の確保に努め

てまいります。  

番号  頁  意見  

８ 97 耕作放棄地面積の目標値が低いのでは？  

町の考え方  

本計画の計画期間や、町の現状を踏まえて目標値を設定していますので、御理解く

ださい。  

番号  頁  意見  

９ 103 英語版のまち歩きマップがあっても良いのでは？  

町の考え方  

計画期間中に 2020 東京オリンピック・パラリンピックも控えており、必要性は認識

しています。いただいた御意見は、個々の事業を展開する中で参考とさせていただき

ます。  

番号  頁  意見  

10 105 105 ページにある「問題意識」には大変重要な点が記載されていると思います。「分

野横断的に行政計画体系を見直し、重複を省きながら、実効性のある計画に転換して

いくことをめざし」とあります。まさにその通りでだと思います。是非それを実行し

ていただきますようお願いいたします。  

そこで思うのですが、実効性のある計画書にするため、部門別計画の部分に、目標

値に加え、担当部署を記載してはどうでしょうか？関連計画書等の記載はありますが、

実際どの部署が中心になって計画を実施していくのかが明確になっていません。  

また、今後行政計画体型の見直しを行う際、既にある計画書と総合計画との整合性

についても見直しを行っていくことで重複が省かれるのではないかと思います。  

５年後の改訂はすぐにやってきてしまいます。それまでに本計画に則って重点プロ

ジェクトを中心とした様々なプロジェクトが実際に動き、結果を出すようになってい

ることを期待しております。  
町の考え方  

部門別計画には、それぞれの項目に目標値を掲げ、取り組んでまいります。また、

部門別計画には関連する個別計画を掲載し、個別計画と総合計画との関係性を確認で

きるようになっています。なお、担当部署名の掲載については、計画期間中に事業を

担当する課等が変更することも考えられるため記載する考えはありませんが、関連す

る個別計画がある施策については、大磯町策定計画一覧（素案 109 ページ）から担当

部署が検索できるようになっています。  

番号  頁  意見  

11 意見 大磯町観光立町としての私見  

○大磯駅前の観光協会の拡充・拡大  

○町舎に大磯の特産、名産御土産展示販売特設会場の整備  

○観光客及び町民と町長との対話が出来る時間の設定も観光立町として重要  

 公務でご多用の事お疲れ様です。良い素案だと存じます。  

◎私見としての観光の事のみ申し上げます。  

○大磯町が観光立町としての町の経営上活計すべき条件。  

 １．国内観光及び国際観光の諸思案施策を講じる事。  

 ２．観光客が財貨やサービスの消費を通じての経済活動を伴う観光政策である事。  

 ３．観光資源の整備。  

 ４．観光の人文資源の整備。  

 ５．観光史の歴史的、文化的普及活動。  

 ６．観光事業の充実（観光斡旋、観光宣伝、観光土産品、観光接客接遇、等々重要。 
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 ７．観光機構としての連係（国際観光、国内観光）  

 ８．国際的、国内的姉妹の町として都市を数十数百所との友好があってしかるべく、

大磯発湘南発祥の地である事を基礎とする事（ SHONAN OISO）  

 

◎（別私見）  

 １．町の木の制定について（桜を加える事は出来ませんか）歴史上の事実として、

源頼朝が花見に来る程の桜の景勝地（花水）であったと存じますが ? 

 ２．往時の歴史文化を伝承すべき事。  

 ３．聖地は聖地として残すべき事。※天王山（王子山、天城山）  

◎  聖徳太子は四天王寺を造営し、天王山を命名した。天王山は牛頭（ゴズ）天王を

祭り当時の厄病（はやり病）を払ったと有る事実（牛頭天王＝スサノウの命） (文

科省及び文化庁、神社本庁にて調べるも往時の詳細は不明 )しかるに天王山は天王

山、聖地である事は歴史上の事実  

※  大磯の城に関して天王山城→城山（屋館城出城）  

◎  鎌倉時代は相模守（北条義時又は北条時頼又は北条時宗（相模太郎）又は北条高

時の屋館城として。  

◎  戦国時代は小田原北条家北条早雲が上杉顕定と戦い三浦道寸に勝ち出城としたの

ではないかと思考される。  

※  上記の如く詳細は不明であるが、大磯町観光協会が名文化する事には歴史上のロ

マン、観光人文資源上大切な事だと存ずる。本機関（学術文化団体）、大磯城日本

顕彰院は規約に名文化する予定です。アナログ人間の先手必勝思考ご容認下さい。 

以上  

○特  終わりに雑感私見を申し添えます。  

◎  大磯町民の 60、70 才上の方は長老を含め、町の発展に係る心が寒めている様に感

じます。心が暗らい。人は年を重ね年寄りにはなるが心は若く保て、老人にはな

るなと言うのが旧来の学びの筈ですね。私の師は 60 才、70 才は鼻たれ小僧と言っ

てた事を思い出します。長老達が元気を出す心が熱くなる様な各種イベント（例

えば長老大学おしゃべり会（若い頃を語ろう会、大磯を語ろう会）、カラオケのど

自慢大会等々色々考えられます。長老達からの教え伝え学ぶ事が最良の人間学だ

と思います。（学ぶ事は教える事＝教える事は学ぶ事）  

◎  若者に対しては湘南大磯美人コンテスト、武術大会、芸能大会、国語漢字大会、

ソロバン大会、書道花道大会等々コンピューター社会であるからこそ、ヤルベキ

イベント（大磯発信）を思考すべきと存じます。（観光協会商工会、ロータリーク

ラブ、ライオンズクラブ）等各種事業者の協力的約務は重要です。全て大磯発信

は先手必勝を期待します。大磯町は天定において他県市町村には出来ない観光制

策、学びの観光制策は必らず出来る筈です。日本一の観光立町として堂々と旗を

かかげる大磯であるべきと存じます。  

◎  春夏秋冬に合せた、大磯名産、特産土産品は観光地には必需品です。  

＜例＞  

  青鳩クッキー、桜せんべい、大磯シラス、大磯シラス天ぷら等々、又食事処では

弁当として、天王様御膳、明治天皇観魚記念御膳、大磯城御膳、元老御膳、総理大

臣記念御膳、国府守御膳、大磯宿弁当、大磯シラス弁当、日本独立功労の父・吉田

茂翁記念御膳、等々が考えられるが事業者と協調の選定に注意すべきこと。  

※  何故、この事申し述べるかと言うと、ご承知の如く大磯の食事処は他県に比べ料

金が高すぎる事。  

※  弁当は  \500（税込み）  

※  御膳は  \1,000～ 1,500(税込み )  

町の考え方  

 観光に関する施策については、本計画の重点プロジェクトである「花」プロジェク

トに掲げて推進してまいります。また、関連する個別計画である「新たな観光の核づ

くり基本計画」においても、大磯町らしい観光をめざし様々な取組みを展開していま

す。いただいた御意見は、実施計画を策定する中で参考とさせていただきます。  

番号  頁  意見  

12 意見 内容が抽象的で町民においては『で、何がしたいのですか？これから何をするので

すか？』と聞きたくなる、または将来のビジョンが見えない内容となっております。

方向性や目標については理解しましたし、賛同できる内容とはなっておりますが、そ

のために、具体的に何をするかによって、賛否は分かれると思います。（目標感は一致

しているが、言っていることと、やっている事が違う、とか。）一番重要な具体性に欠

けるのです。なので町民は不安がります。何か大きな物事を進める上においては、骨

子や手順は必要ですが、今はその段階ではなくもう一歩、二歩前に進まないといけま
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せん。残念ながら、今回の資料は焼き直しに見えます。『まちカフェ』においては、皆

が『そのためには、どうするのか？』について知恵を絞って考えたと思います。なの

で、目標達成のために何が必要ではなく、何を行っていくのかを宣言して欲しいので

す。  

町民の意見は千差万別で一つにまとめるのは無理だと思っております。かといって、

皆に良い顔をしても物事は前に進みません。また、抽象的な言葉を並べても、好きっ

勝手に解釈するので、帰って反感を買う場合もあます。であれば、具体的に物事を示

してトライして PDCA を回すべきだと思います。 Plan Do Check Action。今、一番重要

なのは『 Action』です。決して簡単な事ではなく、外的要因、内的要因もあり、生易

しいものでは無いことは充分理解しますが、本気度を示しましょう。 
町の考え方  

本計画は基本計画ですので具体性に欠けることは否めませんが、部門別計画につい

ては、それぞれ目標値を定め、その目標値を達成すべく施策を進めてまいります。ま

た、基本計画の各施策に位置付けられる事業については、具体的な事業として「実施

計画」に別に定め、ＰＤＣＡサイクルに基づき、事業を展開してまいります。  

番号  頁  意見  

13 意見 大磯町は沿岸部にある町なので、塩害による鉄・アルミの構造物の腐食が内陸部の

地域に比べて多く、そして早く進行します。勿論このことについては十分ご存知のこ

とで、問題の起こる前に対応されていることでしょうが、見るからに危険なものも散

見されます。特に崩れ落ちるかもしれないもの、倒れるかもしれないものについては、

常に注意して事前に安全策を講じておられるとは思いますが、地震の後の耐震構造見

直しの徹底と同じように、安心・安全等の確保のため、徹底して既存の鉄・アルミ・

木材・プラスチック等の腐食する金属や材料を使用した諸構造物の再点検と保全が望

まれます。  

建設、設置してから年数の経ったもの、使用頻度の高いもの等については、日夜安

全点検につとめておられるとは思いますが、問題は予告なく発生します。空中・地上・

地下の構造物・埋設物について点検・調査・修復等の計画も立案してください。  
町の考え方  

 公共施設の維持管理については、各担当課により計画的に実施するとともに、緊急

的な対応についても適宜行っています。また、平成 28 年度以降は、公共施設等の総合

的管理計画を策定し、公共施設の再編等を進めていく予定です。  

番号  頁  意見  

14 意見 「これからの大磯町（素案）」を拝見しました。大磯はこれからどう変わろうとして

いるのか、それが容易にイメージできる内容ではありませんでした。私は、 15 年ほど

前に都内から大磯町に移り住みました。「明治政界の奥座敷」とホームページでも謳っ

ているように、大磯は「歴史と文化」というイメージだと思いますが、今では跡地が

マンションに変わったり、屋敷跡が小さな住宅地になったりと、その名残もほとんど

なくなり、新興住宅地のようになっています。これは、文化や文化財に対する町政の

意識の低さだと思います。町内も大型の建築以外は規制がほとんどなく、好き勝手な

住宅が建っています。観光客が目にする主要な地域はもっと詳細な建築基準を設けな

ければ、よき大磯のイメージが完全になくなってしまうように思います。  

少子高齢化の問題でも、大きな産業もなければ働き場所もない大磯町で、移住によ

って一時的に人口が維持できたとしても、次世代が就職と同時に大磯を離れ、そのま

ま大磯以外で居を構えるといったことが普通です。ハローワーク等の求人でも、神奈

川県の最低賃金を提示しているところが多く、これでは生活の主収入としては成り立

ちません。求人数も必要ですが、その質も求められるところです。職場や企業の誘致

は緊急の課題のように思います。  

大磯は湘南発祥の地としながらも、その発信力は弱く、一般には茅ヶ崎や広くは逗

子、葉山あたりが湘南と認識されています。観光の町としてこれから考えているので

あれば、そのあたりのアピールも今以上に必要だと思いますが、現状では観光客を呼

ぶことができても経済的なメリットは少ないように思います。駅前の再開発なども必

要だと思いますが、観光の町としては大きな目玉もなく、観光で大きな収益を上げて

いくのは難しいようにも思います。私は「歴史・文化の町」のイメージを観光として

よりも、ベンチャーや芸術、学研都市としての町づくりを目指す方がよいのではと考

えています。  

大磯町は町の景観が崩れていく割には新しいものもありません。人口 1 万人にも満

たない真鶴町の真鶴地域情報センターでも WIFI が使え、小学生も利用しているよう

ですが、大磯図書館では WIFI も使えません。最低限こういったサービスも必要だと

思います。  

まちカフェに参加し思ったことは、まちカフェに参加されている方の中で、大磯で
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生まれ育った人の参加が少なかったことです。他の地域でもそうですが、新しい転入

組はこういう会議にも参加し意見を述べる方が多いようで、自然と声も大きくなりま

す。私は大磯で生まれ育った方々との調和が大事だと思っています。大磯で生まれ育

った方々はどう考えられているのか気になるところです。  
町の考え方  

社会問題となっている「人口減少」と「少子高齢化」に対応するため、本計画では

「交流人口の増加」と「定住人口の安定化」を目標としています。この目標を達成す

べく重点プロジェクトとして「花・鳥・風・輪」の４つのプロジェクトを掲げ、重点

的かつ組織横断的に事業を展開していくこととしています。その中で、大磯らしい歴

史や文化による魅力づくり、若い世代の創業や雇用創出、多世代間の交流など、いた

だいた御意見は、実施計画を策定する中で参考とさせていただきます。  

番号  頁  意見  

15 意見 全施策について、膨大な計画で本当に実施するのか、やれるのか、計画だけのぷら

んぷらんになりやしないか心配！！各施策の概要ごとに目標値を設定している事は良

いんだが、実施する「人・物・金」の３大要素について記述がない。これでは取組め

ないのでは！！  

町の考え方  

社会問題となっている「人口減少」と「少子高齢化」に対応するため、本計画では

「交流人口の増加」と「定住人口の安定化」を目標とし、この目標を達成すべく４つ

の重点プロジェクトを掲げ、重点的かつ組織横断的に事業を展開していくこととして

います。計画の実効性を高めるため、計画期間中の財政見通しを明らかにし、毎年生

じる財源不足を解消すべく、経常経費の削減や歳入確保により重点プロジェクトに配

分する予算の確保に努めてまいります。また、これらの事業を実施するため、適正な

人員配置に努め事業を展開してまいります。  

番号  頁  意見  

16 意見 今後の大磯町のまちづくりの方向を示す基本総合計画の策定に関する意見募集に対

し以下のテーマ [心づかいのまちづくり ]を提案させていただきます。  

１、まちづくりの望ましい先行事例として「代官山おもてなし」プロジェクトをご紹

介します。 (別添資料 :シリーズ本コミュニケーションデザイン第４巻『地球市民の

デザイン』 FOMS 編著、遊子館 2012 年刊行の紹介頁 P68～ 69 を添付 ) 

２、大磯町では図書館にも町役場にも商店にも「代官山おもてなし」のようなトイレ

とおむつ交換スペースや授乳スペース提供の配慮はみられません。返却不要の傘も

ありません。せめて駅前の観光案内所には、赤ちゃんのミルクを暖めるお湯の準備

が望まれます。  

３、大磯では、豊かな自然や歴史や文化を訪ねる来街者を迎えるおもてなしに加えて、

大磯に住む私たちと共に喜びを分かち合える共生の「心づかいまちづくり」を提案

します。歩行中のお年寄りなどが自由に腰掛けて一服したり花を愛でる庭先の椅子、

雨なら傘などを「使ってネ」マークを添えて提供するのです。梅や柿の実、そして

不要になったバギーや本なら「もらってネ」マークを付けても、値段を付けても良

いでしょう。春秋年２回のオープンガーデンでは花の苗の頒布など、無理なく、時

間の拘束もなく、思いついたらすぐできる「心づかい」が広がるとよい。  

４、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」は近江商人の有名な心得でし

た。それを現代に活かして、「こちらよし、そちらよし、大磯もよし」を大磯共通の

標語にできたらよいと思います。  

５、駅前の大磯迎賓館の活性化案や聖ステパノ学園アプローチ空間の借用案、駅前店

舗ファサードのリ・デザイン公募案、国交省が検討中のマイカー・タクシーや民泊、

シェアーハウス、空き家対策、ユニバーサルデザインなどは人口減少対策にもプラ

スでしょう。[心づかいまちづくり」を検討する住民会議の中で、日頃の思いと心づ

かいを語り合えば、まちづくりに資する個別テーマは想像以上に見いだせると思い

ます。  
町の考え方  

 社会問題となっている「人口減少」と「少子高齢化」に対応するため、本計画では

「交流人口の増加」と「定住人口の安定化」を目標としています。この目標を達成す

べく「花・鳥・風・輪」の４つのプロジェクトを掲げ、重点的かつ組織横断的に事業

を展開していくこととしています。その中で、御提案いただきました「心づくり」を

エッセンスとして加えることで、町民の皆さんや、町に訪れていただく方々へ配慮し

たまちづくりを行うことができると考えます。いただいた御意見は、個々の事業を展

開する中で参考とさせていただきます。  

 


