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「相模原市外郭団体改革推進計画(案)」に関する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 

１ 概要 

  市が出資や継続的な支援を行っている外郭団体について、これまで相模原市外郭団体に係る改

革プランに基づき、取組を進めてきました。外郭団体の健全経営や自立化の促進等について更な

る取組が必要であることに加え、賃金の上昇や人手不足といった社会経済情勢の変化に伴う新た

な経営課題も浮上していることから、今後も外郭団体が公益的使命を果たしていくことができる

よう改革を更に推進するため、基本的な考え方や具体的な取組を示した相模原市外郭団体改革推

進計画を策定することとしました。 

この度、同計画の策定に当たり、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。 

その結果、４人の方から３１件のご意見をいただきました。いただいたご意見の内容及びご意

見に対する本市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。 

なお、いただいたご意見につきましては、今後の取組に生かしてまいります。 

 

２ 意見募集の概要 

 ・募集期間  令和３年１月１５日(金)～令和３年２月２２日(月) 

 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 

 ・周知方法  市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架 

  ※資料の配架場所 

   経営監理課、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南ま

ちづくりセンターを除く)、各出張所、各公民館(沢井公民館を除く)、各図書館、市立公文書館 

 

３ 結果 

（１）意見の提出方法 

意見数 ４人（３１件） 

内

訳 

直接持参 １人（２件） 

郵送 ０人（０件） 

ファクス ０人（０件） 

電子メール ３人（２９件） 
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 （２）件数と意見に対する本市の考え方の区分 

項目 件数 
市の考え方の区分(※) 

ア イ ウ エ 

① 計画（案）全体に関すること １  １   

② 
「第３章 これまでの改革の成果

と課題」に関すること 
５  １  ４ 

③ 「第５章 取組方針」に関すること ２０ １ ４ １２ ３ 

④ 個別の外郭団体に関すること ３  １ １ １ 

⑤ その他 ２    ２ 

合計 ３１ １ ７ １３ １０ 

 

※市の考え方の区分 

     ア：計画（案）に意見を反映するもの 

     イ：意見の趣旨を踏まえ計画（案）等の取組を推進するもの 

     ウ：今後の参考とするもの 

     エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見、計画内容を確認する意見など） 
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（３）意見の内容及びご意見に対する本市の考え方 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

①計画（案）全体に関すること 

１ 改革推進計画（案）には概ね賛成。各

団体が目標通り改革できるようサポー

トして頂きたい。 

 いただいたご意見のとおり、計画に基

づき、各団体の改革を推進してまいりま

す。 

イ 

②「第３章 これまでの改革の成果と課題」に関すること 

２ 統廃合の実施状況について、「団体の

廃止及び統廃合を実施した」との記述が

あるが、廃止や統廃合を行ったのは市の

指導によるものか、あるいは団体が自主

的に決定をしたのか、なぜ、そのような

合併や改称を行ったのかの経緯が不明。

脚注にでもよいから、その経緯を明記さ

れたい。 

 外郭団体の統廃合につきましては、平

成２３年度に策定した相模原市外郭団

体に係る改革プランに基づき、推進して

まいりました。 

 社団法人相模原市畜産振興協会につ

きましては、独立した団体として運営を

継続することが困難であることから解

散したものであり、また、公益財団法人

相模原市都市整備公社と公益財団法人

相模原市みどりの協会につきましては、

類似機能を持つ団体であり、統合するこ

とにより団体経営安定性の向上や事業

の発展性が期待できることから統合し

たものでございます。 

 また、これらの経緯の概要につきまし

ては、第３章２（１）「外郭団体の統廃合」

の中で記載しております。 

エ 

３ 市職員の引揚げについて、当初はどの

ような経緯で外郭団体に市職員を派遣

していたのか、判断や妥当性について明

記されたい。本来の派遣が正当・合法・

妥当性を持つものであったならば、継続

的な派遣が望ましい。あるいは、団体の

経営状態が改善したから職員を引き揚

げたのかについて明記されたい。過去の

派遣が非合法あるいは不適切だったと

の推測を持たざるを得ない。 

 市では、公益的法人等への一般職の地

方公務員の派遣等に関する法律に基づ

き、人的支援の観点から外郭団体に市職

員を派遣しておりましたが、国における

公益的法人等に関連する制度改正が行

われるなど、外郭団体を取り巻く環境や

求められる役割が変化してまいりまし

た。こうしたことから、平成２３年度に

策定した相模原市外郭団体に係る改革

プランにおいて、外郭団体の自主・自立

化を推進する観点から市派遣職員を引

き揚げることとし、取組を進めてまいり

ました。 

 また、引揚げの意図につきましては、

エ 
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第３章２（２）「市派遣職員の引揚げ」の

中で記載しております。 

 なお、外郭団体に対して再度市職員を

派遣することは現時点においては考え

ておりません。 

４ 委託事業の見直しにおける一者随意

契約について、市が設立した団体につい

ては、通常であれば、一者とならざるを

得ないことはよく分かる。敢えて、二者

による競争を持ち込むことにより、不適

切な業者や市外の業者に業務がわたり、

長期的な視点で市にとって損失である

こともある。主にどのような理由で一者

随意の妥当性を維持してきたのか。 

 本市では競争入札を原則としており、

地方自治法施行令によって認められて

いる公益社団法人相模原市シルバー人

材センターを除き、外郭団体であること

をもって随意契約を締結することを認

めておりません。 

 市が締結する一者随意契約につきま

しては、契約相手方が外郭団体である場

合を含め、契約の性質又は目的が競争入

札に適さないなど、真にやむを得ない理

由があるものや、予定価格が規則で定め

る範囲内であるもの等に限定しており

ます。 

エ 

５ 補助金を受け取っている以上は、採用

者等の選抜に当たっての公開性・妥当性

は保持されているのか。補助金の利用先

（決算報告）について市の広報及びホー

ムページ、公共施設にて公開しているの

か。補助金を得なければならない理由に

妥当性はあるのか。また、自主財源（寄

附や事業収入）への取組の努力はみられ

るのか。 

外郭団体の職員や役員の採用に当た

っては、専門的な知識を有する人材を公

募等により広く募集するよう引き続き

促してまいります。 

 外郭団体の決算報告につきましては、

市が４分の１以上を出資している法人

について、毎年度、経営状況を説明する

書類を作成し、議会に提出しておりま

す。また、団体ホームページでの財務諸

表の公開や団体の事務所に備え置くこ

と等により、広く公開しております。 

外郭団体の経営につきましては、原則

として自助努力により行われるべきで

すが、公共性・公益性の高い事業を行っ

ている性質上、経営に伴う収入のみをも

って運営することが難しいと認められ

る経費については市が補助等の財政的

支援を行うことをやむを得ないものと

考えております。 

これまでも寄付金の募集や収益事業

イ 



5 
 

の実施により自主財源の確保に取り組

んでおりますが、更なる自主財源の確保

による自立化の促進及び経営安定化の

推進について指導してまいります。 

６ 今後の課題に「民間事業者との競争激

化」とあるが、そもそも民間事業者との

競争状態に陥るようであれば、民間に任

せるべきであって公的な存在としては

撤退すべきではないか。この文脈ではな

ぜ外郭団体が必要なのかという議論に

なる。 

 公共部門へ参入する民間事業者が増

えている状況であっても、外郭団体がそ

の専門性を生かすことができる事業に

つきましては競争力を強化し、公共性・

公益性を保ちながらより質の高い特徴

ある事業を展開していくものと考えて

おります。 

また、専門性を生かすことなく民間事

業者によって代替可能な事業につきま

しては、民間事業者によって行われるべ

きであると考えております。 

エ 

③「第５章 取組方針」に関すること 

７ 外郭団体について、公共性は多少なり

とも保たれているといえ、行政に対する

ような罰則規定、市民の選挙による意思

決定者の選抜機能も存在しない。したが

って、外郭団体が一部の業者や特定利益

集団の利益代弁者となり、利益相反とい

った汚職の根源となりえる可能性も否

定できないが、行政とは異なるので罰則

規定もない。したがって、助言・提言の

行政支援機能については、本来は行政の

専門職員が聞き取り調査を行ったり、委

員会を設置したり、あるいは外部コンサ

ルタントに調査を依頼することによっ

て可能になるのではないか。市が外郭団

体に求める機能の行政支援機能という

項目は削除すべきである。 

 市の行政を補完する役割を果たすた

めに設立された外郭団体は、民間的手法

を用いて公共性・公益性の高い事業を柔

軟かつ効果的に行うことにより、地域活

性化や市民サービスの向上に寄与して

きたものと考えております。 

 また、外郭団体のガバナンス体制の強

化につきまして、本市では外部委員によ

り構成される外郭団体経営検討委員会

による経営評価の実施や、委員会から市

への提言を踏まえた指導などにおいて、

一層の透明性確保及び信頼性向上に取

り組んでいるところです。 

外郭団体は長年にわたり現場で蓄積

した知識と技術といった専門的ノウハ

ウを有しており、市の政策立案等につい

て市と共に担うことができる可能性が

あることから、外郭団体が適切な経営を

行っていることを前提に、外郭団体が有

する長所を踏まえ、行政支援機能を含め

てこれまで以上に連携、活用することが

望ましいものと考えておりますが、ご意

ウ 
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見につきましては、今後の外郭団体に求

める機能の在り方を検討する上で参考

にさせていただきます。 

８ 市が外郭団体に求める機能の一つの

機動力機能について、説明文面がおかし

い。制度・規制は行政側が定めるもので

あって、その変化に対して柔軟・迅速に

対応するのは外郭団体に有利なわけで

はないと考える。 

 外郭団体は公共性・公益性と企業性を

併せ持っていることから、行政が定める

制度や規制の変化に対して民間企業と

同様の機動力を発揮することを求めて

いるものです。 

ご意見を踏まえて、外郭団体の性質に

ついて加筆させていただきました。 

ア 

９ 外郭団体が行政からの補助金を原資

に、民間事業者やＮＰＯ法人等に事業を

行わせる補助金の分配機能を期待して

いる。この補助金の分配機能は結果とし

てつくものであり、選考等でのノウハウ

は期待できるが必ずしも特定の外郭団

体が実施すべきものでもない。このよう

な機能を期待することは、結果的に、外

郭団体は行政が補助金の分配を依頼し

なくなった時に活動資金を失ってしま

うので、「補助金行政の恒常化」を強化す

るものであり、市が外郭団体に求める機

能の行政の補完機能は削除すべきであ

る。 

 行政の補完機能につきましては、様々

な主体と連携をしながら全市的な対応

が必要になるといった市場性の薄い事

業等について、外郭団体が実施すること

で行政を補完する機能であり、市が外郭

団体に求める大きな役割の一つである

と考えておりますが、ご意見につきまし

ては、今後の外郭団体に求める機能の在

り方を検討する上で参考にさせていた

だきます。 

ウ 

１０ 具体的に、いつのタイミングで、どの

くらいの頻度で、誰が、どのように統合、

廃止、再整理等の検討を行うのか。これ

では行政が恣意的に判断することにな

り、明確なゴールが見えない。 

 外郭団体の統合又は廃止、役割の再整

理等につきましては、設立目的が達成さ

れていないか、経営基盤がぜい弱になっ

ていないか等の観点から団体の在り方

等の検証を毎年行う中で検討していく

ものと考えております。 

また、令和６年度から令和９年度まで

の計画後期における外郭団体の在り方

につきましては、外部委員で構成される

相模原市外郭団体経営検討委員会に諮

りながら令和４年度までに方向性を明

らかにしていくものと考えております。 

エ 

１１ 外郭団体の財政のうち、補助金及び出

資相当額に対しての予算、決算及びその

 外郭団体の決算報告につきましては、

市が４分の１以上を出資している法人

イ 
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資金を用いた個々の活動の概略につい

て、広報紙及びホームページ、市の施設

において公表すべきである。予算及び決

算について市民から質問を受け付け、公

のチャンネルを使って回答すべきであ

る。 

について、毎年度、経営状況を説明する

書類を作成し、議会に提出しておりま

す。また、市ホームページにおいて、各

団体の事業内容や決算状況、役職員の状

況等の基本的事項をまとめた出資法人

等の概要を掲載しているほか、団体ホー

ムページでの財務諸表の公開や団体の

事務所に備え置くこと等により、広く公

開しており、引き続き情報公開の推進に

ついて指導してまいります。 

１２ 減少した人口と財政に応じた規模の

外郭団体の活動に縮小させるべきであ

る。高齢者の増加及び税収の減少につい

ては、高齢者の家族からの税収や寄附、

及びそのほかのアイデアで切り抜ける

べきであり、外郭団体の連携と活用にお

ける「更なる市民サービスの向上」は「適

切な市民サービスの維持」に改めるべき

である。 

 社会経済情勢や市民ニーズの変化を

捉え、外郭団体の意義及び使命を再検証

し役割を見直します。その結果、設立目

的が既に達成されている等の場合は、当

該団体の必要性が薄れていると言える

ことから、統合又は廃止、役割の再整理

等の検討を行っていくものと考えてい

る一方で、社会経済情勢の変化に伴い変

化する市民ニーズに対応するために、市

は外郭団体との連携を深め、更なる市民

サービスの向上と地域活性化に取り組

む必要があると考えており、ご意見は今

後の参考にさせていただきます。 

ウ 

１３ 指導の視点に自主的、効果的な財政運

営とあるが、この方針では、自助努力に

向かうとは思えない。例えば、寄附金や

収益事業により得られた自主財源の２

倍の金額を補助金の限度額とするなど、

インセンティブについて明記されたい。

最初の数年は補助金が必要になるが、経

営改善のロケットスタートのための資

金として特別な補助金の申請（寄附を募

るためのＰＲ戦略など）といった形でサ

ポートすれば十分であるし、市民からの

支援・寄附が得られない活動はそもそも

存在意義がないことを知るためのバロ

メーターとなりえる。 

 団体により設立目的や求められる役

割、経営状況等が異なることから、いた

だいたご意見のような具体的な取組に

つきましては、個別に検討していく必要

があると考えております。 

 ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

１４ 事務事業の見直しに、「新型コロナウ  事業実施に当たり、生活様式の変化等 ウ 
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イルス感染症の影響により生活様式の

変化等に対応するための事業の見直し

を行う。」とあるが、これは公的補助が必

要な部分であることから、事業の見直し

ではなく「基本的な設備・施設デザイン

の変更に関して積極的に公的補助を行

う」として良いのではないか。 

への対応として、ソーシャルディスタン

スの確保や検温、消毒等の感染拡大防止

の観点や、施設の利用制限等の制約があ

る中での活性化の観点など、事業を様々

な観点から見直すことが重要であり、指

導の視点の一つとしております。 
 ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 
１５ 専門性の向上と特徴ある事業の実施

について、「公共部門へ参入する民間事

業者が増え、競争が激化する」というの

は認識の誤りではないか。民間に任せら

れる部分は民間に任せるべきである。外

郭団体は民間事業者では対応できない

問題や、民間事業者へ費用を支払うこと

ができない市民に対するセーフティー

ネットとしての役割を強化するべきだ。 

 国における制度改正や規制緩和によ

り、例えば、かつては公益的法人に限定

されていた公の施設の管理委託につい

て、民間事業者においても参入できる指

定管理者制度の導入など、民間事業者の

公共部門への参入が促進されてきまし

た。こうしたことなどから、公共部門に

参入する民間事業者が増加し、外郭団体

との競争が一層激しくなっている状況

であると認識しております。 

そうした中においても、外郭団体がそ

の専門性を生かすことができる事業に

つきましては、競争力を強化し、公共性・

公益性を保ちながら質の高い特徴ある

事業を展開することを期待しておりま

すが、専門性を生かすことなく、民間事

業者によって代替可能な場合は、当該団

体の必要性が薄れていると言えること

から、団体の統合や廃止、役割の再整理

等を検討していく必要があるものと考

えております。 

イ 

１６ 外郭団体のトップには任期を設け、長

期的に同族や近親者だけが経営を行う

ことがないような体制づくりが望まし

い。また、専門的な知識があっても組織

内の紹介がなければ業務につけないこ

とが多い。広く多様な資質を持った人材

を登用するよう、内部での計画を文書化

し公表すべきである。 

 外郭団体の役員等につきましては、公

益法人及び社会福祉法人においては法

により親族の就任に制限がされており、

現時点においても同族や近親者による

経営は行われていないものと認識して

おります。また、団体の事業や経営に関

する知見を有する人材を公募等により

広く募集するよう促しており、いただい

たご意見を参考に、引き続き多様な人材

ウ 
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の確保に努めるよう指導してまいりま

す。 

１７ 組織、人員体制の効率化に「意思決定

の迅速化を図り」とあるが、ワンマン経

営による偏った弊害をもたらすのでは

ないか。組織の簡素化と意思決定過程の

文書による記録により、組織の透明性を

保つようにされたい。市民が求めている

のは効率的で機動力のある組織ではな

く、透明性があって公平な組織である。 

 高い公共性・公益性が求められる外郭

団体において、信頼性の確保のため、透

明性や公平性を保つことは重要です。 

 その上で、多様化する市民ニーズや新

たな経営課題への対応を図りながら、安

定的・持続的に公益的使命を果たしてい

くためには、効率的で機動力のある組織

運営を行うことが重要であると考えて

おります。 

イ 

１８ 外郭団体の業務は個人の能力よりも、

組織としてのチームワークによって達

成されるものであり、成果主義、能力主

義に基づく評価制度には反対である。職

員の評価は所属する業務組織単位をチ

ームとして、チームとしての成果を評価

すべきである。能力主義はその時に能力

を発揮すれば良い職場にいた人間が評

価される不公平な制度であり、資格取得

等の能力向上を評価すべきである。 

 外郭団体が社会経済情勢の変化に伴

う新たな経営課題や、多様化する市民ニ

ーズに対応し、質の高い公共的・公益的

なサービスを効率的に提供するために

は、課題等に的確に対応する能力などを

これまで以上に発揮することが求めら

れています。 

 こうしたことから職員一人ひとりの

勤務実績や能力について公正、的確に評

価し、人材育成に役立てるとともに、組

織の活性化につなげていく取組が重要

であり、外郭団体においては、このよう

な観点からそれぞれの環境に適した人

事評価制度を導入し、取り組んでいくも

のと考えております。 

 ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

１９ 外郭団体において正規職員を雇用す

ることは、外郭団体の趣旨と照らし合わ

せてふさわしくない。優れた能力や専門

性を持つ者を必要な期間雇用すれば良

い。管理職は全て外部からの期限付職員

とし、正規職員は現業レベルとする考え

方の方が今日の社会に合っている。 

 外郭団体における専門性の向上及び

ノウハウの蓄積のため、今後も必要に応

じて正規職員の採用を行う必要がある

ものと考えておりますが、いただいたご

意見につきましては、今後の参考とさせ

ていただきます。 

なお、外郭団体において職員を新たに

採用する際は、市と協議を行うこととし

ており、また必要性が認められる場合に

のみ最小限の採用を行うこととしてお

ウ 
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ります。 

２０ 増加する人件費について、退職金の問

題は正規職員を雇用しているから生じ

ている。正規職員は給与レベルの低い職

種に限定し、管理職を期限付きあるいは

退職金のない嘱託職員とすることで解

決できる。 

外郭団体における専門性の向上及び

ノウハウの蓄積のため、今後も必要に応

じて正規職員の採用を行う必要がある

ものと考えておりますが、いただいたご

意見につきましては、今後の参考とさせ

ていただきます。 

ウ 

２１ 情報発信力の強化と情報公開の推進

について、ホームページ上にＰＲ戦略を

掲載させ、どのくらいのターゲットにメ

ッセージが届いているかを適宜公表す

べきである。ＰＲに補助金の３％を使っ

て良いとするなど、行政としても積極的

に推進すべきである。 

 情報発信力の強化等に向けて取り組

む中で、いただいたご意見を参考にさせ

ていただきます。 

ウ 

２２ 施設の長寿命化については、老朽化施

設を補修しながら使用した場合の経費、

新たに施設を建設する経費、数年に一度

大きな修繕をする経費とそれぞれの場

合の裨益効果を見える化し、比較検討す

べきである。また、施設の維持経費を捻

出する方法についても検討させるべき

である。 

 本市では、相模原市公共施設等総合管

理計画等に基づき、施設の在り方や方向

性を決定した上で、更新や長寿命化等に

計画的に取り組んでおります。 

 外郭団体が保有する施設につきまし

ても、同様の考え方が求められており、

中長期的な経費の節減と財政支出の平

準化を図るため、ご意見を参考にしなが

ら計画的な施設の更新等に取り組んで

いく必要があると考えております。 

イ 

２３ ＩＣＴの利活用の促進について、ＲＰ

ＡやＡＩは必ず外郭団体に適用すべき

技術なのか。流行りの言葉を入れ込んだ

感じがする。 

 外郭団体が市民の利便性や生産性の

向上に取り組んでいく中で、効果的なＩ

ＣＴの利活用につきましては、費用対効

果を見極めながら積極的に推進するも

のと考えております。 

エ 

２４ 財政的関与の部分は当たり前のこと

が記載されており、どの部分が市の新し

い方針なのか。例えば「職員の給与や光

熱水道等の経常的管理経費については

補助金総額の何パーセントまで認める」

等の具体的な方針の記載がほしい。特に

市の裁量により判断される箇所が多分

に見受けられ、行政による外郭団体の傀

儡化が懸念される。 

 財政的関与につきましては、基本的な

考え方を記載しておりますが、恒常的な

短期貸付の見直しにつきましては今回

の計画から新たに追加した基準になり

ます。 

 団体により設立目的や求められる役

割、経営状況等が異なることから、いた

だいたご意見のような具体的な取組に

つきましては、個別に検討していく必要

ウ 
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があるものと考えております。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

２５ 人的関与に外郭団体の役員等への退

職金は無いと明記していただきたい。常

勤役員の報酬は否定しないが、市職員で

あった者が天下り先のように利用した

り、退職金目当てと見て取れる。補助金

を支出する側が補助金を受ける側の経

理を監督することは良いが、補助金を受

ける団体において給与を受け取ること

は社会通念上、受け入れがたい。 

 外郭団体は独立した事業主体である

ことから、市では団体の自主性や経営努

力の意欲が損なわれないように配慮し

ながら関与を行う方針としており、退職

金や報酬等の考え方につきましては、原

則として団体に裁量があるものと考え

ております。その上で、団体の管理運営

に係る給与等への補助は極力抑制し、団

体の自立化を進めることとしておりま

す。 

 また、役員の登用に当たっては、専門

的な知識を有する人材を公募等により

広く募集するよう促しており、市が斡旋

等の働きかけを行うことはありません。 

エ 

２６ 新たな外郭団体の設立については、自

主採算努力を推進すべきである。市が株

式会社を設立し、経営が軌道に乗ってき

たら株式を手放し補助金を廃止するよ

うな新しい取組についての言及があっ

ても良いのではないか。 

 原則として新たな外郭団体の設立は

行わないこととしておりますが、いただ

いたご意見につきましては、今後の参考

とさせていただきます。 

ウ 

④個別の外郭団体に関すること 

２７  公益財団法人相模原市まち・みどり公

社の改革の方向性や具体的取組につい

ては、当該団体が策定したものと思われ

るが、市の当該団体の所管課は計画案の

内容を確認しているか。 

 公益財団法人相模原市まち・みどり公

社に限らず、各団体の改革の方向性や具

体的取組等につきましては、外部委員で

構成される相模原市外郭団体経営検討

委員会による当該外郭団体及び当該団

体の市所管課に対するヒアリングをも

とに策定を進めており、市所管課におき

ましても内容を確認しております。 

エ 

２８ 公益財団法人相模原市まち・みどり公

社の取組項目「自主財源を確保し、経営

基盤を強化するための収益力の強化へ

の取組み」の目標に「花苗センターの販

売品目を１品目以上又は販売ルートを

１件以上拡充」とある。 

 公益社団法人相模原市まち・みどり公

社(以下「公社」という。)の花苗センタ

ーは、平成３１年４月に完成し、令和元

年度はけやき会館で花苗の販売を開始

したところでございますが、取組の成果

を定量的に把握することは重要である

イ 
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 花苗センターの限られた作付面積に

対し、毎年１品目以上追加すると仮定し

た場合、人件費等も含めた採算ベース

（収益ベース）で、どの品目をどの程度

生産すればプラス経営に転じる等の具

体的な数値目標を示すべきと考える。逆

に作付面積や立地条件の限界があると

すれば、その認識も明記されるべきであ

る。 

 また、販売品目の選定に際しては、民

間事業者への圧迫とならない配慮、環境

への配慮及び市民に安全・安心を提供す

るものであることを優先すべきことと

して付記すべきである。 

ことから、公社は公社が策定した経営計

画に基づき、毎年度策定する収支予算作

成時において、目標を定め適切な進行管

理を行っております。また、外郭団体改

革推進計画の進行管理を行う上でも適

切に評価してまいります。 

 なお、当該事業に限らず、外郭団体が

行う事業につきましては、計画への記載

はございませんが、民間事業者への圧迫

とならない配慮並びに環境及び市民の

安全・安心への配慮が前提にございま

す。 

２９  相模原市土地開発公社について、もう

少し踏み込んだ記述がほしい。相模原市

では長期間にわたり、地元の不動産開発

業者による無秩序な住宅建設が多い。特

に小学校学区内に賃貸マンションがあ

るところでは、定期的に児童が入学する

が、低所得者向け団地や住宅地しかない

学区では小学生数が極端に減少する弊

害が出ている。また、余った土地として

空き地を取得して子ども広場等にする

ことで住みよい住宅環境を作り出し、土

地価格の上昇による税収増加や人口増

加の土台作りといった努力をしている

ように見えない。相模原市土地開発公社

のこれまでの業績及び存在意義につい

て、保有土地の売却が完了したら解散す

るといった表記ではなく、説明がほし

い。 

 相模原市土地開発公社につきまして

は、本市の公共用地等の取得、管理及び

処分等を行うことにより、地域の秩序あ

る整備と市民福祉の増進に寄与するこ

とを目的に設立し、市が都市インフラの

整備・充実を図るに当たり、その一翼を

担ってきました。しかし、地価の下落傾

向が続く中で、公共用地の先行取得によ

る経済的有効性が薄れていること等、団

体としての存在意義が薄れていること

から、現在保有している土地を計画的に

処分し、解散に向けた手続きを進めてい

くことを「各外郭団体の方向性と取組項

目」として記載しております。 

 なお、いただいたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。 

ウ 

⑤その他 

３０ ２０年前に藤野町が、サントリー（株）

より買い戻した農地約１５，０００坪に

関して、合併後の利用については、「市町

村の合併の特例に関する法律」により、

１市４町により、合併協議会を設立し、

 いただいたご意見につきましては、今

後の市政運営の参考とさせていただき

ます。 

エ 
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協議会が作成した基本計画に基づいて

合併後の当該土地の利用は、決定されて

いるにもかかわらず、決定に反する利用

をしている。 

合併協議会のビジョン検討委員会の

結論は、相模原市又は神奈川県の研修又

はスポーツ施設として、広く市民に利用

してもらい、その運営、実行には当地の

人も参加し、過疎化する当地の住民の職

場となることで、町が活性化することで

あった。 

当時、休閑地としてマレットゴルフを

行っていたが、マレットゴルフは１５，

０００坪の敷地で、最大１５０人しかプ

レイできない。また、プレイ代が安価で

なければ集客できないことから、当初か

ら赤字が見込まれることに加え、就労の

場もないことを予想して、マレットゴル

フは採用されないことが全会一致で決

定していた。しかし、前市長は、違法に

も、「マレットゴルフ場」という名前で、

基本計画を無視した行政を行い、累積赤

字を増やし続けてきた。おかげで町は、

活性化するどころか、１３，０００人い

た人口は、８，５００人に激減した。こ

れはすべて、合併協議会の基本計画に反

し、一部のものと癒着した不平等な行政

であったからである。 

これは、新市長になってからも相変わ

らず行われている。この違法な行政を直

ちにやめ、基本計画に沿った当該用地の

利用を実現できるよう努めていただき

たい。そしてこの研修センターの建設は

相模原の未来を有意義にする施策とな

ることは間違いない。 

３１ 旧津久井４町は、林業と農業を兼業す

ることによって、生活が営めるほど貧し

かった。しかも、国は林業を廃止に追い

 いただいたご意見につきましては、今

後の市政運営の参考とさせていただき

ます。 

エ 



14 
 

込むような政策をとっている。外国の原

生林を伐採し、安価な値段で輸入し、後

始末はしないため、自然破壊を世界にば

らまいているようなものである。津久井

の人工林から伐採される木材は、相対的

に高くなり、植林にかかった費用を回収

するまでもなく、林業は滅亡への道を歩

まされたのであった。 

林業が崩壊すると、山の手入れが出来な

くなり、鳥獣被害が広まり、片肺となった

農業さえもできなくなる。市長は、県の水

源環境保全税を、もっと有効に使い、水源

地の市長としての使命を果たしていただ

きたい。 

 


