
湘南市研究会活動記録 

 

Ⅰ 事業概要 
 調査・研究 研究会 研究会を１０回開催 
 幹事会 会議を２２回開催 
 専門部会 会議を３回開催 
 その他  さいたま市、西東京市、静岡市の３市を調査 
情報提供 ニュース  「明日の私たちの暮らしのために市町のことを考えよう」４回発行 
 フォーラム等  講演会１回 フォーラム２回開催 
 パンフレット  「みんなで考えよう 湘南地域の２１世紀のまちづくり」１回発行 
 ホームページ  平成１４年５月に開設 
 

研究報告 

・平成１４年度湘南市の将来都市像報告 
・平成１４年度行政サービスのあり方及び実務課題の研究報告 
・平成１４年度湘南市研究会研究報告 
 「みんなで考えよう 湘南地域の２１世紀のまちづくり」 

 
Ⅱ 事業詳細 
 １ 調査・研究 
（１） 湘南市研究会 

    ・第１回  平成１４年１月８日（藤沢市 湘南ホテル） 

          主な議題 湘南市研究会の発足 

    ・第２回  平成１４年２月１３日（二宮町 生涯学習センターラディアン） 

          主な議題 ３市３町の現況把握 

    ・第３回  平成１４年７月２９日（平塚市役所） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（期待される都市づくり） 

       森田朗東京大学教授、熊坂賢次慶応大学教授との意見交換 

    ・第４回  平成１４年８月５日（大磯町 郷土資料館） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（湘南地域の特徴と期待される都市づく

り） 

大西隆東京大学教授、望月照彦多摩大学教授、黒川和美法政大学教授、

小澤太郎慶応大学助教授との意見交換 

    ・第５回  平成１４年８月２７日（二宮町 生涯学習センターラディアン） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（都市像「日本の湘南から世界のＳＨＯ

ＮＡＮへの飛躍」） 

    ・第６回  平成１４年１０月１０日（寒川町役場） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（湘南市のまちづくりの基本理念） 

    ・第７回  平成１４年１０月２１日（藤沢市 藤沢産業センター） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（湘南市のまちづくりの柱） 

    ・第８回  平成１５年１月１６日（平塚市 平塚市美術館） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（政令指定都市） 

- 1 - 



      横道清孝政策研究大学院大学教授との意見交換 

    ・第９回  平成１５年２月１７日（大磯町 大磯プリンスホテル別館吉田邸） 

主な議題 湘南市の将来像に関する研究（１年間の研究まとめ） 

    ・第１０回 平成１５年５月２６日（平塚市 平塚市美術館） 

          主な議題 湘南市研究会の今後について 

 

（２） 幹事会 

  ・第１回  平成１４年１月１２日（平塚市役所） 

        主な議題 平成１３年度、平成１４年度の事業計画について 

             事務局体制について 

  ・第２回  平成１４年１月２０日（藤沢市役所） 

        主な議題 研究会の研究項目とスケジュールについて 

  ・第３回  平成１４年２月２５日（茅ヶ崎市役所） 

        主な議題 情報提供とフォーラムの開催について 

  ・第４回  平成１４年３月１５日（平塚市役所） 

        主な議題 事務事業一元化調査について 

  ・第５回  平成１４年４月２４日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 事務事業一元化現況調査について現状報告について 

西東京市の視察について 

    ・第６回  平成１４年５月１０日（二宮町役場） 

主な議題 ５月１５日（水）湘南市研究会講演会について 

事務事業現況調査の組織体制一元化調査について 

    ・第７回  平成１４年５月２０日（寒川町役場） 

主な議題 事務事業一元化の推進について 

・第８回  平成１４年７月３日（大磯町役場） 

主な議題 湘南市の将来都市像に関する調査方法について 

    ・第９回  平成１４年７月８日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 湘南市の将来像等に関する調査に係る委託業者の選定について 

    ・第１０回 平成１４年７月１６日（藤沢市役所） 

主な議題 湘南市の将来像に関する調査の進め方について 

・第１１回 平成１４年７月２２日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 湘南市研究会チラシＮＯ．２について 

第４回研究会の持ち方について 

・第１２回 平成１４年８月１６日（寒川町 町民センター） 

主な議題 湘南市の都市像について 

・第１３回 平成１４年８月２３日（藤沢市役所） 

主な議題 湘南市の都市像について 

事務事業一元化調査の状況について 

・第１４回 平成１４年９月２６日（藤沢市役所） 

主な議題 湘南市の将来像について 
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事務事業一元化調査の進め方について 

・第１５回 平成１４年１０月３日（藤沢市役所） 

主な議題 湘南市の都市像について 

事務事業一元化の現況分析について 

フォーラムの開催について 

・第１６回 平成１４年１０月１８日（平塚市役所） 

主な議題 湘南市の都市像について 

事務事業一元化の現況分析について 

パンフレットの作成について 

・第１７回 平成１４年１１月６日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 パンフレットの報道機関への説明について 

パンフレットの議会への情報提供について 

・第１８回 平成１４年１２月２７日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 平成１５年度湘南市研究会事業計画と予算について 

第８回湘南市研究会の議題について 

・第１９回 平成１５年２月１０日（平塚市 開発公社会議室） 

主な議題 湘南市の将来像について 

事務事業一元化に向けた実務課題の研究について 

    ・第２０回 平成１５年４月１０日（寒川町 町民センター） 

          主な議題 湘南市の将来像について 

               事務事業一元化に向けた実務課題の研究について 

    ・第２１回 平成１５年４月２８日（藤沢市役所） 

          主な議題 平成１４年度湘南市研究会研究報告について 

               平成１４年度事業報告及び決算について 

    ・第２２回 平成１５年５月２２日（平塚市 開発公社会議室） 

          主な議題 第１０回湘南市研究会について 

 

（３） 専門部会 

①専門部会（福祉健康医療、教育文化自治、都市整備都市計画、環境産業、総務企画防災、

財政の６の部会） 

      ・第１回  平成１４年５月２７日、２９日 

議題 専門部会の設置と役割について 

事務事業一元化調査・検討作業について 

      ・第２回  平成１４年１０月３日～８日 

議題 事務事業一元化現況分析検討について 

今後の進め方について 

      ・第３回  平成１５年４月２３日～２５日 

議題 事務事業一元化分析検討について 
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     ②分科会（４９分科会） 

・第１回 平成１４年６月 

議題 「事務事業項目一覧表」の検討 

・第２回 平成１４年７月 

議題 「事務事業一元化現況調書」の作成 

・第３回 平成１４年１０月～平成１５年１月 

議題「事務事業一元化分析調書」の検討 

 

（４） その他の調査 

先進市調査 

      ・平成１４年２月 ６日 さいたま市 

      ・平成１４年４月２２日 西東京市 

      ・平成１４年８月２０日 静岡市 

 

 ２ 情報提供 

（１） 湘南市研究会ニュースの発行 

「明日の私たちの暮らしのために市町のことを考えてみよう」の発行 

     ・平成１４年４月  ＮＯ．１発行  

主な内容 湘南市研究会の設立趣旨、研究テーマ、今後の研究予定 

・平成１４年８月  ＮＯ．２発行 

主な内容 ３市３町の現況の紹介、研究会の活動状況 

     ・平成１４年１２月 ＮＯ．３発行 

主な内容 事務事業一元化現況調査の紹介 

・平成１５年２月  ＮＯ．４発行 

主な内容 事務事業一元化現況調査の紹介 

 

 （２） 講演会・フォーラムの開催 

①湘南市研究会講演会 平成１４年５月１５日（藤沢市民会館大ホール） 

・講師 石原信雄氏（前内閣官房副長官・(財)地方自治研究機構理事長） 

・テーマ 「なぜ 今 市町村合併か」 

・参加者 ８００人 

②湘南市研究会フォーラム  

○平成１４年１１月１９日（藤沢市民会館小ホール） 

・テーマ みんなで考えよう 湘南地域の２１世紀のまちづくり 

・パネルディスカッション 

（地域住民４人、学識経験者 片岡正昭慶應義塾大学助教授） 

・参加者 ３００人 

      ○平成１４年１２月２０日（平塚市中央公民館大ホール） 

・テーマ みんなで考えよう 湘南地域の２１世紀のまちづくり 

・パネルディスカッション 
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（地域住民５人、学識経験者 井上孝東海大学政治経済学部長） 

・参加者 ７６０人 

 

 （３） パンフレットの発行 

・平成１４年１１月「みんなで考えよう！湘南地域の２１世紀のまちづくり」発行 

・内容 湘南市研究会が研究している途上の湘南市の将来都市像と事務事業一元化現況調査

の概要の紹介 

 

 （４） 湘南市研究会ホームページ開設 

・平成１４年５月１５日に開設 

・内容 研究会概要、研究会開催状況、パンフレット、研究会ニュース、講演会概要、フォ

ーラム概要、資料等の紹介 

 

 （５） 研究報告 

     ①平成１４年度湘南市の将来都市像研究報告 

     ・内容 湘南地域が有している活用できる地域資源と地域を取りまく社会経済条件を調査検

討、湘南地域の方向性と目指すべき都市の姿の提案及び湘南市の地域特性を活かす

地方制度の検討の必要性についての研究の報告 

     ②平成１４年度行政サービスのあり方及び実務課題の研究報告 
     ・内容 各市町の事務事業の現況把握と一元化する場合の課題分析、情報システム等の業務

の現況把握及び一定の条件を設けての財政状況の推計の調査・研究の報告。 

③平成１４年度湘南市研究会研究報告 
      「みんなで考えよう 湘南地域の２１世紀のまちづくり」 
     ・内容 「湘南市の将来都市像研究報告」と「行政サービスのあり方及び実務課題の研究報

告」の概要の紹介 

 


