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平成 27 年第 3回定例会	 行財政改革・地方分権特別委員会	 

	 

平成 27 年 12 月 15 日	 

亀井委員	 

	 今、茅ヶ崎ゴルフ場の利活用の話が出ましたので、続けて質問させていただ

ければと思います。	 

	 茅ヶ崎ゴルフ場の利活用については、相模湾に面する広大な県有地をゴルフ

場として貸し付けているということなんですけれども、確認の意味で、こうい

う場所を、この広い敷地を貸し付けているという現状の経緯について１点確認

させてください。	 

財産経営課長	 

	 こちらの県有地ゴルフ場として貸し付けることになった経緯ですけれども、

そもそも昭和28年に観光日本株式会社が横須賀市の観音崎で整備した小原台ゴ

ルフ場というのがございまして、この場所に国が現在の防衛大学校を建設する

こととなったことから観光日本が立ち退きを余儀なくされまして、その移転先

として茅ヶ崎市内の県有地に白羽の矢が立ったというのが発端でございます。

当時、県は防衛大学校を誘致するため国に協力をし、一方で湘南海岸の観光開

発を図ることを目指して、移転先として茅ヶ崎市内の県有地を活用することと

いたしました。ただし、この県有地だけでは９ホールのゴルフ場として整備す

ることができなかったため、隣接する茅ヶ崎協同株式会社の社有地も併せて活

用することとし、茅ヶ崎協同に協力を求めたという経緯でございます。	 

亀井委員	 

	 次の質問で、皆さん方も質問されているので、ちょっとバッティングするか

もしれませんが、新たな開発に向けて用途地域の変更が必要かどうか、変更し

なくてもいいかもしれないし、変更しなければいけないかもしれないんだけれ

ども、現在第１種低層住居専用地域だとどのような建築制限がかかっているの

か、確認の意味で教えていただきたいのと、また用途地域を変更する場合の一

般的な手続を簡潔に教えていただけますか。	 

財産経営課長	 

	 第１種低層住居専用地域ですが、基本的に低層住宅の良好な環境を守るため

の地域ということですので、小規模な店舗や事務所の併用住宅、それから小中

学校などの公共施設は建てられますけれども、飲食店、事務所、ホテルなどの

建築は制限をされています。また、建ぺい率が 50％、容積率 100％で、さらに

茅ヶ崎市では用途地域に連動する形で現在高さ制限を設けておりまして、この

第１種低層住居専用地域であれば、建物の高さは 10 メートルが上限になってお

ります。	 

	 次に、用途地域の変更の手続ですけれども、茅ヶ崎市に権限が下りています

ので、まず茅ヶ崎市が都市計画の素案を作成して公聴会等で住民に説明を行い

まして、その後市から県に法定の協議があり、協議終了後、市が都市計画案を

縦覧します。そして、茅ヶ崎市都市計画審議会で審査を経まして都市計画決定

し告示するという流れでございます。	 
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亀井委員	 

	 茅ヶ崎ゴルフ場の敷地について、今の御答弁の中で、もしかしたら用途地域

を変更する場合、市の都市計画審議会に諮らないといけないとは思うんですが、

市はこの用途地域をどこまで緩和するつもりなのか、分かる範囲で教えていた

だけますか。	 

財産経営課長	 

	 現時点で、茅ヶ崎市は用途地域の見直しについて具体的な考えを持っていな

いというのが現状でございます。ただし、茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針が

まちづくりに求めたい機能で整理しています宿泊施設の整備だとか研究機関の

企業誘致、それから健康増進施設の導入、さらには津波からの１次避難場所を

確保できる施設の整備を実現するためには一定の用途地域の緩和が不可欠とい

うふうに我々は考えています。したがいまして、今後事業者公募に当たって事

業者から事業提案を受ける際には用途地域の緩和についても同時に提案をいた

だきまして、用途地域の緩和がどこまでできるのか、これは茅ヶ崎市としっか

り協議していきたいというふうに考えています。	 

亀井委員	 

	 県のスタンスは何となく分かったんですけれども、茅ヶ崎が要するに用途地

域の緩和を考えていないというふうな発言だったんだけれども、考えていない

ということはどうなんでしょう。これは、要するに周りの地域の住民の方々の

御意向を含めて、もうそのままの状態でというか、今ある状態でそのまま推移

させていくということを前提に考えていらっしゃるんですか。	 

財産経営課長	 

	 茅ヶ崎市が主体的に第１種低層住居専用地域をどこまで規制緩和するか、こ

れは考えていないということですけれども、事業者公募で事業者から提案があ

れば、それに沿った形で用途地域の緩和については検討していきたいというこ

とでございます。	 

亀井委員	 

	 次の質問ですが、次に事業提案における留意事項について何点かあるんです

よね。そこでちょっと伺いたいんですけれども、広域避難場所として必要な機

能を維持することというふうにあるんです。現在、茅ヶ崎ゴルフ場は隣接する

浜須賀小学校と合わせて８万 8,000 人が収容可能な広域避難場所に指定されて

いますね。新たな開発が仮に行われた場合に、これだけの収容人数を確保する

ことというのは難しいなというふうに私は思うんです。何ができるかによって

もまた違ってくるとは思うんですけれども、８万 8,000 人を収容することがま

たいろいろなところの避難場所を見付けなければいけないから非常に大変なの

と、さらにこのゴルフ場を避難場所にするということは、今住んでいる方々と

いうのはこのゴルフ場から見ると海と反対側に住んでいて、海の方に向かって

避難していくという話ですね。今その二つが非常に厳しい立場に置かれている

とは思うんです。その辺はいかがですか。	 

財産経営課長	 

	 茅ヶ崎ゴルフ場と浜須賀小学校で現在約８万 8,000 人分が収容可能となる広

域避難場所に指定されているわけですけれども、これについて事業者対応の中
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では、こういったことを義務付けられるとなかなか民間事業者による新たな利

活用は非常に難しいということで意見を頂いていまして、我々もそのように考

えています。したがいまして、今後、茅ヶ崎ゴルフ場の敷地内において最低限

どれだけの面積を広域避難場所として確保しなければならないのか、今委員か

らお話がありましたように、東北の大震災の津波を見て、山側にいらっしゃる

方が本当に海の方に逃げ込んでくるのかということも含めて、茅ヶ崎市とこの

地域における広域避難場所の指定の在り方は協議していきたいというふうに考

えています。	 

亀井委員	 

	 そうですよね。海の方に向かって逃げていかないといけない。さらに、これ

だけの広い敷地を再開発するとなると、正に今もう考えておかなければいけな

いと思うんです、いろいろな避難場所を。そうすると、最低限どのぐらい必要

だと思いますか。	 

財産経営課長	 

	 茅ヶ崎ゴルフ場で最低限どれくらい必要かというのは、正にこれから茅ヶ崎

市と協議をしていきたいと思います。ただ、今まで８万 8,000 人がここで収容

可能だったということを考えますと、茅ヶ崎ゴルフ場以外に、例えば周辺に広

域避難場所に指定されていない小学校とか中学校がございますから、そういっ

たものを含めてどれだけ確保できるか、これは茅ヶ崎市と改めて協議していき

たいというふうに考えます。	 

亀井委員	 

	 留意事項のところ、もう一つのところで、大規模住宅や大規模商業施設の整

備を抑制することとあるんです。この留意事項を加えられた理由について、簡

潔にお答えいただけますか。	 

財産経営課長	 

	 地元の茅ヶ崎市には、まず大規模住宅開発については、クラスター地域の拡

大はもう回避したいということと、近隣の小中学校の受入定員に限りがあると

いうことで抑制をしていきたいという意向がございます。また、大型の商業施

設についても、周辺道路の慢性的な渋滞が懸念されますので、誘致には否定的

ということです。この点については茅ヶ崎協同も同じ考えですし、利活用基本

方針素案のパブリック・コメントでも同様の意見を多く頂きましたので、今回

留意事項として加えることといたしました。	 

亀井委員	 

	 そうしますと、これらの留意事項が加えられますと、事業者にとっては事業

提案のハードルが非常に高いなというふうに思うんです。住民の皆さんにとっ

ては非常にいい留意事項だけれども、一方では本当に再開発するんだったら事

業者が来るのかなというふうなことも思うんです。県としてはどのようなスタ

ンスに立って、先ほども答弁がありましたけれども、視点としては今住んでい

る住民の皆さんの視点に立つか、それとも神奈川県の県有地として全県的な視

点に立つかという視点だと思うんですよ。その辺はどう考えていますか。	 

財産経営課長	 

	 どちらか一方に立つということはなかなか難しいと思いますけれども、我々



 4 

としてはやはりこの茅ヶ崎ゴルフ場というのは湘南地域に残された12ヘクター

ルの非常に大きな県有地ですので、この地域だけではなくて、やはり県域全体

のことを考えて利活用は考えていかなければいけないというふうに考えており

ます。	 

亀井委員	 

	 そうすると、この留意事項も、少しは県としては緩和して突き進むという感

じのお考えですか。	 

財産経営課長	 

	 事業者との対話を行った結果の印象として、茅ヶ崎ゴルフ場の敷地について

は今はいろいろ条件を付けていますけれども、やはり開発事業者にとっては大

変魅力的な土地であるということは間違いないという話も頂いていますし、

我々もそういうふうに認識しています。そうした中で、今まで議論があった開

発抑制的な留意事項の配慮を強く求めた結果、事業者の参入意欲が低下してし

まうという事態は絶対我々は回避したいと考えています。したがいまして、今

後事業者募集までの間に茅ヶ崎市と精力的に協議を行いまして、最低限配慮し

なければいけない留意事項の内容を整理して、より多くの事業者から実現性の

ある事業提案を頂けるよう努力していきたいと考えています。	 

亀井委員	 

	 やっぱり今言った視点についてどういうふうなバランスをとるかというのは

非常に大事かなと思うんですよね。地域の皆さんの御意向もしっかりと踏まえ

た上で、だけれども、あの広い敷地は神奈川県全体としてやっぱり見なければ

いけないという土地でもありますから、そこをどうバランスをとっていくか。

これはなかなか難しいですけれども、地域住民と事業者の皆さんがウィン・ウ

ィンの形になるというのが一番いいんだけれども、そこにどう近づけるかとい

うのがやっぱりポイントだと思うので、引き続き御検討いただければなという

ふうに思います。	 

	 この質問もう最後なんですけれども、検討経過及び今後の予定を見ると、平

成 29 年度以降に定期借地契約の締結又は所有権移転と書いてあるんですね。こ

れって、又はと言いますけれども、どっち側の意向が強いんですか。	 

財産経営課長	 

	 先ほど御答弁申し上げたこともございますけれども、基本的に茅ヶ崎市、あ

るいは茅ヶ崎協同の方は自分のところの社有地も借地だというふうに考えてい

ますし、県に対して民間に売却をしてしまうと転売のおそれ、それで乱開発が

起こるということで、できれば借地契約を締結してもらいたいというような御

意向がございます。ですから、県も基本的には定期借地による貸付けを考えて

おりますけれども、例えば宅地開発のようなエリアについては所有権移転が伴

いますので、こういった部分については一部所有権を移転すると、売却すると

いうことも含めて考えていきたいというふうには思います。	 

亀井委員	 

	 そうですよね。事業者によっては定借だと、いや、ちょっと参入しませんと

いうところもあるでしょうしね。所有権移転も伴った上で再開発したいという

ところもあるので、それ以降のことで転売みたいなことを考えるとなかなか難
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しいかもしれない。それもバランスをとっていただいて、さっき言いましたよ

うに、お互いにウィン・ウィンの形になるように是非目指していただいて、ど

ういう結果になるか楽しみにしております。	 

	 次の質問ですが、数点質問させていただきたいと思います。	 

	 今回、独立行政法人制度のメリットと統合による効果ということで、県の出

先機関であります産業技術センターと、公益財団法人であります神奈川科学技

術アカデミー、いわゆるＫＡＳＴを統合しまして、地方独立行政法人として新

たな支援機関を設立するということですけれども、地方独立行政法人の制度の

メリットや統合による効果について何点か質問させていただければなと思いま

す。	 

	 参考資料の中で柔軟な人事とか予算制度の弾力的な運用という部分が書いて

ありますが、地方独立行政法人制度のメリットであると考えられるんですが、

具体的にはどのようなことを想定されていますか。	 

独立行政法人化担当課長	 

	 組織の自由な、柔軟な人事・予算の運用、これは正に地方独立行政法人のメ

リットとしてよく言われていることでございます。具体的に、実際のところは

これから様々な運用があろうかと思われますが、私どもが考えておりますのは、

人事的な意味で申しますと、例えば新たな技術分野のニーズが高まった場合に、

新しい職員を年度の途中で配置して対応すると。新しいプロジェクトを運用し

ようというふうに組織を変えると、そういったことは年度途中からも可能にな

っております。また、予算でございますけれども、そういった企業のニーズ、

社会のニーズに鑑みますと、例えば機器整備、設備投資などは大体計画的にや

っていくものでございますけれども、そういったものもそういった状況の変化

に応じまして柔軟に投資するものを変えていくという、実際そういうこともで

きるのかなと思っております。また、外部資金をいろいろと獲得しながら事業

を、研究をしていく場合が今後もあろうと思いますけれども、そういったもの

も年度途中にそういったものが発生すれば、それを積極的に獲得しにいって、

その結果全体の資金運営を変えていく、そういったこともやりやすくなるのか

なと。こういった形で柔軟に組織運営をできればいいと思っているところでご

ざいます。	 

亀井委員	 

	 今回設立を目指す新法人にはさらにＫＡＳＴとの統合という要素があります

よね。その狙いとか効果について伺います。	 

独立行政法人化担当課長	 

	 統合による狙い、効果ということでございます。産業技術センター、いわゆ

る技術支援をメーンで行っているところと、ＫＡＳＴ、研究をメーンで行って

いるところ、この二つの特徴を持ったところを一体化することによりまして、

いわゆる基礎研究、ＫＡＳＴが持っている基礎研究から産業技術センターが持

っている事業化まで、研究開発の一連の流れを一体的に継ぎ目なく支援ができ

ると。こういったことができるのかなと思っていますし、またＫＡＳＴは大学

との連携に強みがございます。産業技術センターは企業と連携に強みがござい

ます。そうしたことでそれぞれ別々に強みを持ったネットワークを持っていま
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すので、それを一体化することで様々な情報を得て、企業にいろいろな情報提

供ができると思っております。	 

亀井委員	 

	 ＫＡＳＴの主な事業の中で、研究事業についてということで書かれている文

書を見ると、県内産業や県民生活の課題解決を見据えて、出口戦略を明確にし

た目的を持って基礎研究を行っていくと。要するに、最終的な川上と川下とい

う話をよく聞くんですけれども、川下の思想もしっかり持った上で研究をやっ

ていくんですよという話なんだけれども、何でＫＡＳＴはできなかったんです

かね。できなかったから一緒になるという話ですよね。	 

独立行政法人化担当課長	 

	 確かに今までも委員おっしゃるとおり、そういった目的、基礎研究の観点で

取組は進めてまいりました。ただ、ＫＡＳＴにつきましてはなかなか企業のニ

ーズ、特に現場のニーズとか、そういった産業界のニーズ、そうしたものの情

報収集はそれほどまだまだ十分ではなかった部分があるのかなと思っておりま

す。そうしたところを産業技術センターは日頃から様々な企業と連携、支援を

していますので、ニーズとかもくみ取りながらそういった研究の方にもテーマ

選定にも生かしてまいりたいと、そういったことを目指しているところでござ

います。	 

亀井委員	 

	 新法人になったときの体制なんですけれども、どのような体制で取り組んで

いくかを分かりやすく教えていただけますか。	 

独立行政法人化担当課長	 

	 新法人ですけれども、まず事業面におきますと、研究開発部門、技術支援部

門、あと事業化支援部門など、ただいま申し上げた企業の研究開発から事業化

までの様々な部分を提示した上で一貫的に支援する体制をとりたいというのが

まず１点ございます。そして、そうした部門、部門を統括するために、産業技

術センターとＫＡＳＴの総務企画部門を集約して、そういったそれぞれの部門、

部門を言うなれば一まとめにしてコントロールすると、そういった形で一体的

に法人を運営していきたいと、そのように考えているところでございます。	 

亀井委員	 

	 これを質問するときに考えたんだけれども、いろいろ皆さん方からこの一緒

になることに対してのメリットをよく聞くんですね。デメリットって何かある

かなと思って考えていたんですけれども、メリットはいろいろ説明していただ

くんですけれども、私としては、要するにまだ結果が出ていないのでこういう

言い方しちゃうんですけれども、そんなにうまくいくのかなというふうなちょ

っと疑念があるんです。私の疑念を払拭してもらいたいんですが、どういうこ

とが言えますかね。	 

独立行政法人化担当課長	 

	 これから出るという部分も多々ございますけれども、やはり一番私どもの思

いというのは、産業技術センターもＫＡＳＴもそれぞれ県内産業の誘致力の向

上とか事業化支援と、そういった究極の目的は一つであるということは、組織

全体として持っていると思っていて、それはそれぞれ両者同じ思いで取り組ん
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でいると認識しております。そうしたら、たまたまと言えばあれですけれども、

そうした中でそれぞれが担当する事業が異なるわけですので、そういった事業

化を目指すために力を合わせてやっていくという考えを持った中で一体的に取

り組んでいくことで、これまで以上にそういった支援の強化とか成果を出すと

いうことを目指していけるというふうに考えているところでございます。	 

亀井委員	 

	 まだ疑念は払拭しないんですけれども、時間が来ましたので、是非そのよう

な、今御答弁いただいたような方向性になることを期待して質問を終わります。	 


