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平成２３年度 第１回四街道市総合計画審議会議事録  
 

日 時   平成２３年１０月１２日（水） １４時００分～１６時２０分 
 
場 所   四街道市役所新館５階第１会議室  
 
出 席 者   高橋会長 岡本副会長 鈴木委員 花井委員 岡田委員  
         松本委員 高浦委員 大倉委員 小森委員 千村委員  
 
欠 席 者   島内委員 西岡委員  
 
事務局出席者   佐渡市長 武富副市長 山下経営企画部長 林田経営企画部参事  
         大野政策推進課長 阿部主幹 和田主査補 榎本副主査 成田副主査 
 
傍聴人      ３人 
 
１ 委嘱状交付 

 
【事務局】 定刻となりましたので、平成２３年度第１回四街道市総合計画審議会を開催

させていただきます。 
 本日は、公私ともにご多忙の中、平成２３年度第１回四街道市総合計画審議会にご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。会議に先立ちまして、四街道市総合計画審

議会委員委嘱状交付式を行います。  
 それでは佐渡市長より委嘱状を交付させていただきます。  
 恐縮ですが、交付に際しては、席次に従い交付させていただきます。また、 初の方に

ついては全文を読み上げさせていただきます。２番目以降の方につきましては、お名前の

みとさせていただきますのでご了承ください。 
 
（委嘱状交付） 
 
【事務局】 
 それでは佐渡市長よりごあいさつ申し上げます。  
 
２ 市長あいさつ 

 

【市長】 皆様こんにちは、四街道市長の佐渡でございます。  
 本日は、お忙しい中、２３年度第１回の総合計画審議会にご出席を賜りまして本当にあ

りがとうございます。 
ただ今、委嘱状を交付させていただきましたが、快くお引き受けいただきまして重ねて
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お礼を申し上げます。委嘱期間が昨年からスタートしているのですが、昨年この総合計画

審議会を開催しておりませんので、この委嘱状をお渡しするのが本年度となってしまいま

して、誠に申し訳ございません。  
 それぞれ学識経験、また関係機関、行政委員会の委員の方、また市民から公募に応じて

この総合計画審議会に参加してくださった委員の皆様、それぞれのお立場で、四街道市が

今後どうあるべきか、忌憚の無いご意見を賜りながら、安心・安全な四街道を作りたいと、

このように思います。 
 事前に本日の資料を配布させていただきましたが、その中にございますとおり、四街道

の総合計画を新たに作り直す、こういう作業を平成２３年度から開始しております。その

開始に当たりましては、やはり少子高齢化社会への対応、これは私事ですが、昨年の 2 月

の選挙におきまして私はマニフェストの中に「子育て日本一のまち」を作るのだというこ

とで、３６項目の公約をさせていただきました。「子育て日本一のまち」これは言い直せば

子育てしやすい四街道を作りたい。これから日本全体としては人口がどんどん減っていく

時代が来ているのですが、やはり東京を中心とした首都圏には今後も人口は集まって来ざ

るを得ないという日本の構造と、首都圏の中に位置する四街道としましては、その中で都

市間競争に勝ち抜いて、本当に住みよいまち、それは四街道で子どもを産んで、子どもを

育てて、そして有為な人材を育て上げる、そういうまちを作っていくのが望ましいのでは

ないかというのが私のこれまでの姿勢でございます。「子育て日本一」と申しますと、福祉

の問題とか教育の問題とか、そういうことに光が当てられる訳なのですが、市の都市部と

か建設水道部におきましても、例えば道路一本作るにしても、子育てしやすいものを作り

なさいと、こういう形で「子育て日本一のまち」、子育てしやすい四街道、これを縦割り行

政の中の横串として一本筋を通せと、このようなまちづくりを目指しております。  
 昨年の２月の選挙ではこういうことで市民の皆様からご負託を頂いたのですが、これか

ら四街道市の将来を目指す基本構想・基本計画の策定におきましては、これは選挙に関係

なく、本来四街道はこうあるべきだという客観的な見方の中で目指すべき将来像、また目

指すべき四街道市の各地域の役割分担、あるいは自然環境にしても、ここは保全すべきだ

とか、ここは市街化を進めるべきだとか、いろいろなフェアな議論が必要ではないかと思

っています。 
 これからは少子高齢化に対応した、子育てしやすい四街道を作って、そのために総合計

画、基本構想と基本計画を作り直していくというのが１点目でございます。  
 あと２点目なのですが、やはり３．１１の東日本大震災、これはテレビや新聞でも想定

外というような表現が出てまいりますが、３月１１日確か午後２時４６分だと思います。

四街道市内も停電がございまして、道路の信号機すら停まってしまいました。四街道駅に

県道が集中しておりますが、そのような都市構造でございますから、道路の信号が停電に

よって停まってしまい、道路が大渋滞してしまいました。そしてその渋滞が解消するのに

夜の１２時近くまで、約１０時間近くかかってしまったという、そんな状況でございまし

た。 
 一つの例なのですが、駅の方に行きますと四街道市の消防署がございます。火事だけで

なくて救急車の出動要請があった場合に、いつでも出られる態勢を作ってあるのですが、
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消防署の目の前の道路が渋滞してしまいまして、消防車も救急車も出られない、出づらい。

出たとしても道路が渋滞しておりますので、サイレンを鳴らしながら、間を縫って行かざ

るを得ないような、そういうところが四街道の都市構造の問題点でございます。  
 ３．１１の地震におきましても、一番 初に開通したのが東北自動車道、高速道路でし

て、そこからいろいろな物資とか救援隊が海岸沿いに向かって支援の手を差し伸べていっ

たのですが、四街道市におきましても東関東自動車道と国道５１号線、これが災害時の緊

急の物資を輸送する道路に指定されています。動脈が２本走っているわけですが、ただそ

の 2 本の動脈をいかに結びつけて、四街道市民の安心、安全を守るのか、これは本当に大

きな課題でございます。こういった震災、災害に対する対策、政策を再構築する必要があ

る。こういった点から総合計画、要は基本構想、基本計画で災害に強いまちを作る、そう

いった見直しも必要であろうというふうに考えております。  
 本日は事務局から総合計画策定に当たりましてのいろいろな考え方とか、スケジュール

であるとかご説明がございます。本市の将来のまちづくりの指針となる四街道市基本構想

そして基本計画の策定に対しまして、皆様方の大所、高所からのいろいろな忌憚のないご

意見を賜り、平成２６年度から新たな基本構想、基本計画をスタートしたいと、このよう

に考えておりますので、ご審議のほどを十分に賜ればと思います。  
 今回、総合計画審議会を中心として、さらにいろいろな市民参加を重ねていきたいと思

います。ワークショップを行ったり、インターネットを活用し、メールで意見を求めたり

とか、様々な市民参加を進めてまいりたいと存じますが、その中核となるのがこの総合計

画審議会でございます。これから２年半という長丁場になろうかと思いますが、皆様のお

力を賜りまして総合計画、基本構想、基本計画策定に向かって努力してまいりたいと、こ

のように思います。本日ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。  
 
【事務局】 大変申し訳ございませんが、佐渡市長は所用のため、ここで退席させていた

だきます。 
 
（市長退席） 
 
（委員紹介） 
（職員紹介） 
 【事務局】 それでは、これより会議次第に沿って順次進めさせていただきます。なお、

会長選任までの間、武富副市長が進行させていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
３ 開 会 

 
【武富副市長】 ご紹介いただきました副市長の武富と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。事務局から話がありましたように、会長が選出されるまでの間、私が進行さ

せていただきますのでご協力をよろしくお願いいたします。  
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 それでは、ただ今より平成２３年度第１回総合計画審議会を開催いたします。  
 
４ 会長選出 

 
【武富副市長】 はじめに、会長の選出を行いたいと思います。総合計画審議会条例第６

条で、会長は委員の互選となっております。どなたか会長の選出についてご意見がありま

したらお願いいたします。 
【鈴木委員】 はい。 
【武富副市長】 鈴木委員、お願いします。  
【鈴木委員】 私は高橋委員を推薦したいと思います。推薦の理由ですけれども、これま

でも四街道市の総合計画審議会の委員として携わってまいりましたし、前会長としてその

手腕を奮われてきた経験から総合計画を熟知されていると思いますので、推薦いたしたい

と思います。 
【武富副市長】 ただ今、鈴木委員から以前から会長をお願いしている高橋委員に会長を

お願いしたらいかがかというご意見がございましたが、皆さんいかがでしょうか。  
【委員】 異議なし。 
【武富副市長】 それでは、高橋委員に、会長をお願いいたします。 
会長が決まりましたので、この後は高橋会長に進行をお願いしたいと思います。  
 
５ 会長あいさつ 

 
【高橋会長】 ただ今、会長に選出されました高橋でございます。よろしくお願いいたし

ます。先ほど市長さんからお話がありましたように、総合計画審議会が前回２１年の１月

に開かれて以来少しお休みがありました。その間、日本の社会に随分いろいろなことがあ

りました。一番大きな問題は、今年ですけれど３月１１日に起きた大震災ですが、これに

よって日本の社会全体が、大きな転機に立っているのではないかと思います。それ以前も

２１世紀に入って高齢化社会に入って人口が段々減っていくという中で、都市の活力、地

域の活力が失われるということがあって、総合計画の位置づけや役割も今までとは違う構

成を出して行かなくてはいけないのではないか、作り方も考えなくてはいけないのではな

いかというような、確かそんな議論を前回したと思います。その後、先ほど申し上げまし

たように大きな災害が起きて、ますます社会は大きく変わろうとしています。そういう意

味でこれから作る総合計画というものが、何を目指し、どのような性格のものにしていく

かというのは大きな課題だと思うのです。その意味では市長さんのおっしゃった「子育て

日本一」というのは、日本の社会がこれから人口が減っていくという中で、確か総人口は

今１億２千万人ほどですが、１億、さらにもっと減っていくということが予想されていま

すが、ますます都市間の競争が激しくなって、一律に２割人口が減るのではなくて、人口

がほとんどいなくなるような市町村も出てくると。逆に頑張って国民の皆さんが集まって

くれるような市町村が出てくるかもしれない。これからの２１世紀の四街道がそのような

まちになるように考えていく上で一番大事なのは、若い人が来てくれる、そういう意味で
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は市長さんがおっしゃるような「子育て日本一」というのは確かに大きな目指すべき方向

かもしれない。これを市民の皆さんとか、それから外部のいろいろな識者の皆さんの意見

も聞きながら、是非そういう地域づくりができるような総合計画を作っていければ大変い

いと思います。そういう意味で、これから少し長丁場になりますが、皆様方のご協力をお

願いしまして、私のあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。  
 
６ 会長代理指名 

 
【高橋会長】 それでは、次に会長代理を決めさせていただきたいと思います。総合計画

審議会条例第６条第４項により、あらかじめ会長が指名する、となっております。会長代

理は、岡本委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
【委員】 異議なし。 
【高橋会長】 それでは、岡本委員に会長代理をお願いしたいと思います。一言ごあいさ

つをお願いします。 
 
７ 会長代理あいさつ 
 
【岡本会長代理】 ただ今ご推薦をいただきました岡本と申します。ご推薦をいただきま

したので微力ですけれども、高橋会長を補佐して皆様の意見をまとめて、より良い四街道

市を実現できるように指針のとりまとめに努力していきたいと思います。どうぞ皆様、ご

協力をよろしくお願いいたします。  
 
８ 議事録署名人の指名  
 
【高橋会長】 議事に入る前に、本日の会議の議事録署名人を指名させていただきます。

花井委員と大倉委員にお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 
【花井委員】 分かりました。  
【大倉委員】 これは毎回変わるのですか。  
【高橋会長】 はい、毎回順番になると思いますが。よろしくお願いいたします。  
 それでは皆様のご承認を得ましたので、議事録署名人を花井委員と大倉委員にお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
 それでは会議に入らせていただきたいと思います。  
 まずは、本日の傍聴可否についてですが、本日の会議は特に非公開にする場合には当た

らないと考えますので、公開としてよろしいでしょうか。  
【委員】 異議なし。 
【高橋会長】 では、本会議は公開といたしますので、傍聴の方がいらっしゃいましたら

入室させてください。 
【事務局】 傍聴の方がいらっしゃいます。  
【高橋会長】 はい、どうぞ。  



 6

 
（傍聴人入室） 
 
９ 議 事 

 
【高橋会長】 それでは議事に入ります。本日の議題は、お手元の議事次第にありますよ

うに、１番の「四街道市総合計画の見直しについて」、２番目に「四街道市総合計画策定ス

ケジュールについて」、３番目に「四街道市土地利用計画基礎調査業務委託について」、４

番目に「四街道市市民意識調査について」、５番目に「市民参加について」、６「その他」 
となっております。 
 それでは、はじめに１の「四街道市総合計画の見直しについて」、事務局より説明をお願

いします。 
【事務局】 それでは説明させていただきます。  
 議題（１）の説明ですが、資料の説明に入る前に、資料の確認をさせていただきたいと

思います。 
 まず、事前に配布させていただきました資料、右肩に資料１とございます、「四街道市総

合計画の見直しについて」という表題のＡ４、２枚、両面で計４ページの資料でございま

す。 
 それから次に、補足資料１と２がございます。補足資料１につきましては、Ａ４、１枚

で表面１枚だけでございます。補足資料２ですが、こちらは両面になっております。なお、

補足資料２ですが裏面の 下段に「日本の人口」という表がございます。皆様に事前にお

配りさせていただいた資料は、平成２２年３月ということで、平成２１年度末時点となっ

ております。これは資料が古いもので、資料の差し替えをさせていただきたいと思います。

差し替えの資料は黄色の付箋が付いたペーパー１枚、こちらをお手元に配布させていただ

いておりますので、ご確認いただくとともに、お手数ですが差し替えをお願いいたします。

変更点はこの１点だけでございます。  
 次に、資料２「四街道市土地利用計画基礎調査業務委託について」、それから資料３「四

街道市市民意識調査について」、こちらにつきましては、両資料ともに表面１枚だけの資料

となります。 
後に資料４「市民参加について」は、Ａ４、２枚、両面計４ページの資料となってお

りますが、これを参考資料として追加をさせていただきたいと思います。追加資料につき

ましては、ピンクの付箋が付いているペーパー２枚なのですが、これをお手元に配布させ

ていただいておりますのでご確認の上、こちらをご参照いただきたいと思います。  
なお、資料４につきましては、１箇所訂正をお願いしたいと思います。１ページ目の

下段ですが、「市政モニター」という項目がございます。これのアの「対象者」というとこ

ろなのですが、現在、記載は「２０歳以上の市民」となっておりますが、これは誤りでご

ざいまして、「市内在住・在勤・在学の中学生以上の市民」ということでご訂正をお願いい

たします。 
それからお手元に、その他、本日の会議次第、委員名簿を配布させていただいておりま
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すので、ご確認ください。 
 以上、資料の確認と訂正事項とさせていただきます。また、資料１「四街道市総合計画

の見直しについて」の１ページ目のページ数の印字がございません。お詫び申し上げます。  
 それでは、議題（１）の説明に入らせていただきますが、議題（１）につきましては、

課長の大野からご説明させていただきます。  
 
（１）四街道市総合計画の見直しについて 

 
【大野課長】 それでは、議題（１）四街道市総合計画の見直しについて、ご説明させて

いただきます。お手元の資料１「四街道市総合計画の見直しについて」をご覧ください。 
 まず、「１ 見直しの背景と目的」でございますが、現行の総合計画は平成１６年度を初

年度としておりまして、２２年度までで７年が経過しております。その間、当市を取り巻

く社会経済状況が大きく変化しているのは言うまでもございませんが、特に我が国におけ

る人口の推移は、当市のまちづくりの基礎となる目標人口へも大きな影響を与えるものと

なります。 
 厚生労働省が設置する国立社会保障・人口問題研究所の直近の推計値では、わが国の人

口につきましては、平成１７年以降長期の減少過程に入るものとされておりまして、当市

につきましても平成２７年をピークに同様に減少していくものと推計されております。  
 なお、この推計は平成１７年の国勢調査をもとに推計したものとなっておりまして、平

成２２年の国勢調査をもとに推計したものはまだ公表されておりません。  
 このような国レベルの人口の状況をお踏まえいただきながら、「補足資料１」をご覧くだ

さい。項目の１が、現行の総合計画で想定している人口フレームでございます。策定当初

の平成１５年当時の人口、約８万４千５百人から平成２５年度には９万５千人、そして平

成３５年度には１０万人を目標としております。次に、その下の「２ 推計値と実績値の

比較」をご覧ください。平成２２年度末現在、推計値と実績値で約４千人の乖離が生じて

おります。一方、高齢化率に関しましては、当初想定していた２３．４％より若干低い２

３．１％となっておりますが、２２年度末の日本の高齢化率２２．８％、これと比較する

と高い数字になっているところでございます。これは、当市における昭和４０年代から始

まった大規模団地開発が主な要因となるものでございまして、当時２０歳代、３０歳代で

入居された方々が、現在６５歳以上の老年人口を構成されているものと考えられます。  
補足資料２をご覧ください。これら大規模団地開発の老年人口の割合の高さが示されて

おります。特に一番上の千代田団地でございますが、高齢化率は４１．３％と突出して高

くなっている状況でございます。  
 このような状況に対し、当市がバランスの取れた人口構成を確保し、持続可能なまちづ

くりを目指すためには、先ほど市長も申し上げておりましたが、若い世代のより一層の流

入促進を図る必要があると考えております。  
 また、本年３月１１日に発生しました東日本大震災によりまして、これまでの災害対応

や防災対策の再構築を図る必要が生じております。そして電力問題など環境対策と併せた

エネルギー面での対応を求められるものとなっております。  
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 四街道市では、これらの課題に的確に対応するとともに、本市が目指す「子育て日本一

のまち」づくりを推進していくため、新たな総合計画の策定を行ってまいりたいと考えて

おるところでございます。 
 続きまして、「２ 策定体制」でございますが、まちづくりの根幹となる総合計画の策定

に際しましては、全庁が一体となって策定に関与するため、「総合計画策定本部」を設置す

る予定でございます。また、本総合計画審議会におきましては、今回も含め策定の各段階

においてご意見をいただいてまいりたいと考えております。  
 続きまして、「３ 市民参加」につきましては、総合計画の重要性に鑑みまして、本市の

市民参加条例の手続を遵守するほか、充実した市民参加を図ってまいりたいと考えており

ます。この市民参加の詳細と３ページ目の「５ 策定スケジュール」、「６ その他」の土

地利用基礎調査につきましては、別途この後ご説明させていただきます。また、「４ 策定

方針」につきましては、先ほどご説明いたしましたが総合計画策定本部におきまして、今

後定めていきたいと考えております。  
 以上、雑駁ではございますが議題（１）のご説明とさせていいただきます。  
【高橋会長】 ただ今、事務局からご説明がありました。これについてご質問、ご意見を

いただきたいと思います。何でも結構でございます。  
【松本委員】 これからの計画づくりというのは人口フレームというのが極めて重要な基

礎資料になってくると思うのですが、その時にある程度こういった数字的なものは分かる

のですけれども、やはりイメージ的に人口ピラミッド的なものがないと、それがどういう

ふうに５年後動いていくのが見えないので、できれば５歳階層別の、男女別の人口ピラミ

ッドを、棒グラフというか図示したものを併せて付けていただけると、極めてわかり易い

のではないかと。 
 それと、６５歳以上と１５歳以上６４歳以下、１４歳以下という分け方があるかと思う

のですが、あくまでその分け方は生産年齢人口を主体とした捉え方で考えられていると思

うので、それはそれでいいのですけれども、普通６５歳以上で一括りとして出てくるので

すけれど、これからはやはり後期高齢者の７５歳以上の分布、これがどう伸びてくるかと

いうのが一つのポイントになって来ようかと思うので、内数で結構なので、そういった数

値をグラフで示していただけると今後の計画についての基礎資料としてイメージしやすい

のかなという気がいたします。  
【高橋会長】 これについては、どうでしょうか。人口の予測等の考えは。  
【事務局】 現在、土地利用につきましての基本調査と併せて基本構想基礎調査も本年度

併せて進めております。その中で人口フレーム等につきましても調査の中でしっかり把握

しながらやっていきたいと思っておりますので、今、松本委員からご意見をいただきまし

た基礎資料として皆様にお示ししていきたいと考えております。  
【高橋会長】 よろしいですか。総合計画の一番基礎になりますからね。他にどんなこと

でも結構です。気になることを。  
【千村委員】 策定スケジュールの中で、本計画は平成２６年４月、四街道市新総合計画

のスタートとなっておりますね。そうしますと計画の年限というのは３か年計画なのです

か、あるいは５か年計画なんですか。  
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【事務局】 今のところ事務局として考えておりますのは、基本構想につきましては２６

年から１０年間です。基本計画につきましては、社会情勢等いろいろ変化めまぐるしいの

で、前期は５年、後期は５年という形で策定していきたいと考えておりますが、これにつ

きましては総合計画審議会、また全庁的な策定本部等の中で議論していただければと考え

ております。 
【千村委員】 １０年とはロングランの計画ですね。１０年計画というのは、どこの民間

会社であっても大体当たらないのが常なのですよ。世の中の変動が大変激しいですから。

そうしますと２６年の４月にスタートしましたけれども、実際に計画しました、はい実施

します。その時に必ず見直しが入ってくると思うのですが、そういうステップというのは

あるのですか。 
 
【事務局】  今年の土地利用基礎調査等からの状況に応じまして、今のご意見とちょっ

と相反してしまうのですが、１０年ないしは２０年ということを考え合わせ、その辺は調

査の内容によってどのくらいのスパンが適当かという話にもなってきますので、今後皆様

にもご議論いただければと考えております。  
【千村委員】 私が言いたいのは、それはＰＬＡＮ、計画しますね。ＰＬＡＮ、ＤＯ、実

施しました。ＣＨＥＣＫ、必ず評価をするステップがあるのですね。それは費用対効果の

話なのです。やったけれども効果がなかったとか、金食い虫だとかいうチェックが入らな

くてはいけないのですね。そうであれば逆に、ＰＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨＥＣＫ、ＡＣＴＩＯ

Ｎで、 後に何か対策を立てなくてはいけない。そういうローリングプランの計画がない

と、予算があるのだからどんどんやれよとか、比重が決まっているのだからやれよとかね。

大変硬直した考えの計画になってしまうと思うのですね。だから私が言っているのは、必

要なのはとにかくどこかで見直しをかけて、本当にこれが市民のためにコストパフォーマ

ンスが合うのかどうか、この辺やはり精査をしないと、５年、１０年経つとどんどん世の

中流動化しますから、その辺をお聞きしたいなと思いました。  
【高橋会長】 多分、それもこの中で処理してよろしいですね。おっしゃるとおり、私も

同じ意見なのですけれども、まあ２０年先の計画だから遮二無二ということではなくて、

途中でチェックしながら、場合によっては軌道修正もできるというような。ただ社会資本

の整備なんか、かなり時間がかかりますので、まあ１０年くらい先を見通して一応作りま

すけれども、何年か、例えば３年とか５年ごとに見直して、修正するということが必要で、

そういうことを是非、中で議論していただけたらと思います。  
【事務局】 千村委員のおっしゃるとおり、今ご意見いただきましたことにつきましても、

行政評価等のそういった検討状況を踏まえながら、どういった管理システムができるかと

いうことも検討して議論していただければと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
【鈴木委員】 人口のフレームも大切だと思うのですけれども、この計画は産業の推計も

大きく影響すると思いますので、産業の推計に関わるような、例えば事業所の推移ですと

か、あとは失業者数というか、就業者数の推移とか、そういう推計に関わるようなデータ

を示していただけると、参考になるかなと思うのですが。何かお考えとかありますか。  
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【事務局】 今、鈴木委員がおっしゃられたことにつきましては、今回の土地利用、基本

構想の基礎調査の中でも調査を進めていて、もちろんそういったことも踏まえて基本構想

を策定していきたいと思っています。  
【高橋会長】 歳入とか支出だけでなくて、産業の方についても資料を出してもらえると

いうことでよろしいですね。  
 後でまた、振り返って全部議論をできると思いますが、とりあえず５つの課題がありま

すので、これについて資料の説明をいただいて、全部まとめて議論するというふうにして

いきたいと思いますので、２番目にいってよろしいでしょうか。  
 それでは、２番目のスケジュールについて事務局の説明をお願いします。  
 
 
（２）四街道市総合計画策定スケジュールについて 

 
【事務局】それでは、議題（２）の「四街道市総合計画策定スケジュールについて」ご説

明をさせていただきたいと存じます。資料は同じ資料１になります。 
 先ほどから再三お話出ているところなのですが、本年度より、２６年度を開始年度とす

る新たな四街道市総合計画の策定に着手しているところでございます。平成２３年度につ

きましては、先ほどの議題中でもご説明いたしましたとおり、市の内部組織として総合計

画策定本部を設置し、策定方針を決定する予定でございます。また、基本構想の基礎調査

として、後ほど詳しくご説明させていただきますが、土地利用基礎調査を実施する予定で、

９月に契約をしたところでございます。調査に際しましては、土地利用構想を含めた基本

構想案を複数案作成する予定でございます。案作成後の翌２４年度の早い時期に庁内組織

で検討を行い、市の基本構想（案）として本審議会にお諮りしてまいりたいと考えており

ますので、その際はよろしくお願いいたします。  
 また、策定期間全体を通じて、市民参加に相当程度の期間を要するものとなります。基

本構想案がある程度まとまった段階で、できるだけ早い時期から基本計画の作成に着手し

てまいりたいと考えております。したがって今年度末、２３年度末には、支援業務の委託

ということで調査に着手してまいりたいと、今のところ事務局では予定しております。  
 なお、委託に当たりましては、今年度実施している土地利用基礎調査業務委託同様、プ

ロポーザル、企画提案方式ということで、金額の多寡のみによらず、提案内容で委託業者

を決定するという形で委託業者を選定して、調査支援をしていただきながら策定を円滑に

推進してまいりたいと考えております。  
 その後でございますが、２４年度末までには基本計画（案）を作成し、２５年度当初に

は本審議会にお諮りさせていただきたいと思います。 初は基本構想、次は基本計画とい

う形で考えております。 
審議会での答申をいただいた後、パブリックコメントを経て市議会へ提案させていただ

きたいと考えております。議会の承認を得て 終的に基本構想、基本計画を確定させて、

新たな総合計画が策定されるという流れでございます。  
 なお、計画策定に際しましては、市民参加条例を踏まえ、必要かつ十分な市民参加を図
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ってまいりたいと考えております。  
 また、専門業者に調査及び支援業務を委託しておりますが、 終的には本審議会にお示

しする基本構想案及び基本計画案につきましては、様々な市民参加の手続を経た上で市民

の皆様のご意見を伺いながら庁内組織である総合計画策定本部で作成していきたいと考え

ております。 
 計画策定にかかる業務委託につきましては、先ほどもお話しさせていただきましたが、

プロポーザル方式により選定を行って契約する予定でおります。  
 かなり大まかな流れではございますが、２３年度中に基本構想をある程度、案として固

めて、２４年度にその案を審議会と市民の皆さんにご提示していきたいというところでご

ざいます。それから２５年度には基本計画の作成を終了したい。基本計画につきましては、

２３年度の終わり辺りから入らないと充実した市民参加を行っていく上で、期間的に非常

に厳しいものとなりますので、２３年度末に着手して、並行して進める期間も若干あると

いうことでご了解いただきたいと思います。以上でございます。  
【高橋会長】 これから議論いただくのですけれど、今日は２３年度の第１回ですので、

皆様もご存じかもしれませんけれども、総合計画の構想案と計画案との違いとか、後で土

地利用基礎調査とかも別途説明があると思うのですけれども、その違いとか役割について

若干補足していただけませんか。地方自治法との関係などもありますから、今日は第１回

ですので。ここで説明しておかないと、あと説明する機会はないと思います。  
【事務局】お手元に総合計画の本を配布させていただいておりますが、いわゆる総合計画

につきましては、６ページをご覧ください。これは現行の総合計画ですが、一般的に基本

構想と基本計画の２つから成っている。現在の当市の計画は基本構想が平成１６年度から

平成３５年度まで、２０年間の基本構想となっています。この基本構想の下に１６年度か

ら２５年度までの前期基本計画がございます、基本構想をこのまま生かしていくとなると

平成２５年度に前期基本計画が終わりますので、２６年度から３５年度までの後期基本計

画というような構成になっているわけですが、それを基本構想を途中で見直そうというの

が今回のお話でございます。  
 基本構想の中身なのですが、皆様に今ご覧いただいているのは序というところで、総合

基本計画の前段、課題提起、社会の動きの流れの説明等をしたところでございます。実際

の基本構想につきましては、その後の１８ページから始まるのですが、まちづくりの視点、

基本理念、将来都市像ということで、今後当市がどういう形で、どういう方向で、どうい

う理念でまちづくりをやっていくかということをこちらに規定しております。それから基

本目標、これは将来都市像を達成するために定めておりまして、それを６つ掲げておりま

す。この６つが基本計画の柱になります、という構成でございます。 
 それから２１ページにいきまして、将来フレーム、先ほど鈴木委員からお話がございま

したが、人口フレームに加えまして２２ページでは産業別就業人口も設定しております。

それから、本市で今回調査委託しております土地利用構想、これは都市基盤をはじめとし

たまちづくりの方向に大きな影響を与えるものでございます。このような流れというのが

基本構想の構成でございます。  
 一番 後、２９ページに施策の大綱というのがあるのですが、こちらは先ほどお話しし
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ました基本計画の６本の柱、それに基づく一つ一つの施策でございます。大綱ということ

で大くくりにした施策、例えば 初の「教育と文化が花開くまち」でしたら、学校教育、

社会教育、青少年育成、歴史文化、生涯スポーツというような形で構成をしております。

こちらに基づきまして、具体的な各種施策を基本計画の中で設定していくというような形

でございます。 
【高橋会長】 それからこれはスケジュールにも書いてありませんが、議会の議決も必要

なのですか。 
【事務局】 議会の議決ですが、現在の総合計画を作った時には、地方自治法で基本構想

の議決が定められておりました。基本計画につきましては、法律的には議決の必要はない

のですが、当市におきましては条例で基本計画についても議決を得るという条例がござい

ますので、法と条例に基づきまして当市においては、基本構想と基本計画の議決が必要と

いうことになっております。  
ただし、皆様ご存じかもしれませんが、地方自治法が改正されました。基本構想の位置

づけというか、義務づけがなくなったところです。こちらにつきまして、今後どうするの

かというところがございます。これは事務局で検討している段階ですが、「要る」、｢要らな

い｣につきましては、四街道市の方針を表す基本構想になりますので、私どもとしては基本

構想は引き続き必要ではないかと考えております。これに対する議会のコンセンサスをど

ういただくかということにつきましては、現在検討しているところでございまして、今後

市議会と協議を重ねさせていただきながら、検討してまいりたいと考えております。  
【高橋会長】 どうぞ、ご質問、ご意見。第１回目ですから、どんなご質問でも結構です。 

議会関係は、まだ決まっていないので、これから決まってくるということですね。  
【小森委員】 平成２３年度の策定スケジュールということで、プリントにあるとおりだ

と思うのですけれども、２３年度はあと残り半年しかないと思うのですね。２３年度に策

定方針制定と書いてあるのですけれども、この半年の中で柱となる策定方針をどのように

具体的に決めていくのかというのを、私はイメージができていないので、その辺を教えて

いただきたいと思います。 
【事務局】 策定方針ということで書いてあるのですが、こちらは基礎的なところ、例え

ば基本構想期間、基本計画期間を何年にするとか、どういう構成にするのか、それとこれ

もご質問にありましたが、ＰＤＣＡを考えてどういうような管理体制にするのか、そうい

った基本構想を定めていくに当たっての方向と、基本構想、基本計画の形的なものですね、

基礎となる。これはボリューム的にそんなに多いものとは私どもは考えておりません。例

えば計画期間であれば、このような理由から１０年にします、あるいは２０年にしますと

いう形のものですので、期間的にそんなにかかるものではないと考えております。ただし、

実際の基本構想、基本計画というのは、ボリューム的にもかなりの量ですし、それは少し

期間がかかるということです。策定方針はそれ程かからないということでご理解をいただ

ければと思います。 
【小森委員】 ボリュームとしては、そんなに膨大な量ではないということだったのです

けれど、策定方針というのを誰がどのように、どのような未来の期間で定めていくのか、

定めた人が自己満足で終わってはいけないと思うのですね。ある程度審議会を開いて、み
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んなで討論をして、この柱でいいのかというのを協議しなければいけないと思うのですよ。

私は方針というのは、そういった柱にならなければいけないものだと思うので。ですから

ボリューム的には決して多いものではなかったとしても、この策定方針というのは検討に

検討を重ねて計画倒れにならないように、十分に考えていかなければいけないものだと思

うのです。私はこういった審議会委員を務めるのは初めてなので、こういった柱について

も、どのように具体的に考えて、誰がどのようなスケジュールで考えていくのか、誰がそ

れを評価して、それでオーケーだよと出すのか。それが、イメージが描けていないので、

そういったことについても教えていただければと思います。  
【高橋会長】 これは審議会のスケジュールによるのですけれども、今、小森委員が発言

されたことについて、この中で議論するということ、そういう場があるのですか。この策

定方針というのは、この審議会とは別のところで決まってしまうのかどうか。この中でも

議論して定めていくということになるのかどうかということです。  
【事務局】 基本的な年数等につきましては、様々な要因が関わってくると思いますので、

ある程度は執行部から方向性というのは出させていただきたいと思います。それをこの審

議会に諮って決めるかどうかということでよろしいのですか。  
【高橋会長】 今、小森委員の言われたのは、策定方針というのは非常に重要なので、こ

ういう中で議論した方がいいのではないかと、そういうふうにおっしゃったのですね。  
【小森委員】 そうですね。行政がやるのか。こういう審議会で策定方針を決めるのか。

誰が、どのような場で、どのような計画で決めていくのかを、案としてどのように考えて

いるのか。行政が中心となって決める予定なのか、もしくはこういった審議会で皆さんで

柱を立てていくのか、どのように予定されているのですか。  
【事務局】 時間的な問題もあるのですが、策定方針をどういう形で立てるか、いつまで

に立てるかというのはまだ具体的には２３年度中ということしか決まっていないのです。

こちらは審議会ですので、私どもの出した案についてのご意見をいただくという形になる

と思うのですが、その時に提示するのは執行部が出すという形になります。それに対して

ご意見を賜っていくのですけれども、その時期的にどうかというところなのですが。  
【高橋会長】 今、小森委員の言ったことに対して、策定方針もこの場で議論してもらう

ような場を設けます、そういうふうに答えられたという話ですか。  
【事務局】 それは問題ございません。  
【高橋会長】 もちろん、資料を作ったり、前提となる調査・検討は行政でやられるのは

当然だと思うのですが、この総合計画審議会の中で議論していただく場を設けると。  
【事務局】 もしよろしければ、今そういうお話をしていただいても、ご意見として承れ

ます。 
【高橋会長】 もちろん、意見は言います。この策定方針なるものは何と何を決めるのか。  
【事務局】 大きなところは、外形です。何年計画でやるのか。  
【高橋会長】 けれども、それも何も資料なしで、毎回１０年というのもいいのですが、

何か５年にした場合の問題とか、なぜ５年で支障が出るのか。今までの１０年はなぜ変え

なくてはいけないのかという資料を出してもらって、皆さんで一緒に考えて、まとまらな

い場合、賛成、反対を採るのも構わない。何もなくて５年がいいですか、１０年がいいで
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すかといっても、ちょっとそういうわけにはいかないのではないですか。  
【岡本委員】 高橋先生のように、こういった審議会とか委員会とか沢山経験されている

方は、阿吽の呼吸で分かるのでしょうけれども、特に公募で初めて、自分たちの住んでい

るまちを良くしたいと思って、意欲に燃えて来られている方にとっては、どういう役割を

担って、どういう責任があるのか、その辺りのところを分かる資料を第１回の委員会で出

す必要があるなと。ひとつの手掛かりとしては、前回の資料ですね、その後ろの資料編の

ところに、２１１ページの資料編なのですけれども、この中に資料の４、総合計画審議会

条例、多分この委員会を運営するのに必要な決めごとを条例化して制定してあるのがこれ

で、これが改正されていなければ、この条例の中に書いてあることに私たちは拘束される

ということになると思うのです。  
 それからもう一つ２２２ページに、計画諮問、答申というのがあって、通常こういう審

議会で行政組織と連携して進めていく場合、行政組織、例えば先ほどの本部ですね、行政

の中で作った組織で計画の案文を作った場合、それについて審議をお願いしますという場

合は、通常は２２２ページにあるように、行政の長から審議会の会長宛に、この項目につ

いて意見を求めますという諮問があって、そのことに対する回答を出すというのが、普通

審議会委員の役割なのですね。今回の審議会の場合には、その部分が省略されていまして、

多分皆さん委員の方分かっているだろということで始まっていると思うのですけれども、

厳格な手続を踏むとすれば、この部分に対して意見を求めます。つまり、審議会が行政全

てに百パーセントの責任を負うわけではなくて、諮問を受けた事項に対して適切に判断を

して、それに対し意見を出すということを求められていると思うのです。ですから、行政

の中で計画の素案、原案を作る作業に対して、どこまで協力が求められているのか曖昧な

のですが、それを整理するためには、こういう手続とか、手順とか、こういうことを皆さ

んにお願いしたいのですということを、やはり公募で来られている方は特にそうだと思う

のですれけれど、委員の先生にお配りすることは必要なのではないでしょうか。  
【高橋会長】 ありがとうございました。岡本委員が説明していただきましたけれども、

やはり１回目だから、強いてこれをやっておいた方がいいと思うのですね。せっかく、こ

こに資料もあるし、総合計画審議会はどういう役割を担う責任があって、どこまで私たち

に期待されているか。何でもかんでも、私たちにやれとは言ってないわけだけど、やらな

くてはいけないことを、やらないでしてしまうことも心配ですし、やり過ぎる心配もある

ので、その辺をはっきりと 初に分かるように説明した方がいいと思うのです。ですから、

岡本委員がせっかく説明されていましたので、１回目ですから、ここで我々がどんな役割

を期待されているか、何をやればいいのか、やるとすれば、どれとどれについて議論して

欲しいか、ちょっと説明していただけるとありがたいのですが。  
【事務局】 はい、お話のとおり、まさしく審議会条例のとおりでございます。 終的に

はというか、途中でもそうなのですが、諮問させていただいて、市長からご意見をお伺い

しまして、それに対して審議会のご回答をまとめていただいた上で、答申をいただくとい

うことで考えております。それは基本構想につきましてもそうですし、基本計画につきま

してもそうだと思います。本日の会議につきましては、それに先立ちしまして、概要とい

いますか現在こういう状態で考えているということでお示ししているところでございます。
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先ほどのお話も含めまして、後でお話しするような形にはなりますが、第２回の会議で、

そういったものをいろいろお諮りしてまいりたいと考えております。第２回目の会議はあ

る程度の、現在、委託調査しております調査の結果というのは難しいのですけれども、途

中経過を踏まえまして、ある程度のものが出せるところで、第２回を開催してまいりたい

と、そのようなところです。  
【高橋会長】 第２回というのは、今発注している土地利用基礎調査等の成果ということ

をおっしゃったのですね。それはそれで出していただくのですが、その前に私たちがここ

に集まって、どんなことを、再三出るわけですから、例えば市の条例とか、そういうもの

があるとすると、その中の位置づけとか、それから役割とか、それ以上期待していません

よというところも含めてね、説明をしてもらった方が、いいのではないかと。そうしない

とどこまで質問していいかなかなか分からない。  
【事務局】 わかりました。そうしますと、基本はやはり、先ほどご紹介いただきました

総合計画審議会条例でございます。本の２１９ページをお開きいただきたいと思います。

こちらが当市の審議会条例でございます。こちらに書いてありますとおり、第２条 審議

会は、市長の諮問に応じて、住民福祉の向上と市政の健全な発展を図ることを目的として

策定する本市の総合計画に関する事項について調査及び審議をする、ということで、委員

の皆さんには基本的に市長の諮問に応じて調査及び審議するということで書かせていただ

いております。ただ、これまでも審議会の中で、諮問という形ではなくていろいろご報告

とかご意見を伺う場というのを設けてきておりますので、そういった始まりとして今回開

催させていただいているところなのですけれど、こちらも当然お話をいただいていくつも

りでございます。 
 どのような意見といいますか、私ども大きなところでは、先ほどお話しさせていただい

たのですが、基本構想がございますね、それから基本計画、そういった市の方針、方向性、

そういったものに対して、執行部の方で市民意見を踏まえた中で叩き台的なもの、素案と

いうものを作ってご提示させていただきますので、それに対してご意見をいただいてまい

りたいと。例えば観光の観点から、あるいは産業の観点から、そういった観点からご意見

をいただいてまいりたいということで考えております。ひとつの参考としては、２２２ペ

ージになるのですが、総合計画そのときの諮問内容と答申内容というのが載っております。

こういう形でのご議論をいただきたいと考えているのですが。  
【高橋会長】 これ例えば、条例は地方自治法が変わりましたよね。条例は、これ今現在

の条例ですか。 
【事務局】 これは、基本的にはそのままで改正はされておりません。  
【高橋会長】 例えば２１９ページ、地方自治法の規定に基づき云々と書いてあるのです

が、これ変わっているのですね。そうすると条例の方も変わった方が。これは変わってい

ない？ 
【事務局】 審議会条例につきましては、改正しておりません。地方自治法に基づく基本

構想の議決案件につきましては、今検討しておりまして、どういう形で議決根拠を設ける

のか、それとも位置づけをどうしていくのかというのは、事務局としましても、もう少し

研究をした上で、あと他市の状況を参考にしながらより良い形で策定できればと考えてお
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ります。ですから基本構想の議決案件につきましては、改正はしておりません。  
【事務局】 ちなみに、ただ今ご指摘いただきました地方自治法の１３８条の４なのです

が、これは附属機関の条項になります。  
【松本委員】 これは、いわゆる法律設置の審議会という位置づけは変更はないというふ

うに。そもそも地方自治法の法律設置で、それを受けて条例を作って、いわゆる法令設置

の審議会であるということは、間違いないということですね。  
【事務局】 先ほどから話が出ている、地方自治法での基本構想の義務づけですが、今ま

では地方自治法で市町村は基本構想を定めなければならないとなっていたのですね。それ

が地方分権を推進する上で、そういった枠付け、市町村を拘束するような法的な位置づけ

というのはどうなのだろうということで、そういう拘束、必ず作らなくてはいけない、と

いう規定はなくなったというだけでございまして、基本構想は市町村が必要ならば、市町

村が判断して作ればいいと、今はそういう位置づけになっているということです。  
 この審議会条例の地方自治法第１３８条の４、第３項に規定というのは、都道府県とか

市町村は、こういう審議会みたいなものを作ることができるという根拠規定で、それが附

属機関ということなのですけれども、自治法の規定に基づき、こういう審議会を作ります

という、条例ということで。だから審議会を必ず置かなくてはいけない、ということでは

ないですね。ただ法的な位置づけとしては、地方自治法に根拠のある審議会として位置づ

けますという内容の規定でございます。  
【高橋会長】 小森委員。途中から変な方向にいってしまって、申し訳ありません。  
【小森委員】 私が素人的な発言をしてしまって混乱させてしまったと思うのですよ。私

がちょっとびっくりしたのは、平成２３年度半ば、後半になっているのに本年度中に決め

られなければいけない策定方針の制定について、これから検討していくということが私は

びっくりしてしまったのですね。大切なことですからもう少し大まかなことでいいと思う

ので、いつまでにこれを決めて、と具体的な基準を決めていないと、やっていない、やっ

ていないと夏休みの宿題みたいになっているような気がして、私は大丈夫なのかしらと思

ってしまったのです。 
【高橋会長】 それは是非そんな心配がないようにしてください。  

ありがとうございました。いかがでしょうか。 
【岡本委員】 小森委員の心配についてなのですけれども、資料２１９ページの条例第２

条にあるところで、この審議会は市長の諮問に応じて、いろいろなことについて調査及び

審議するということなのですね。ですから、基本的には市で用意していただいた素案とか

原案とかに対して、それぞれの委員の専門的な立場から、ここのところは不足しているよ

とか、こういう方法がもっといいよとか、そういう意見をもらうというのが原則的な進め

方だと思います。ただ第２条には「調査する」と書いてありまして、そこが単に答申を出

すだけの審議会よりは、もう少し難しいことまで踏み込んでもいいよということで、つま

り策定の方針とか指針を作るときに、あらかじめこういうことを調査しておくべきですよ、

ただ審議会そのものには、事務局というものがありませんので、その審議会を所管する行

政の中のそれぞれの部門のところで予算とか人員とかやりくりして、委員の方から調査す

べきと言われた事項について、 大の努力をして、その次の、あるいはその前に事前に報



 17

告していただくか、何らかの対応をしてくださいということが、この第２条の文章の中に

含まれているのではないかなと、考えています。  
【高橋会長】 ありがとうございました。  
【千村委員】 初に、事務方である経営企画部から総合計画策定本部の役割をはっきり

させれば、ここで要するに計画が出てくるわけですよね。計画案、いわゆる叩き台ですね。

これを審議会で審議をして、それをまた積み上げて、行政はそれを採用してもう一回やり

直すとか、そういうステップになりますね。我々がこの計画案を作るのではない。審議会

ですからね。意見は言う、あるいは調査もすると、そこら辺は今はっきりしたと思うので

すね。小森さんのご心配になっている、ここで言っている策定方針制定なんていうのは、

とっくに叩き台はできているはずなのですよ。それをもう一回見直したりして、次回我々

に提示するでしょうけれども。そういう審議をする場であると、我々、審議会委員ですか

ら。そういうことでよろしゅうございますか。 
【高橋会長】 はい。結構です。他にございますか。本当に第１回目ですから、進め方と

か、いろいろなことで、疑問な点もあると思いますので。  
それでは３つ目の、土地利用基礎調査業務委託についてお願いします。  

 
（３）四街道市土地利用基礎調査業務委託について 

 
【事務局】 それでは議題（３）の方に進めさせていただきたいと思います。議題（３）

については、資料の２、四街道市土地利用基礎調査業務委託についてということで、ペー

パー１枚の資料でございます。こちらは本年度実施いたします調査業務の委託内容となり

ますが、本業務につきましては、市における人口減少への対応を主たる課題としておりま

す。議題１でも触れさせていただきましたが、若年層の増加促進を、より一層進めるため、

土地利用構想からの見直しを図ることを目的に調査するものでございます。また、調査の

中で、社会経済状況や市のまちづくりの課題、人口、財政、市民意向等の基礎的事項を把

握いたしますので、基本構想の基礎調査の性質を併せ持つものとして考えております。  
 受託業者は、株式会社富士通総研でございます。これは先ほどご説明させていいただき

ましたとおり、プロポーザル方式により、庁内組織で選考して８社の中から選定したとこ

ろでございます。委託期間は、平成２３年９月１５日から２４年３月３０日までとしてお

ります。 
 主な業務の内容としましては、記載の６項目となりますが、  

「（１）現状分析と課題の整理」では、社会経済状況の変化と市の特性、年齢別・地区

別の人口推計、財政推計、そして課題とその対応について調査の上、整理するということ

でございます。 
「（２）ワークショップ等開催支援」では、現在も基本構想の関係でワークショップの

募集をしております。こちらのワークショップを始めとした市民参加手続の実施に際し、

手法の提案や構築、また、意見の集約・分析を行ってまいります。  
「（３）市民意識調査」については、次で改めてご説明いたしますが、満１８歳以上の

市民３千人を対象に、アンケート調査を行い、市民の皆様の意見・意識の把握をしてまい
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ります。また、結果について整理・分析を行うということが業務となります。  
「（４）都市づくりの基本的な方針案作成」では、市の将来都市像を始めとした都市づ

くりの基本方針、基本的方向性を作成します。 
「（５）土地利用構想案作成」では、ゾーン別の土地利用方針、交通体系の方針、目標

人口フレームにおける土地利用案を作成するという形でございます。 
「（６）基本構想案作成」では、（１）～（５）までの内容を踏まえた上で、将来の四街

道市のまちづくりの方向性を示す基本構想の案を作成します。基本構想（案）につきまし

ては、その後庁内における検討を経て、その上で、この審議会にお諮りさせていただきた

いと考えております。 
 以上が本年度実施する「四街道市土地利用基礎調査業務委託」の内容となります。市に

おきましては、本調査の実施と併せ、庁内組織での検討や市民参加手続を実施することに

より、基本構想の策定を進めてまいりたいと考えております。市民参加手続につきまして

は、次の次のところでご説明させていただきたいと思います。  
【高橋会長】 それでは、四街道市土地利用基礎調査について、内容についてどなたかご

質問、ご意見ございますか。  
【小森委員】 行政の方は市のありのままの姿を知るプロの方だと思うのですけれども、

この土地利用基礎調査を業務委託することのメリットとデメリットのことを教えていただ

けますか。やはり委託するに当たっては大切な税金が使われるわけだと思うのですけれど

も、あえてお金を使って業者の方に委託をすることの意味、メリットとデメリットについ

て教えてください。 
【事務局】業務委託のメリットとデメリットということなのですが、業務委託につきまし

ては特に土地利用関係を含めまして、人口の分析、財政的な分析、そういったものは市の

問題だけではなくて、日本あるいは世界の経済動向、そういったものも踏まえまして検討

する必要があるためと考えております。そういったものを専門的に把握できる業者として

数社の中から１社を選んだという状況でございます。例えば都市づくりにつきましては、

都市づくり、土地利用の専門的な観点から、私どもの都市部にもそういった技師もおりま

すが、そういった者と議論を重ねながら作ってまいりたいということで考えております。

専門的な知識をいただくということが第一の考えでございます。  
 それからワークショップ等を行うに当たっての、進め方、方針、方法等も、こういった

方が市民意識を捉えやすいといったところを、全国的に地方公共団体の業務をやっており

ますので、様々な知識を生かしていただきながら、支援を得てまいりたいということで、

それが私どもはメリットだと考えております。 
【小森委員】 今、そういった専門的知識があるということで、メリットで、税金を使っ

てこのような業務委託をするということなのですけれども、専門的知識はもちろん業者の

方は持ちあわせているとは思うのですけれども、四街道市を知っているプロというのは、

やはり行政の方だと思うのですね。ですから私は、委託という形にはなるのですけれども、

行政の方も委託ということに、言葉は悪いのですけれども甘んじないで、積極的に進めて

欲しいなと。委託というとどうしても、お金出すから「頼んでお願い」というようなイメ

ージが私はあるのですね。業務委託ということなのですけれども、私はこの財政難の中、
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あえて市民の税金を投入する意味があるのかどうか、これは委託期間が既に始まっている

ので、私はここで中止にしてくださいと言っていることではなくて、もちろん、業者の方

の専門的知識もいただきながら市役所の方も、行政の方も積極的に関与して、なるべく税

金を効果的に使って進めていって欲しいなと、私はそういう思いでいます。  
【高橋会長】 これは委託といっても、仕様書に基づいて市と議論しながらやっていくわ

けですよね。 
【事務局】 当然そうでございます。調査の結果につきましては、こちらの審議会にもご

提示させていただきますし、先ほどお話しさせていただきましたとおり、業者と私どもの

職員と密に協議しながら、進めていきたいと考えております。  
【事務局】 委託業務のあり方というか、考え方について、いろいろ疑問の点もあろうか

と思うのですけれども、四街道市のことは四街道市の職員が全て知っていて当然だという

ことはおっしゃるとおりだと思います。委託のあり方というのは相当の経費がかかります

ので、やはりそういうものの進め方ですね、これから財政を切り詰めてやっていく中では、

本当におっしゃるとおりです。担当からも話がありましたとおり、職員でやればやれない

ことはないと私は思っております。ただ、日数的なものとか、経費面では夜遅くまで残業

してやる費用とか、そういった諸々のトータル的な面を見ると、委託という形で市の主要

情報を提供して、その中で調査をやるという流れの中では、現在結果を出している中では

委託の方が効果的かなという気もいたしますので、何が何でも全て自分たちでやれる範囲

の仕事を委託として出しているというわけではございませんので、その点はご理解をいた

だきたい。できるだけ自分たちでやれる範囲はやるという中で、専門的知識をもってその

業界で、成果を出して、信頼できる会社を、いわゆるプロポーザル方式といって、金額の

みならず成果と実績をもとに、こういう会社を選んでやっていますので、その結果を見て、

成果品が出るまで市の職員と請け負った業者の中でいろいろと摺り合わせをやって、いい

結果の委託成果を出すという方向で進めておりますので、その点はご理解いただきたいと

いうふうに考えております。  
【花井委員】 ８社の中から富士通総研さんに決定された理由の中にもあると思うのです

けれども、こちらの実績と申しますか、そういうので差し障りがなくご紹介いただけるも

のがありましたら教えていただきたいのですけれど。  
【事務局】 業者さんの実績でございますか。少しお待ちください。 
【高橋会長】 他に何かございますか。  
【松本委員】 土地利用のことで、調査の関係でお願いしたい点は、統計的な数字と土地

利用的なものは出てくるのですけれど、例えば立地企業が、どういった名前の企業がどこ

に、どういうふうに立地しているのかというのが、こういった調査ではまとめられてしま

って、大規模事業所が何個、従業員が何人という形で。これだけですと使えないというと

ころがありますので、産業構造を把握するという点では重要なのですけれども、立地企業

の名前、主だったところ、ここら辺にどのような企業が立地しているのかというのを数値

的なものではなくて、個別の企業名を把握したい部分があるので、そういったものも調査

に加えていただければありがたいなと。  
【高橋会長】 それは調査の中に入っていますか。  
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【松本委員】 実は、県の方に産業振興課というのがあるのですけれど、そこにどういっ

た企業が立地しているのかというのを、各市町村別に出せと照会したところ、個人情報の

壁があって、統計調査はやるけれども、基礎資料は出せないという話があるので。  
【高橋会長】 そういう問題があるので、今調査に出しているのは、おそらく事業所統計

とか、そういうものからまとめるような調査となっていると思うのですけれど、今のよう

に個々の企業まで含めると、おそらく膨大な……。  
【松本委員】 そんな小さなところまで必要ないと思うのですけれど、主だったところで、

どういったところがどれくらいの雇用をもっているかとか。そういうことができないかと

いう。 
【高橋会長】 それはどうなのですか、調査に入っているのですか。 
【事務局】 現時点の調査は、そこまでの調査は考えておりませんでしたので、ちょっと

そこはペンディングにしてください。  
【高橋会長】 分かりました。  
【松本委員】 ただ、これから四街道の産業構造を考えていく上で、将来的にどういう企

業が張り付く可能性があるのか、ないのか。そういうことがイメージできてこないと、産

業構造の数値的なものを追っても、あまり意味がないような気がしないでもない。  
【高橋会長】 そういう企業の動向調査とか、企業経営者の期待とか要望とか。市民意識

調査をやるのですが、そういうのは入っているのですか。産業の動向に関する情報が得ら

れるような調査があるのかどうか。  
【事務局】 現時点では予定しておりません。ただ、今後、事業者向けの、あるいは業界

とか、そういったものからも必要があればやっていくのは……、逆に言うとやる必要があ

ればやっていかなくてはいけないかと。  
【高橋会長】 今日は、委員のご提案に対して事務局でどのように対応できるか検討して

いかなくてはいけないということで。  
【事務局】 お手元に資料がございます資料４の市民団体についての裏面をご覧ください。

松本委員がおっしゃる一定規模以上の事業者に対する雇用の状況といった、そこまではや

っていないのですけれども、市内事業者等へのインタビューというのは入っております。 
【高橋会長】 意識してやるかどうかですね。 
【事務局】 決まっているのはそれくらいです。  
【松本委員】 あと１点だけ。せっかく富士通総研ということなので、ＩＴ関係ですね、

近特にクラウド・コンピューティングということがありますので、ＩＴ関係、ＩＴ社会

としてのシステムの調査、今後どういう方向に、例えば今までは自前でコンピュータを自

分のところで持って、庁内、社内でやっていたのが、外に出して、いわゆる借りてやると

いうことが主流になってこようかと思うのですね、コストの面から。そういったものも、

特に今回大震災があって、この四街道の庁舎、耐震性が十分であると思えないので、サー

バーがここにあるとつぶれてうまく機能しなくなってしまう、防災対策ですね。そういっ

たときに、外に置いておくということも必要になってこようかと思うので、ＩＴ関係の視

点というのを、せっかく富士通総研がやるのであれば、調査に入れていっていただければ

いいのではないかと思うのです。産業の関係でも。  
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【高橋会長】 そういう意味で、土地利用基礎調査という名前になっていますが、いろい

ろなことを調べることになっています。例えば先ほど市長さんがおっしゃった｢子育て日本

一｣ということを考えると、こういったハードなデータだけでなくて福祉とか、どちらかと

いうと、この名前からはイメージできないようなことについても、いろいろと現状とか動

向などを調べる必要があると思うのですが、この中にはそういうのは入っていない？総合

計画は土地利用関係だけではなくて、市の全てをカバーした計画になりますよね。そうす

るとそういうことに関する同じような基礎調査みたいなもの、ないしは計画をつくるよう

な作業はどこでやるのですか。人口とかそういうのが分かったところで、それだけではど

うにもならないと思うのですが。別途調査していく必要があるということではなくて、総

合計画はかなり幅が広いということを意識していただいて、この土地利用基礎調査の結果

が出ているから、やらなくていいということではないのではないかという気もするので、

是非、中で検討してください。  
【事務局】 まず、総合計画そのものについては、こちらの総合計画審議会、またワーク

ショップをはじめとした市民参加、それから様々な意見、ご協議をいただくというのは考

えておりますが、根底となるのは市の内部で、まず詰めていかなくてはいけないというと

ころがございます。市の中で横断的に福祉部門、都市部門、こちらの企画部門といろいろ

ございますが、そういった中で横断的にその辺を作り上げるという協議、検討というのは、

当然、前段階としてございます。その中で幅広い分野での計画となりますので、まずそこ

の段階で詰めていきたいと考えております。  
 さらに早ければ今年度末からと考えているのですけれども、策定支援も予定しておりま

すので、今回は土地利用ということで委託しておりますけれども、策定支援ということに

なりますと、もっと幅広い分野で調査していかなくてはいけない面も出てくると思います

ので、その中で必要に応じてやっていきます。 
【岡本委員】 先ほど小森委員の心配のとおり、何となくもやもやとしているのは分かる

のですけれど、問題は今日の検討会の資料の中に「資料２ 土地利用基礎調査業務委託に

ついて」という資料が、今日の審議会の議題として入っていることの意味づけというのが

分かりにくい。 
 これは多分、先ほどの条例などを見ると、審議会は市長の諮問を受けて調査及び審議、

つまり調査をするということで、今こういう調査をしますよと。タイトルは土地利用基礎

調査ですけれども、項目的に見ると総合計画全体の基礎資料整理のためのデータ収集です

ね。もしこれが審議会で審議した内容を反映した調査であるということを市民に説明する

のであれば、プロポーザルの基準は審議会の委員の意見を反映したものである必要がある

のです。そこのところはもうやってしまいました。事後承諾でそこの基準は示せないけれ

ども、これでご承認くださいと。委員の方に調査について議論いただきまして、その結果

を認めていただきますということを今日の議事録に書いておくということになりますと、

小森委員は何も中身知らないで、ただ判を押したくないよということではないかと思うの

ですけれど。それはもっともな点でして、審議会で調査項目を議論してください、その前

に業者は決まっています、プロポーザルは終わりました、見積りも取って確定しています

ということになりますと、委員がこういう調査をしようとすると予算が倍に増えます。そ
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の業者にお願いすることができるのか。その時、審議会の委員の指摘で、こういうことを

やるべきだという調査項目は抜かして基本構想の策定着手に入るのか。その辺り事務局の

考えをお聞きしたい。 
【事務局】 今回、委託業務名が四街道市土地利用基礎調査委託という名称となっており

ますけれど、実際に土地利用基礎調査以外にも、四街道市の現況ですとか課題の分析も踏

まえた形で提案をしていただくというような方針で進めております。通常、総合計画を策

定するに当たりまして、他市町村との比較等も必要になってまいりますので、例えば隣の

千葉市の福祉のサービスはどの程度あるのか、また人口の伸び率はどうであるか。そうい

ったいろいろな情報を取りまとめて、今現在、四街道市において何が足りないのか、そう

いったものをある程度視覚化していく作業が必要になってきます。これからその計画を始

めますよといって、我々行政ですので四街道市のことはよく存じ上げているところなので

すけれども、他市町村の比較できる情報、そういった部分ですとか、サポート体制をして

いただくために、今回土地利用基礎調査のプロポーザルを出しています。  
実はこれ契約したばかりでして、これから市民参加を踏まえた形で計画を作っていくと

いう考えでいるのですが、その際にどういった市民参加の手法がいいでしょうか、どうい

う方針であればさらにより良い市民参加が得られるのではないか、そういったご意見もあ

るかと思います。今回こちらの部分を報告させていただきまして、こういった市民参加の

手法があるのではないかというのを、この場でご意見を頂戴したいと考えております。  
【高橋会長】 岡本委員、よろしいですか。  
【岡本委員】 限られたリソースで努力をされているというのは分かりますので、今後委

員の皆様方が心配されているような事態にならないようにしていただければいいと思いま

す。 
【高橋会長】 先ほど花井委員から質問のあった点について。  
【事務局】土地利用基礎調査につきましては、様々な視点を持ちまして審査項目にいたし

まして、業者を評点付けしまして選定いたしました。一つといたしましては、提案技術力、

配置予定技術者の業務実績や会社自体の業務実績です。重要なのは企画提案、どういうよ

うにこの業務をやっていくのかというところの視点、それからあまりにも業務を抱えてい

たのでは、私どもの業務がおろそかになりますので、手持ち業務の量とか、そういった様々

な項目からやっております。  
 その中でも特に提案、今回につきましては市民参加の手法とか、経済財政状況の捉え方、

そういったところの経験、知識、それとその内容、そういったところを踏まえまして、庁

内の選定委員会で評点によりまして、その後、評点結果の議論も行い富士通総研を選定し

たところでございます。 
【高橋会長】 よろしいですか。  
【花井委員】 具体的なところは何もないのでわかりづらいですけれど、内部でもそれを

当然評価されたと肯定的に捉えて……。  
【鈴木委員】 この土地利用基礎調査ですけれども、今回オリジナルでやるのは市民意識

調査ですよね。それ以外の現状分析については、多分既存のデータを使って分析している

と思うのですよ。国勢調査ですとか、土地住宅調査ですとか、どのデータを提供している
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のかというのが分かるだけでも、その推計に用いられている変数というのが見えてくると

思うのですよね。要は、ハード面だけではなくて、要介護者がどのくらいいるのかという

変数を使っていれば、福祉関係の推計も視野に入れているのだなとか。そういうどういう

調査、どういう変数を提供しているのかという一覧表があれば、それを資料として出して

いただくだけでも、大分違うのではないかと思うのですけれども。  
【高橋会長】 今日は資料がないのですが、先ほど松本委員からも同じような、具体的な

ご提案ありました。今、鈴木委員からもお話ありましたし、これは次の審議会をいつ開く

かにもよるのですが、先ほどまだ具体的な調査これからだという話もありましたし、でき

ればせっかくこれやるのだったら、これも調べてとかね。これよりこちらの方が大事では

ないかとか。増える方向では予算の関係で難しいかもしれませんが、そんな議論ができる

場があれば、委員の皆さんも、もう少し納得されると思いますので、もし時間が許すのだ

ったら、スケジュールが許すのだったら、こんな調査をやろうとしている、それならこう

いう観点からやったらいいではないかというような意見を皆さんからもらうような、そう

いう場を設けることを考えたらいかがかと思うのですね。日程がいろいろあると思います

がご検討ください。 
【事務局】 今日お示ししております資料関係について、小森委員からもお話がありまし

たとおり、審議会の役割と執行部の進め方など、ご理解いただけない、いわゆるイメージ

がわかない点が多々あろうかと思います。会長のおっしゃられるとおり土地利用基礎調査

というのは今回切り口でございまして、この中でも現状分析、人口あるいは財政動向とか、

いろいろな分野にまたがるもの、こういったものの現状分析を行いまして、次回はそれを

資料として提示してまいりたい。今日のイメージとしてはスケジュールとか、市民意識調

査とか、これからご説明する、手続上の市民参加。今回は第１回目ということで、これか

ら進めていく上での概略という形での資料提示ということでございます。今後委託をかけ

た中で、あるいは本部会で検討した内容、本年度２月にもう一回総合計画審議会がござい

ますけれども、その間の進捗状況を、可能であれば、資料として本審議会にご提示してい

きたいと考えております。 
【高橋会長】 よろしくお願いいたします。時間がなくなってきたので、残りの市民意識

調査と市民参加について一緒にご説明いただけたらと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
【事務局】 それでは併せてご説明させていただきたいと思います。市民意識調査につき

ましては、資料３をご覧ください。今回は四街道市土地利用基礎調査業務委託の中で、市

民意識調査を行うものとなります。調査につきましては、市民の皆さんが考えます当市の

現状と課題を把握することにより、市民ニーズに対応した基本構想、基本計画の策定を図

ることを目的として実施するものでございます。  
 現在、設問等を作成しているところですが、実施時期としては１１月中の発送、１２月

上旬から中旬の回収を予定しております。  
 対象者としましては、市内に居住する満１８歳以上の方３千名を無作為抽出いたしまし

て、郵送により実施いたします。  
 調査項目といたしましては、市民意識の経年変化を捉えるため、定期的に調査をさせて
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いただいております「１ 四街道市の住み心地について」の７項目に加え、「２ その他」

として、現総合計画の施策に対する評価を満足度や重要度の観点から把握するための設問

を検討しているところでございます。  
 なお、市民の皆様にご協力をいただくという点から、設問数にも十分に留意してまいり

たいと考えております。あまり多くなりますと回答率がかなり低くなるという、現実的な

問題もございますので、その点も踏まえて検討してまいりたいと考えております。  
次に、市民参加について、資料４をご覧ください。資料の４と本日追加で配布させてい

ただきました「市民参加手続の対象」というものですね、こちらをご参考にご覧いただき

たいと思います。本市の市民参加につきましては、四街道市市民参加条例に基づき実施し

てまいります。条例に規定する市民参加手続としましては、資料４に本日添付させていた

だきました付属資料「市民参加手続の対象・方法」の 終ページをご覧ください。こちら

にございますとおり、１つ目として「意見提出手続」、いわゆるパブリックコメントでござ

います。次に｢意見交換会手続｣、例といたしましては地区懇談会の実施などが該当します。

３つ目としまして「審議会手続」、こちらにつきましては、この審議会の開催が対象となり

ます。 後に「市民会議手続」、いわゆるワークショップの実施などの４つがございます。 
本条例におきましては、①の意見提出手続のほかに、③の審議会手続又は④の市民会議

手続のいずれかを実施することが義務づけられております。したがいまして、①は必ずや

らなくてはいけない、それと③か④のどちらかをやりなさいという規定でございます。②

の意見交換会手続きは努力規定となります。  
総合計画策定に当たりましては、当然同条例の規定が適用されるところですが、先ほど

ご説明いたしましたとおり、市の総合計画という重要性に鑑み、多様な市民参加手続を実

施してまいりたいと考えております。  
このようなことから、基本構想策定における市民参加手続としましては、本審議会を開

催し、諮問を行い、答申をいただくことにより、「審議会手続」をおこなうとともに、現在

参加者を募集しておりますワークショップの実施により「市民会議手続」を、また基本構

想案についてパブリックコメントを実施する予定でございますので、こちらで「意見提出

手続」、以上の３つを実施してまいりたいと考えております。  
また、これ以外に、その他の市民参加手続といたしまして、資料３でご説明させていた

だきました｢市民意識調査｣を行うほか、電子メールを活用して市民の意見や意向の把握を

行う、これ市政モニターと書いてありますが、募集段階ではメールモニターとしておりま

すが、これを実施します。それから市の施策や方向性などを公開の場で掲示し、意見の聴

取を図るポスターセッションというものを考えております。それから、市民や市内事業者

等を対象に同じく市の施策や方向性などに対する意見を聴取するインタビュー調査を予定

しております。 
なお、訂正ですが資料４の上から２つ目に、インターネットアンケート調査がございま

す。こちらにつきましては、市民というか、実際には市外の方が対象になります。外部か

らの視点を施策展開に活用するために市外在住者の意見聴取を行うインターネットアンケ

ート調査になりますので、厳密な意味では市民参加ではございませんので、この項からは

削除させていただければと考えております。ただし、項目からは削除いたしますが、これ
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は今のところ計画しているものでございます。 
さらに、基本計画策定における市民参加手続といたしましては、４つの手続全てを実施

したいと考えおります。なお、その他の手続につきましては、記載はございませんが、今

後適切かつ効果的な市民参加手続があれば実施してまいりたいと考えております。  
以上、市民意識調査と市民参加の手法、これについて総合計画策定に係る市民参加のご

説明をさせていただきました。  
【高橋会長】 それでは、資料３、４にかかるご質問、ご意見ございますか。  
【花井委員】 インターネット調査という中に、市民、各種団体というのがありますが、

団体というのはどういうものを想定しているのですか。各地域の動向をよくご存じの自治

会等もその団体に入っているのでしょうか。  
【事務局】 これはまだ検討しているところでございます。こちらに書いてありますとお

り市民や市内事業者等を対象にということで、主に産業の話とか、こちらをお伺いさせて

いただきたいと考えております。それ以外についてはまだ検討段階でございます。もしご

意見等がございましたら、お伺いしたいと考えております。  
【花井委員】 それでは意見としまして、各自治会等の代表の方などが、多くの市民の動

向の情報を持っていらっしゃいますので、自治会、地区を中心とした意見も必要だと思い

ます。 
【高橋会長】 全体での、市民意識調査と市民参加手続以外の全体で何かありましたらど

うぞ。 
【小森委員】 市民意識調査ですね。これやるに当たって予算はいくらくらいなのでしょ

うか。 
【事務局】 市民意識調査につきましては、土地利用基礎調査業務委託の一つの作業とし

てやっていただくのですね。ワークショップの支援もそうなのですが、一つの作業として

やっていただきますので、土地利用基礎調査の総額ということでよろしいですか。  
【小森委員】 私が知りたいのは、資料３にある３千件に無作為抽出してやる意識調査、

郵送で回収する調査がいくらの予算なのですかということなのですけれど。  
【事務局】 個別にいくらというのは具体的には出ないのですね。というのは今回の場合

全部まとめての調査委託という形になっています。簡単に言えば郵送代がかかると、それ

以外に設問設定、その検討調査、そういうのも委託に入りますので、そういったところに

なってくるのですが。 
【小森委員】 私は別の市民意識調査ということで先日依頼と先週催促のお葉書を四街道

市からいただいたのですね。私、そういったものが来たのが初めてで、発送費ですとか事

務の経費、かなりお金がかかっていることだと思うのです。今回の市民意識調査について

も、３千件に郵送ということは、発送費、その他諸々の事務経費等かかるわけですよね。

総額いくらなのか、この後ご提示いただきたいのですけれど、それにかけるお金について、

効果がどれくらい見込まれているのか。確信が持てないのであれば、再検討いただきたい

ですし、どのくらいの効果があると分かった上で、お金をかける意味があるのかというの

を、示していただきたい。 
【高橋会長】 市民意識調査をやることについてのご意見というのはございますか。例え
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ばコストがあまりかかるようなら他の方法があるではないかとか、そういうようなご意見

があれば。つまり、総合計画を作るのに市民の皆さんの意識とか期待とか不満とかを集め

たいというのが、市の方で考えていることだと思うのですが、集めるのにお金がかかる。

そのお金がどれくらいかは別途聞いていただくとして、何か具体的にこんな方法があると

いうのがもしあれば。 
【小森委員】 総合計画を作るに当たっては、私のような審議会委員だけではなくて、市

民の幅広い世代の人たちから意見だとか、今後の市のあり方についての意見を求める必要

があると思うのですけれども、やはり広報等でも示されているように財政難、あと税金を

納める生産年齢人口ですね、これも先ほど資料を拝見したのですけれども、どんどん減っ

ていくわけですよね。入ってくるもの、税収が少ない中でやる事業については、今まで以

上に検討、検討を重ねて必ずこれはこれだけの効果があるという確約がなければ、進める

べきではないと思うのですね。でなければ、何となくやる意味があるからやってみるかと

いうことで、これがそういった意味ではないと思うのですけれども、お金の使い方につい

ては本当に私は税金を大切に使って欲しいと思いますし、この市民意識調査についても、

それなりにお金をかけるのであれば、必ず市民の大切な意見を計画に反映して欲しいとい

う、強い考えがあるのです。ですからどういった結果になるのか、その結果をどんなふう

に計画に反映させていくのかということについても、具体的に、抽象的にではなくて、具

体的に行政の方の意見を聞いていきたいと思います。  
【高橋会長】 それは是非、総合計画審議会の中でもしたいと思います。  
【事務局】 予算執行の話になりますと、執行部の事務手続上の話で、審議会に１問１問

お諮りして進めるというのは現実的でないと私は認識しております。ただ、１つずつの項

目の費用対効果に対しては検証していかなくてはいけないということは、十分私も認識し

ておりますけれども、実際に実施してみないと見えてこない、結果が出ないということも

確かにあるわけですね。ですから、おっしゃるとおり大切な税金を、確約が持てないのに

執行していいのかという議論は当然持つべきだとは思いますけれども、ただ結果が出て、

それに対して業務計画にそれを反映させるという行程の中では、全て確信を持って進める

ということは現時点では難しいかなという気はいたします。ですから極力、小森委員がお

っしゃいました予算執行に当たっては、そういうことを念頭におきまして、細かいコスト

意識を持って進めるようにいたします。手続上の情報は十分に審議会に対してお出しいた

しますので、その辺はご理解いただきたいと考えております。  
【小森委員】 よろしくお願いいたします。  
【高橋会長】 他にいかがですか。  
【千村委員】 よろしいですか。総合計画に意識調査の関係のことを反映させようという

のは、これは正当な方法です。まともな方法です。これしか我々は掴むところがないわけ

ですから。ただその時に、どういう項目をメインにアンケートをとるかという、それはも

う審議されていますよね。回収率を何パーセントくらい見ていますか。アンケート回収率。  
【高橋会長】 これは今までの意識調査、前回どうだったかということを示すのが一番い

いと思いますが。 
【事務局】 回収率ということでございますが、前回２１年の２月に行いましたものは、
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６０数パーセント、６０％の前半で、これは比較的高い回収率でございました。このとき

はお礼状という形で期間の途中に、葉書を出しています。これは、もし出していなかった

ら出してくださいというお願いを踏まえたお礼状ということでした。これを出す前の調査

は、まったく条件が一緒になるかは別ですが、４０パーセント台、それを出したことによ

って即６０数パーセントに上がったとは言い切れないところはあるのですが、今回もどの

程度まで行けるか分かりませんけれども、同様に実施したいと考えています。  
【千村委員】 ６０数％というのは高いですね。もう少し啓発活動、どういうふうに広報

を使ってやるかというのは一つの手ですね。それもなるべく費用をかけないで。いちいち

電話等したら大変なことになりますから。その辺が問題になると。ただ、市民意識調査と

いうのはそれをベースにしなくてはいけないのですね。市民が参画しなくてはいけないと

思いますから。 
【高橋会長】 他にございますか。議事によりますと、「その他」があるのですが、その他

が具体的に何かありますか。  
【事務局】 小森委員からお話がありました、策定方針についてでございますが、これに

つきましては庁内で検討するところではありますが、次回の総合計画審議会で策定方針を

お示しさせていただきたいと考えております。 
【高橋会長】 分かりました。  
【事務局】 次回の審議会ですが、来年の２月頃を、あるいは 3 月の頭になってしまうか

もしれないのですが、第２回を開催したいと予定しております。その頃には市民意識調査

の結果概要、市民ワークショップでの意見など、こういったものをご報告させていただけ

ると思います。ただ、本日皆様からいただきましたご意見、これにつきましてはもう一度

事務局で整理いたしまして、もう少し皆様で審議できる資料を次回ご提示させていただけ

るように努力したいと思っておりますので、いろいろ不手際がありまして申し訳ありませ

んでした。 
【高橋会長】 今、次回２月頃というのですが、この調査自体は３月いっぱいで終わりで

すよね。今、何も作業にかかっていないという話がありましたけれども、例えば次回以降

に策定方針なり出てくるということですが、そこからいろいろな提案をするとなると、調

査が終わりに近づいている状況では大変なので。資料のスケジュールによると土地利用基

礎調査が３月３０日に終わるでしょう、そうすると、もう少しスケジュールをつめたほう

がいいのではないですか。 
 何か他にございますか。それでは、今日は第１回ということで時間が超過して大変申し

訳ございませんでしたけれども、第１回目の総合計画審議会を終わりにいたします。どう

もありがどうございました。  
 


