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平成２４年度第２回四街道市総合計画審議会議事録 

 

 日 時  平成２５年１月３１日（木）１４時００分～１６時３０分 

 場 所  市役所本館こども保育課２階会議室 

 出 席 者  髙橋会長、岡本委員、園川委員、米村委員、花井委員、岡田委員、 

玉井委員、吉田委員、浅野委員、金子委員、田中委員、飛田委員 

         松隈委員 

 欠 席 者  藤本委員 

 事務局出席者  岡田経営企画部長、大野経営企画部次長、大野政策推進課長、 

阿部主幹、和田主査、榎本副主査 

 傍 聴 人  ６名 

 
 
【事務局】 定刻となりましたので、開催させていただきます。  
 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただ今より、

平成２４年度第２回四街道市総合計画審議会を開催いたします。  
 議事に入ります前に本日の資料の確認をさせていただきます。  
 まず、事前に送付させていただきました資料ですが、右上に総合計画審議会資料「議題

１」「議題２」「議題３」と書かれたものがございます。議題１が四街道市新総合計画「序」

（案）でございます。２点目が基本構想骨子（案）、３点目として土地利用構想（案）、こ

の３つを事前に送付させていただいたところでございます。  
 そして本日皆様のお手元に置かせていただいております、まず１枚目が本日の会議次第

でございます。その次にＡ４横で、総合計画審議会 今後のスケジュールでございます。

そして基本構想条例、そしてＡ３のカラーの大きな資料があるのですが、四街道市総合計

画課題マップと書かれたＡ３のものがございます。その次が総合計画書の構成（案）、Ａ４

縦のものが１枚、そしてホチキス止めしております四街道市の将来人口フレーム（案）を

１部用意させていただいております。そして土地利用イメージ図、四街道市の形を書いた

カラーのＡ４、１枚のものでございます。そして下の方にいきまして、ちょっと厚めのも

のですが、まちづくり市民会議ワークショップ報告書が１部ございます。そして 後に中

高生インタビュー要旨ということでＡ４、２枚綴りのものが１部と、以上本日配布させて

いただきました資料となっております。足りない方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫

でしょうか。ありがとうございます。  
 本日の会議でございますが、千葉科学大学准教授の藤本委員より欠席の連絡を受けてお

ります。また、岡本委員におかれましては所用のため、１５時で退席されますのでご了承

をいただければと思います。   
 また、前回欠席されました委員がお二人いらっしゃいますのでご紹介させていただきま

す。あわせて一言ご挨拶いただければと思います。まずお一人目でございますが、淑徳大

学総合福祉学部准教授でございます米村美奈委員でございます。  
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【米村委員】 前回は欠席いたしまして失礼いたしました。千葉市の中央区蘇我駅にあり

ます淑徳大学の総合福祉学部の社会福祉を担当しております。どうぞよろしくお願いいた

します。 
 
【事務局】 ありがとうございました。続きまして、千葉県印旛土木事務所長 吉田正彦

委員でございます。 
 
【吉田委員】 初めまして、印旛土木の吉田でございます。私のところは７市町ありまし

て印旛は相当範囲が広くて、事業的には県道ですね急傾斜地、河川、そういうところにつ

いての地域の安全、安心のためにやっているところでございます。何かと渋滞とか道路が

狭いとかいろいろな苦情等をいっぱいいただいているところがあります。その中でも限ら

れた予算の中で地域の安全、安心のためにやっていきますので、よろしくお願いいたしま

す。 
 
【事務局】 ありがとうございました。それでは早速議事に入らせていただきたいと存じ

ますが、以降の進行につきましては髙橋会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
 
【髙橋会長】 どうも皆さんお忙しいところありがとうございます。さっそく始めさせて

いただきます。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たいと

思います。米村委員、金子委員よろしくお願いいたします。  
 それでは 初に本日の会議の公開、非公開について、四街道市の総合計画審議会運営要

領第３条の規定により公開にさせていただきたいと存じます。会議資料につきましては、

「審議会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」というのがございますけれども、

この規定により傍聴人の方にも見ていただくということにいたしますけれども、このうち

会議次第については配布するものといたします。しかしその他の資料につきましては、今

後の審議において変更する可能性というのが、かなりありますものですから、会議終了後

に回収することとしたいと思いますが、いかがでしょうか。  
 
【委員】 了承 
 
【髙橋会長】 ありがとうございます。それでは本会議は「公開」ということにいたしま

して、傍聴人に配付した資料のうち、会議次第を除き会議終了後に回収するということに

させていただきたいと思います。傍聴の方がいらっしゃいましたら、どうぞ入っていただ

くようお願いします。 
 
【事務局】 ６名いらっしゃいますので、入室していただきます。  
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（傍聴人入室） 
 
【髙橋会長】 それでは早速議事に入りたいと思います。  
 本日の議題は、４つございまして、１つ目が、四街道市新総合計画「序」（案）について。

２つ目に、基本構想骨子（案）について。３つ目が、土地利用構想（案）について。４つ

目が、その他、となっております。  
 進行の都合上、４つの議題のうち１番目から３番目まで、これについては一括してご説

明いただきまして、その後一括してご議論いただく、相互に関連がありますのでそのよう

にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  
 それでは、はじめに議題１の「四街道市新総合計画「序」（案）について」、事務局より

説明をお願いします。 
 
【事務局】 まず、議題１に関して３点ほどご報告及びご説明をさせていただきます。  
 まず１点目でございますが、本日２枚目でお配りいたしました基本構想条例のことでご

ざいます。こちらにつきまして５月の第１回の総合計画審議会において、皆様から様々な

ご意見をいただきましてありがとうございました。その後６月にパブリックコメントを実

施いたしまして、昨年９月の市議会に上程させていただき、議会で可決していただき制定

したものでございます。いろいろご議論いただきましたが 終的には基本構想条例という

形で制定させていただきました。本日お配りさせていただきましたので後ほどご覧いただ

ければと思います。 
 ２点目でございますが、１枚目にお配りした今後のスケジュールというのをご覧いただ

ければと思います。本日審議いただきたい内容、また今後の総合計画審議会の予定を簡単

にご説明させていただきたいと思います。  
 上から「会議日程」「審議内容」「備考」といった構成となっております。本日は、左側

記載しておりますとおり、１月３１日「第２回総合計画審議会」として開催させていただ

きました。これまでの様々な市民参加や基礎調査等で作成したまちづくりの課題や基本構

想骨子（案）等を、この後ご説明させていただきたいと存じます。  
 本日、委員の皆様には総合計画諮問に向けて、「議題１ 序案」「議題２ 基本構想骨子

案」、「議題３ 土地利用構想案」についてご意見を賜ればと思います。  
 第３回目は、３月下旬から４月上旬頃にかけて、基本構想案、基本計画骨子がまとまっ

た段階で順次お示ししたいと考えております。 
 その後、第４回目として基本計画（案）をお示しし、その後５月に第５回目として総合

計画の諮問、第６回目には審議会としてのご意見を答申という形で頂戴したいと考えてお

ります。 
 なお、備考欄に記載されている「タウンミーティング」や「パブリックコメント」にお

いては、市民の皆様からいただいた意見を基に修正等が生じた場合に、一応今のところは

６月で 後となっておりますが、必要に応じて７月以降にも、総合計画審議会を開催させ

ていただくこともございますので、ご了承いただきたいと思います。 
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 また、これは 低限、第２回～第６回という形でさせていただいております。これでご

議論いただきまして、予定では６回ということになりますが、委員の皆様のご意見を踏ま

えて、さらに会議が必要と判断された場合には、会議を増やしていくということも可能で

ございますので、この場でご報告させていただきたいと思います。  
 続いて３点目でございます。３点目につきましては「総合計画書の構成案」というメモ

をご覧いただきたいと思います。今回議題となります四街道市総合計画の「序」、それと「基

本構想」、「土地利用構想」をご説明する前に、新たな「総合計画書」の全体像について簡

単にご説明いたします。 
 本日追加で配布させていただきました資料をご覧いただきますと、総合計画の構成につ

きましては、資料の中段にある基本構想、その下の基本計画、この２つから構成されます

が、総合計画書として実際に本にした場合、この２つの他に総合計画の前段となる「序」

という部分が設けられます。そのため総合計画書の構成としては、大きく分けますと「序」

「基本構想」「基本計画」の３つから成り立っております。基本計画の項目については、現

時点で想定される施策を仮にお示しさせていただいております。  
 本日は、総合計画書の「序」の部分と、「基本構想の骨子」と基本構想に含まれる「土地

利用構想」、これを併せてご説明させていただきたいと思いますので、宜しくお願いいたし

ます。 
 それでは議題１より順次ご説明させていただきます。  
まず、皆様に送付させていただきました総合計画審議会資料「議題１」１５ページのもの、

これと、本日お配りしましたＡ３カラーの総合計画課題マップ、これに従いましてご説明

させていただきます。全体の骨子案となっていますので時間的に長くなりますが、よろし

くお願いします。 

それでは四街道市総合計画「序」についてご説明いたします。「序」につきましては、

先程説明しました、総合計画の構成の中で総合計画を構成する基本構想、基本計画その前

段として位置付けられるものとして説明した部分となります。総合計画策定の背景にあた

る部分で、項目としましては、１．総合計画策定の目的、２．総合計画の位置付け、３．

総合計画の構成と期間、４．四街道市の概況、５．社会環境の変化、６．まちづくりの課

題という構成になっております。 

 それでは、各項目について順にご説明いたします。まず、「１．総合計画策定の目的」で

すが、少子高齢化の進行による人口減少や人口構成の不均衡への対応、そして３．１１東

日本大震災などにより高まる災害対応や防災対策の再構築、この２つへの対応を大きな目

的として、総合計画を策定するものとしております。 

 次に、「２．総合計画の位置付け」ですが、こちらにつきましては基本構想条例の件で委

員の皆様には以前より示させていただいておりました。これまでは地方自治法によって各

市町村に基本構想策定の義務が規定されていましたが、地方自治法改正により策定義務が

廃止されたことやそれに代わる基本構想条例を制定したことも踏まえまして、ここで改め

て本市における総合計画の位置付けを明らかにしたものです。 

 次に、「３．総合計画の構成と期間」ですが、今回の総合計画につきましては、基本構想
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と基本計画の２層構造とし、基本構想１０年、基本計画は前期５年、後期５年としており

ます。なお、現在の総合計画につきましては基本構想２０年、前期基本計画１０年、後期

基本計画１０年となっております。 

 次に「４．四街道市の概況」ですが、現行の総合計画では「四街道市の歩み」というこ

とで、江戸時代後期からの歴史を記載していますが、今回は課題把握への必要性に焦点を

絞り、「（１）位置・地勢」、「（２）沿革」として、客観的事実を端的に記述する形式にいた

しました。 

 一方「（３）人口」につきましては、今回の総合計画策定の大きな課題の一つであること

から、より詳しい記載とさせていただいております。 

そして、（４）市民の意識として、昨年度実施しました市民意識調査の結果を記載して

います。これはまちづくりの課題の抽出に際しまして、市の現在の施策に対する市民の皆

様の満足度・重要度を課題整理の重要な視点として捉えまして、市民の意識を点数化、グ

ラフ化してわかりやすく記載したところでございます。７ページの表をご覧ください。重

要度、満足度ともに５点満点で換算し、分布をグラフにしますと、下の図のように真ん中

より上に分布が集中していることから、拡大図として上にわかりやすくお示ししておりま

す。重要度につきましては、平均が３．９３と高く、どの施策も重要と考えられているこ

とがわかります。満足度は、平均が３となっており、満足度の低い施策もあることがわか

ります。左上の部分は満足度が低く重要度が高い施策となりますので、今後は満足度を高

める取り組みが必要であると考えられます。 

 次に「５ 社会環境の変化」ですが、「（１）少子高齢化の進行と人口減少社会の到来」、

「（２）急速に高まる安全・安心への意識」、「（３）地球的規模で対応が求められる環境問

題」、「（４）価値観やライフスタイルの多様化」、「（５）高度情報化社会の進展」、「（６）国

際化の進展」、「（７）経済の低迷による雇用情勢の悪化」、「（８）地方分権に対応した行財

政運営」、以上８つの点を社会環境の変化として大きく着目しております。 

まず、（１）少子高齢化の進行と人口減少社会の到来ですが、これは繰り返しになりま

すが、今回総合計画を見直す大きな要因となった人口問題についての状況を述べています。

合計特殊出生率の低迷と高齢化による老年人口の急増、そして千葉県においても、初めて

人口が減少した状況を捉えています。 

次に（２）急速に高まる安全・安心への意識として、３．１１東日本大震災により未曾

有の被害が発生したこと、今後首都直下地震等の大規模地震の発生が懸念されていること、

集中豪雨などの自然災害の頻発、子どもや高齢者を狙った犯罪の危険性、そしてその他の

新たなリスク要因の増加など、安全・安心に対する意識が高まっている状況を捉えていま

す。 

次に（３）地球的規模で対応が求められる環境問題として、さまざまな環境問題の顕在

化、再生可能エネルギーの利用など循環型社会に向けた取り組みの重要性を捉えています。 

次に（４）価値観やライフスタイルの多様化として、ワークライフバランスやエコ・ラ

イフなど価値観やライフスタイルの多様化、ボランティアなど社会貢献への意識の高まり

について捉えています。 
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次に（５）高度情報化社会の進展として、情報技術の発展とそれに伴う情報漏えい問題

が多発していることについて捉えています。 

次に（６）国際化の進展として、経済のグローバル化や、外国人が増加している状況に

ついて捉えています。 

次に（７）経済の低迷による雇用情勢の悪化として、非正規雇用の増加による影響や失

業者の増加による社会保障費の増加について捉えています。 

次に（８）地方分権に対応した行財政運営として、地方分権改革の流れのなか、自らの

判断と責任による行政運営の必要性が求められている。また厳しい財政運営、それに伴う

市民協働の必要性が不可欠となっている状況について述べています。 

 次に「６．まちづくりの課題」ですが、こちらにつきましては、本日配布させていただ

きました資料で、Ａ３版カラーの「四街道市総合計画課題マップ」をご覧いただきながら

進めていきたいと思います。 

 この課題マップでは、「まちづくりの課題」について、これまでご説明いたしました社会

環境の変化や市民意識調査をはじめ、２３年度に実施しました基本構想基礎調査やワーク

ショップ等での市民の意見などをどのように捉え、整理し、課題を抽出したかを、視覚的

にわかりやすく示しております。先ほどご説明させていただきました「社会環境の変化」

は、この課題マップでは上段左側部分に記載しております。 

次に上段真ん中部分では、「市民から見た四街道市」として、市民の皆さまのご意見を

抜粋して記載しています。具体的には、平成２３年度に調査を実施した「市民意識調査」

の結果や、同じく平成２３年度に実施したワークショップ「四街道市のまちづくりを考え

よう」市民会議のご意見、またその他の市民参加の手続により実施した市民の皆さまから

の意見を集約した部分となります。市民意識調査は、①～⑧となりますが、こちらは本市

の施策分野で、現在の満足度が低く、重要度が高い分野として抽出したものです。また、

⑨～⑯については、市民会議等の意見として提言されたものを整理したものとなります。 

ここで、「序（案）」も併せてご覧いただきたいと思います。序の７ページに記載された

図で説明しますと、①～⑧は、ちょうど左上の枠内に位置する施策となります。 

それでは、再度課題マップにお戻りください。 下段左側部分についてでございますが、

こちらは「四街道市の現況」として、平成２３年度に行った基本構想基礎調査や統計デー

タなどから他団体や国、県平均などと比較して、本市の弱い部分や、留意すべき内容等を

整理したものでございます。そして、これら「社会環境の変化」と「市民から見た四街道

市」、「四街道市の現況」をそれぞれ整理して、中段左側部分に「次期計画に向けた課題」

として設定されているという流れになっております。次期計画に向けた課題の記載につい

てですが、１４項目ございまして、アルファベット、数字、カタカナで書かれております。

それぞれ、社会環境の変化をアルファベット、市民から見た四街道市を数字、四街道市の

現況についてはカタカナで示しております。 

１つ例をご紹介しますと「次期計画に向けた課題」の「３ 超高齢社会への対応」をご

覧ください。右側のカッコ内に、Ａ・⑧⑬・イウスと記されておりますが、これは、この

課題がどこから導き出されたのかを示したものでございます。この課題３は、「社会環境の
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変化」の中の「Ａ 少子高齢化の進行と人口減少社会」と「市民から見た四街道市」の中の

「⑧高齢者福祉」と「⑬高齢者の活躍の場、介護施設などの整備が必要」という事項、そ

して、「四街道市の現況」のイ、ウ、そして、スを踏まえまして、課題として設定したこと

を示しております。このように設定しました１４の課題につきまして、これから簡単にご

説明させていただきます。 

まず、「①少子化への対応と子育て世代の定住促進」では、少子高齢化による地域の活

力の低下の懸念に対し、市として子育て世代の定住促進を図っていくことが重要、として

おります。 

次に「②子育て・教育環境の充実」では、将来の四街道を担う「四街道っ子」を育てる

ため、豊かな感性や強い心、確かな学力、郷土愛を育む魅力ある教育、社会環境の変化に

的確に対応した教育の実現が求められている、としております。 

次に「③超高齢社会への対応」では、当市においても本格的な超高齢社会への対応が急

務となっていることから、健康寿命を伸ばすとともに、高齢者の知識と経験を活かせる場

を充実させ、シルバー世代が元気なまちづくりを進めることが必要、としております。 

次に「④自立支援の充実」では、障害者に対する自立支援策の一層の充実、そして生活

保護受給者に対する自立支援の充実が必要、としております。 

次に「⑤災害に強いまちづくり」では、地震対策、集中豪雨などに対する自然災害対策

など、防災・減災への取り組みが必要である、としております。 

次に「⑥安全・安心な暮らしの実現」では、犯罪、事故、情報漏えいなど、さまざまな

リスク要因の増加に対して、安全安心なまちづくりが求められている、としております。 

次に「⑦みどりの継承と循環型社会の形成」では、みどりの継承、再生可能エネルギー

の利用拡大など、循環型社会の実現へ向けての取り組みが求められている、としておりま

す。 

次に「⑧生きがいを持てる社会の形成」では、価値観やライフスタイルの多様化に対し、

誰もが生きがいを持って暮らせる社会の形成が求められている、としております。 

次に「⑨情報通信技術の活用」では、今後も情報セキュリティ対策の強化を図りながら、

行政サービスの向上につながる住民本位の情報化政策の推進が必要、としております 

次に「⑩多文化共生社会への対応」では、外国人の増加にともなう支援体制の充実と、

互いに理解し支え合う多文化共生のまちづくりが求められている、としております。 

次に「⑪効率的で持続可能な行財政運営」では、今後行財政運営が厳しいものになると

予測されるなか、多様化する市民ニーズに幅広く対応していくためには、効率的で持続可

能な行財政運営が求められている、としております。 

次に「⑫市民協働の一層の推進」では、みんなで地域づくりセンターを拠点として、市

の豊富な人材を活かし、市民協働を一層推進していくことが重要、としております。 

次に「⑬快適で円滑な移動環境の整備」では、道路・歩道の整備を進め、居住環境の質

の向上を図るとともに、交通網の充実など総合的な移動環境の整備が求められている、と

しています。 

後に「⑭立地を活かした産業強化と地域経済の活性化」では、本市が持つ地域的優位
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性と利便性を活かした産業の誘致の必要性と就労支援などの雇用施策の充実が求められて

いる、としております。 

以上で、駆け足になりましたが、「序」の説明とさせていただきます。 

引き続き議題２基本構想骨子（案）についてご説明いたします。 

「基本構想」の構成につきましては、「１．まちづくりの基本理念」、「２．まちづくり

の視点」、「３．将来都市像」、「４．将来フレーム」、「５．土地利用構想」、「６．施策の大

綱」となっております。 

 それでは、個々のご説明をさせていただく前に「序」で捉えました課題との関連につき

まして、先ほどご覧いただきました課題マップでご説明させていただきます。 

 課題マップの中段左側に記載しております「次期計画に向けた課題」に対応するため、

課題のボックスから右の矢印で示される市の特性や市の資源・可能性、市長マニフェスト

を踏まえるとともに、また上段真ん中の市民意見を踏まえまして、基本構想を構成する「基

本理念」、「まちづくりの視点」、「将来都市像」、「基本目標」が設定された流れを示してお

ります。 

 なお、申し遅れましたが、この課題マップは記載できる量に限りがございますので、各

項目とも代表的なものを示させていただいております。また、右欄の基本構想部分につき

ましても将来フレームや土地利用構想が記載されておりませんが、同様の流れで導き出し

たところでございます。 

 それでは、骨子案の内容につきまして、ご説明させていただきます。まず、「１．まちづ

くりの基本理念」 ですが、「みんなが主役のまちづくり」を基本理念としています。これ

は、まちづくりの主役は市民であるという、これまで本市が築いてまいりました基本的な

考え方の流れを引き継ぎながら、市民参加条例、みんなで地域づくり指針、その考え方を

踏まえたものでございます。 

次に、「２．まちづくりの視点」 ですが、「つなぐ」を視点としています。現行の基本

構想では「活かす」視点を重視しています。これは本市の人材である市民や様々な地域資

源をまちづくりに活かしていく、という視点でございます。現在、少子高齢化の急速な進

展に伴う地域の活力低下が懸念されている一方で、東日本大震災を契機に地域コミュニテ

ィの重要性が見直されています。このような中、次期構想においては、未来を担う子ども

たちに安全で活力あるふるさと四街道を引き継いでいくためには、本市の地域資源である

「人」「自然」「歴史」を活かしながら、人と人、地域と地域など、さまざまな主体が有機

的につながることで、市全体の総合力を向上させるという、活かす視点をさらに進めた考

え方です。これまで「活かす」視点で培ってきた個々の資源をこれからは「つないでいく」

という視点でございます。なお、１ページの下のイメージ図は、簡単ですが、市の資源を

つなぐイメージを表したものです。 

 次に「３．将来都市像」ですが、今のところ未定となっています。将来都市像は、これ

までに整理してまいりました課題を踏まえ、今後進めてまいります基本計画の事業等の状

況を見ながら、総合的に判断して決定してまいりたいと考えております。 

 次に「４．将来フレーム」 ですが、目標人口としまして、平成３０年度が９２,０００
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人、３５年度が９３,０００人と設定しています。なお、この将来人口フレームにつきまし

ては、本日お配りいたしました資料により、別途ご説明いたしますので、ここでは省略さ

せていただきますが、人口には住民基本台帳人口と常住人口という国勢調査レベルの人口

がありますので、後ほど説明しますが、その部分で若干乖離があり、現在の人口と違う部

分があります。 

次に「５．土地利用構想」につきましても、議題３の資料にて、ご説明いたしますので

ここでは省略させていただきます。 

後に「６．施策の大綱」ですが、「序」でお示ししました社会環境の変化や、まちづ

くりの課題に対応するため、６つの基本目標と、それを達成するための施策分野を例示し

ております。 

 基本目標につきましては、課題との関連も含めたご説明とさせていただくため、ご面倒

でございますが、再度、課題マップをご覧いただきたいと思います。 

 課題マップの流れで到達した形となっております右欄の中段に基本目標がございます。 

各基本目標は、それぞれの下に記載されております課題の項目に対応するものとして、設

定されているものでございます。 

まず、基本目標１の「だれもが健康でいきいきと暮らせるまち」につきましては、課題

３の「超高齢社会への対応」及び課題４の「自立支援の充実」に対応するものとなってお

ります。主な施策分野といたしましては、子ども家庭支援、高齢者支援、障害者支援、地

域福祉、健康増進、保健医療、社会保障などを想定しております。 

次に基本目標２の「安全・安心を実現するまち」につきましては、課題５の「災害に強

いまちづくり」及び課題６の「安全・安心な暮らしの実現」に対応するものとなっており

ます。主な施策分野といたしましては、防災・減災、防犯、消防・救急、消費者保護など

を想定しております。 

次に基本目標３の「豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち」につきましては、課題

１の「少子化への対応と子育て世代の定住促進」、課題２の「子育て・教育環境の充実」及

び課題８の「生きがいを持てる社会の形成」に対応するものとなっております。主な施策

分野といたしましては、学校教育、社会教育、生涯学習、青少年健全育成、歴史・文化、

スポーツレクリエーションなどを想定しております。 

次に基本目標４の「みどりと都市が調和したうるおいのあるまち」につきましては、課

題７の「みどりの継承と循環型社会の形成」に対応するものとなっております。主な施策

分野といたしましては、循環型社会、緑の保全、公園緑地、廃棄物処理、環境保全・衛生、

景観・住環境、生活基盤などを想定しております。 

次に基本目標５の「にぎわいと活力にあふれたまち」につきましては、課題１３の「快

適で円滑な移動環境の整備」及び課題１４の「立地を活かした産業強化と地域経済の活性

化」に対応するものとなっております。主な施策分野といたしましては、道路・交通、市

街地形成、商工業、農林業、産業誘致、就労支援などを想定しております。 

次に基本目標６の「ともに創る将来に向けて持続可能なまち」につきましては、課題９

の「情報通信技術の活用」、課題１０の「多文化共生社会への対応」、課題１１の「効率的
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で持続可能な行財政運営」及び課題１２の「市民協働の一層の推進」に対応するものとな

っております。主な施策分野といたしましては、市民参加・市民協働、地域コミュニティ、

シティセールス、男女共同参画、情報・通信、行財政運営、広域連携、国際交流・平和な

どを想定しております。なお、ここに明示しております対応課題につきましては、特に関

連する課題を明示しております。基本目標の順番等につきましては、少子高齢化の進行に

よる人口減少や人口構成の不均衡への対応、そして３．１１東日本大震災などにより高ま

る災害対応や防災対策の再構築、この２つへの対応を今回の総合計画策定の大きな目的と

しておりますことから、それぞれ、基本目標の１番目と２番目にしておりますが、その他

の基本目標につきましても重要性の高いものと考えております。 

 また、３ページ、４ページの各基本目標の下に記載されております主な施策分野につき

ましては、現時点で例示的に示しているものでございます。今後、基本計画の策定を進め

ていく中で、 終的に決定してまいりたいと考えております。 

 以上、雑駁ですが基本構想骨子（案）の説明とさせていただきます。 

 
【髙橋会長】 議題３がありますが、岡本委員の時間がありますので、まず何かご意見が

あればどうぞ。 
 
【岡本委員】 今までご説明いただいた中で、１カ所疑問があるところがありますので、

後でご議論いただきたいと思います。骨子案の２ページ、将来フレームの（１）、（２）人

口構成のところなのですが、平成３５年で９万３千人を設定していまして、特殊要因がな

い人口問題研究所の試算でいくと８万７千人くらい。それに区画整理等の特殊要因の約５

千人を加えて９万３千人というフレームができているのですが、区画整理地に入ってくる

人の移動が、市内からの移動と市外からの移動の比率ですね、中の人が近くの区画整理地

に移って、そこで良い環境ということで生活を始める場合、一般的に不動産屋さんのチラ

シを見ても分かるように、近いところ近隣から配っていくのですね。ですから特殊要因プ

ラス５千人の中に、市の中の他の地域から移動してしまいますと人口問題研究所の計算値

の８万７千より減ってしまう可能性があってですね、いわゆる純増という市外からの人が

入ってくるのが５千人も本当に見込めるのかどうかというあたりですね、できましたら良

くご検討いただいて、それを実現するための様々な施策を打たれるということであれば、

それでいいのですけれども、通常の従前の基本計画の延長線上で人口５千人増が実現でき

るのかご検討いただければと思います。  
 
【事務局】 これから人口の説明がありますので、そちらで説明させていただきます。  
 
【岡本委員】 その中で議論していただければと思います。  
 
（岡本委員退出） 
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【髙橋会長】 続いて課題３、まだありますね。  
 
【事務局】 本日お配りしました「四街道市の人口フレーム」について、こちらで今お話

しのありました将来人口フレームの設定の方法等を説明させていただきます。  
 先ほど説明いたしました基本構想骨子（案）２ページの４将来人口フレーム、これを設

定するに当たりまして、まず本市の将来人口推計を行いました。  
 その結果が、こちらの冊子にまとめたものなのですけれども、まず、１ページをご覧く

ださい。手順としましては、１、２、３とあるのですけれども、人口推計の基準といたし

ましては、（１）国勢調査を基準とした四街道市の常住人口を基準としております。  
 人口には、住民基本台帳人口、いわゆる登録している方の数ですね。それから実際に住

んでいる、国勢調査で把握される常住人口と２種類ございますが、今回の基準としては国

勢調査を基準とした常住人口を基準に将来人口フレームを作成しております。  
 算定期間としては、基本計画期間の２６年度から３５年度、なお参考のために４２年度

の推計も出しております。 
 算定の方法ですが、①から③の３つのステップを踏んで、 終的に将来人口フレームを

設定しています。 
 まず①で一般的に用いられるコーホート要因法という方法を用いまして推計値を出して

います。そこに②の施策効果、四街道市の基本計画の中にいろいろな施策を打っていくの

ですけれども、その効果によって人口を流入させると、そういった効果を加味した推計を

②でしております。 
 そして 後に、先ほど岡本先生からもお話のありました区画整理事業、こういったもの

に人が張り付く、その見込値を加算して、 終的に将来人口フレームを設定しています。 
 まず、コーホート要因法とは、人口を男女別・５歳階級年齢別に分類し、それぞれの自

然増減と社会増減を推計して将来人口を推計する方法です。２ページにフローがあります

が、国勢調査人口を基準にいたしまして、国勢調査の人口を５歳階級別・男女別に分けま

して、まず将来の生残率というのを掛けまして、１年後、Ｘプラス１年後の生残数が出ま

す。そこに転入、転出がありますので、純移動率というのを加えまして、趨勢人口という

のを出します。今度は、新たに生まれる数もありますので、その数を推計して、 終的に

合算して人口を出すというのが、一般的なコーホートというやり方です。  
 ３ページをご覧ください。推計に用いる諸条件ということで、基準人口としましては２

２年の国勢調査ですね。それから生残率、出生率、出生性比、純移動率といった項目を使

って推計しております。 
 ４ページの下の表をご覧ください。これがコーホート要因法により推計した数値となっ

ております。緑色の平成２２年までが、国勢調査による実績値です。平成２７年以降が推

計値となります。コーホートによる推計の結果では、平成２７年が８７，８０１人、ここ

をピークにその後は減少に転じていくという推計になっております。 
 ５ページをご覧ください。このグラフがコーホート推計の年齢３区分の移動推移を表し

たものです。緑の分が老年人口、真ん中が生産年齢人口、１５歳から６４歳までですね。
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一番下が、年少人口、０歳から１４歳までの層の推移となっております。その下が比率の

推移ですが、平成１２年にはまだ年少人口の比率が高かったのですけれども、１７年に老

年人口が逆転いたしまして、その後、年少人口は徐々に減ってきている。老齢人口は上が

っていくという推計になっております。  
 ６ページをご覧ください。こちらは今後基本計画において人口流入策を推進していくこ

とにより、当市への転入を促進させることを目標に、純移動率を１．５％から２．５％上

昇させるという仮定のもとに推計した結果です。  
 現行の総合計画における目標人口設定において、やはり施策的効果を加味して純移動率

を上げておりますけれども、現実的には目標人口に到達しなかったことと、それから少子

高齢化が一層進行していることから、大幅な移動率の上昇を想定するのは困難であるとの

判断から、この様な移動率の上昇を見込んでおります。  
 そのように、純移動率を加算した結果が６ページの表です。人口のピークは平成３２年

８８，２５６人となっております。やはりその後は減少に転じるという推計になっていま

す。 
 ７ページをお開きください。こちらが先ほどの５ページのコーホートに移動率を加算し

た推計のグラフとなっています。全体の傾向としては高齢者の人口が増えて、年少人口が

減っていくという推移となっています。  
 次に８ページをご覧ください。本市で事業中の区画整理による人口増加見込を、先ほど

のコーホートと純移動率を加算したものに加えたものです。なぜそういうことをしたかと

いいますと、区画整理の人口というのは、コーホート推計に含まれない特殊な要因と捉え、

別途加算したものです。これは今後基本計画の施策的効果によりまして区画整理事業地へ

の入居が促進されるという仮定の下に算出しております。  
 その結果として下の表のとおり、平成３０年に９２，１１６人、そして平成３５年が９

３，０００人となります。これをグラフ化したものが９ページです。 
 １０ページをご覧ください。これらの推計結果に基づき、平成３０年を９２，０００人、

３５年の目標人口を９３，０００人と設定しました。  
 なお、平成２５年１月１日、直近の常住人口は８８，５７７人となっています。世帯数

と１世帯あたりの人員が空欄になっていますが、こちらは現在算定中ということで空欄に

させていただいております。それからその目標人口の年齢構成が下のグラフになっていま

す。 
 また、１１ページの参考資料として、厚生労働省が作成した資料、日本の人口の推移、

それから参考資料２として、千葉県人口の推移ですね、千葉県におきましても２３年に人

口が減少に転じていくという結果が発表されております。それから１３ページが先ほど岡

本先生もご紹介いただきました国立社会保障・人口問題研究所という国の機関が発表して

いる四街道市の人口推計ということになっています。ただこの人口推計が平成２２年の国

勢調査を基にした数字が出ておりませんので、これは平成２０年の１２月時点の推計とい

うことで、基準としては平成１７年国勢調査の数字から推計したものとなっていますので、

実際には２２年の四街道市は、この人口問題研究所の推計よりは多くなっているというこ
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とになります。 
 次の参考資料４ですが、これは四街道市の人口移動の推移ということになっています。

出生から死亡を引いたものが自然増ということになっているのですけれども、今までは出

生のほうが多かったが、平成２２年から死亡の方が出生を上回って減少に転じているとい

うことになっています。 後１５ページが人口の自然増減のグラフということになってい

ます。 
 以上で四街道市の将来人口フレームについての説明とさせていただきます。  
 
【事務局】 それでは、総合計画審議会の議題３ということで、土地利用構想案について

ご説明させていただきます。  
 総合計画審議会資料議題３をご覧ください。土地利用構想案の構成は、大きく２つの項

目から構成されています。 
 まず、１番目の項目は、「都市の方向性」ここは（１）にぎわいと活力ある都市、（２）

安全・安心な快適都市、（３）緑と調和するやすらぎの都市の３点から 構成されています。 

もう１つの大きな項目としては、「都市構造」となります。ここでも（１）都市核等、（２）

交通体系、（３）緑地空間の３つから構成されています。  
 それでは詳細をご説明します。 初に「土地はすべての市民の生活や社会的経済活動の

重要な基盤であり資源である。この資源を有効に活用するために長期的な視点を踏まえ

る。」という点を記載しています。この当たり前である「長期的視点」を改めて記載させて

いただいたのは、現総合計画の基本構想期間は２０年であり、新たに策定する総合計画期

間は１０年となります。このことから、現土地利用構想と比べれば、半分の期間となって

しまうということから、新たな構想期間内では、できること、可能なことが限られること

などから、改めて長期的視点による土地利用を行うことを明記させていただきました。  
 次に、都市の方向性について説明します。３点の項目を設定しており、「（１）にぎわい

と活力ある都市」、こちらは今回総合計画を見直す大きな柱の１つとなった「将来的に見込

まれる人口の減少や人口構成の不均衡」、これらに対応する項目として設定しています。  
 市の持続的発展に向けて、現在、市街化区域内における低・未利用地の利用促進や、日

常生活に必要な商業業務機能等の誘導を図り、にぎわいのある都市を目指します。また、

幹線道路の整備や公共交通によるネットワークを強化していき、人々の移動環境をより円

滑にすることで、活力ある都市を目指していきます。  
 ２点目の「（２）安全安心な快適都市」について説明します。こちらについても、今回の

総合計画を見直す際の大きな柱の１つとなった「東日本大震災により必要性の高まる災害

対応や防災対策」に対応させた項目となっています。都市の災害リスクを軽減するため、

防災の視点、減災の視点から、都市防災機能をより一層強化し、安心して暮らせる都市を

目指します。また、景観に優れた町並みの形成やユニバーサルデザインに基づくまちづく

りなど、快適なまちを目指していきます。  
 ３点目は、「（３）緑と調和するやすらぎの都市」について説明します。本市においては、

過去の総合計画から、緑の保全を継承してきた経緯があります。次期土地利用構想におい
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ても、過去から受け継いだ大切な緑を保全し、継承していくものとさせていただきます。

内容については、こちらに記載されているとおり、良好な緑等について、生活者の利便性

などに配慮しながら、適切な保全や活用を図り、緑豊かな心安らぐ都市を目指していきま

す。 
 次のページ、２ページ目です。都市構造となります。  

（１）都市核等について説明します。商業業務機能を始めとして、都市に求められる諸

機能を有し、都市の発展の核となる地域を「都市核」とします。次に、周辺地域を含む地

域の核として、地理的要件から的確な機能の誘導を図る地域を「地域核」とし設定いたし

ます。また、広域的な幹線道路である国道５１号の沿道地域は、現在２車線から４車線へ

の拡幅事業が行われています。今後、これらの地域は、交通の利便性がいっそう向上して

いくことから「沿道土地利用ゾーン」として位置付けています。  
 ここで、本日追加で配布させていただきました資料の「土地利用イメージ図」をご覧く

ださい。こちら行政サービス機能、商業業務機能など、広く四街道市内全域を対象とした

サービスの提供が可能な諸機能を有する四街道駅周辺を都市核として位置付けます。赤点

線の箇所です。次に、紫色点線の箇所として、物井駅周辺の地域核と成台中の地域核を示

しています。四街道駅周辺と物井駅周辺は、現土地利用構想においても都市核等として位

置付けられており、その考え方を踏襲した内容となっていますが、今回、次期計画におい

ては新たに成台中地域を「地域核」として位置付けました。これは広域的な道路である国

道５１号と都市計画道路が接続する交通上の立地条件の高さと、また現在、土地区画整理

事業により大型商業施設の出店が計画されていることから、本市の市民のみならず、千葉

方面、佐倉方面、八街方面から様々な人々の交流が期待されることから、新たな地域核と

して位置付けさせていただきました。  
 次に（２）交通体系、（３）緑地空間については、現土地利用構想を踏襲した内容となっ

ておりますので、説明を省略させていただきます。  
 以上、長時間にわたる説明となり大変申し訳ありません。説明は以上とさせていただき

ます。 
 
【事務局】 本日欠席されております藤本委員から私どもの方へ３点ほどご意見をいただ

いております。簡単にお話しさせていただきますと、１点目は、新総合計画と現行の総合

計画で変わっているところはどうなのか。そういったものについては総合計画の整合性、

連続性を表すことからも、その辺を示していただきたいというご意見をいただいておりま

す。これについては、何点か前回の基本計画から変わったものについて、ご説明を部分的

にさせていただいているのですが、全体的にはここということはお示ししていないところ

でございます。今後検討させていただきたいと思っております。  
 ２点目といたしまして、防災、減災のところで特にということなのですが、こういった

取組を進めていくために現在の案では行政の取組が、少し多いと。現在の財政状況を踏ま

えると防災、減災については公助だけではなく共助、自助、こういった市民の皆様の協働

も含めて、地域住民や企業、団体の連携による共助、それから自助ですね、こういったも
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のを組み合わせていく必要があるのではないか、ということで、自助、共助、公助、こう

いった観点、それからハード対策、ソフト対策というようなものを組み合わせて、防災、

減災への取組を表した方がよろしいのではないかというのが２点目でございます。  
 ３点目としたしまして、「つなぐ」というキーワードがまちづくりの視点とされているの

ですが、これを基本目標の中でも「つなぐ」ということを入れてはどうかと。例えば基本

目標の２と基本目標の３については、教育と子どもの関係が重複というか、関連している

ところなので、こういったところも基本目標どうしの関連、「つなぐ」という視点も入れて

はどうか、という以上３点のご意見があったところです。  
 
【髙橋会長】 どうもご苦労様でした。資料が沢山あって大変だと思いますけれども、先

ほど申しました議事の１番目「序」について、それから２番目の「基本構想の骨子」、それ

から３番目の土地利用構想案についてを、一緒に説明いただきました。  
 お気づきの点、どこからでも結構ですから、いろいろご議論いただきたいと思います。

先ほど岡本委員からの質問がありましたが、それは人口の問題とか出たときに併せて一緒

に議論していきたいと思います。どうぞ、どこからでも結構ですので、質問も意見も含め

てお願いしたいと思います。  
 
【金子委員】 私は市民公募の委員ですから専門的な立場ではなく一市民として基本的な

質問をさせていただきます。先ほど説明があった人口のことですけれども、現行計画では

平成２５年では何人という人口想定をしたか、現在、どれほどの乖離があるのか、それか

ら若干心配なのは将来フレームとして９３，０００人を前提としていろいろな施策をつく

っているのですけれども、仮にこの人口が伸びなかった場合に、いろいろな基本目標とか

土地利用とかにどのような影響があるのか。人口そのものの増加が前提になっていますね。

そのあたりちょっと、日本の国全体、千葉県全体が人口減になっているときに、我が四街

道だけ増えるというのは、心配なので。もし 悪の場合、前提となる９３，０００人にな

らなかった場合、基本構想にどう影響するかと、このあたりについてお話しをお願いしま

す。 
 
【事務局】 人口の補足をします。現行の基本計画でいきますと、平成２５年が９５，０

００人という設定となっております。平成３５年が１００，０００人という設定になって

おります。先ほどお配りしました人口フレームについて、この資料１０ページを見ていた

だきたいのですけれども、１０ページの真ん中の段に平成２５年の１月１日時点の常住人

口が記載されております。当初の予定ですと９５，０００人という目標人口を設定してい

たのですけれども、現実としては８８，５７７人という結果になっております。今回は、

当初設定した人口に達しなかったということも踏まえまして、少し目標を下げたような形

になっております。目標人口に達しなかった場合どうなるかというお話しなのですけれど

も、私どもといたしましては、この人口を達成できるように施策等を推進していきたいと

考えておりますが、今後この９３，０００人を基準に財政とかそういうものを考えていき
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たいと考えておりますので、達しなかった場合、財政の計画が少しずれてしまう可能性が

あります。いずれにいたしましてもこの９３，０００人を目標として施策の推進を考えて

いきたいと考えております。以上です。  
 
【事務局】 申し訳ありませんが、さらに補足です。今、参考にお示ししました人口の１

０ページなのですが、平成２５年度と書いてありまして、 終的な総合計画書となったと

きは２５年度なのですが、括弧書きで平成２５年度は１月１日の常住人口と書いてありま

すけれども、２５年の１月１日、今月の１月１日を今のところは書いております。 終的

には２５年度の直近の数値を入れたいと思いますので２５年度の１０月、１２月、あるい

は２６年の１月とか、その辺の数字が入るということで、現在の数値は２５年の１月１日

ということでご了解いただきたいと思います。 
 それからどうなるかということにつきましては、私どもも計画は立てますので、９２，

０００人、９３，０００人を目指すところでございます。しかしながら伸びなかった場合、

ただそれはいきなり５年後に分かることではございません。毎年私どもも実施計画に基づ

いてチェックをいたしますので、その中でそういった匙加減をしていく形になると考えて

おります。以上でございます。  
 
【飛田委員】 人口問題ですが、当市の場合、従属人口指数というのを出していますけれ

ども、それぞれ３０年度で７２％、３５年度も７２％近くですね。そうしますといわゆる

生産年齢人口が支える年少人口と老齢人口の方が高くて、７２％もあるということは、支

えている人が少ないということで、財政上の問題がいろいろ出てくるということが懸念さ

れますけれども、かつ今の人口推計の数字を高く見積もってしまったら、当然そこで大き

なズレが出て、将来的に大きな問題を抱えるのではないかと懸念されるのですが、その辺

はいかがかなと思うのですが。そこを是非議論していただきたい。  
 
【髙橋会長】 私もそれは大事だと思います。というのは人口を予測してそれを達成する

のが総合計画の目的ではなくて、できるだけ正しい人口を予測できればと思うのですが、

これに基づいていろいろな社会資本整備だとか、いろいろなのをやりますね。だから人口

を高く予想しすぎてしまうと過大なものをつくってしまう。財政が非常に豊かなときなら

ばいいのですけれども、ちょっと造りすぎて、人口がそれに伴って増えていないとなると、

他に投資すればよかったということもありますので、そこをどう考えるかですね。そこは

大事だと思いますね。今までのように人口が増えるという状況の中では、予測はいつも実

際の人口がそれを超えていくような状況はまだ救いがあったのかもしれませんが、今は逆

ですので。 
 
【飛田委員】 今のお話し、私、全く同感なのですけれども、例えば人口問題研究所が発

表しているものを読みますと、人口ボーナスは、もう使い果たしてしまって無いわけです

よ。残っているのは人口オーナスだけで、人口オーナスになった場合、現在生産年齢人口
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が少ない中で少子化が進んでいったら、もっともっと行政が厳しい財政状況に追い込まれ

る。そういうことを想定しなければ、四街道市をどうやっていくかという基本計画が狂っ

てしまうのかなということが懸念されたのですよ。例えば、夕張とかそういうところにな

ってしまったら大変ですので。これからは、税外収入をどのように取り込んでいくか、こ

ういうものを考えていかないと、私たち四街道に住んでいて、そういうものに、例えば老

齢人口が増えていたならば、その老齢者のうまい活用方法を考えていかないかぎりは、税

外収入は増えないと思うのですよね。税外収入を増やしながら、行政の財政なり、あるい

は社会保障、そういうものに取り組んでいかないと、大きな問題が出てくると思うのです

けども、いかがでしょう。 
 
【髙橋会長】 どうぞ皆さん、これに関してご意見を。  
 
【田中委員】計画における人口指標ですけれども、これを目的的に捉えるか、あるいは見

通しといいますか、私は見通し的なものがいいのかなという感じはしているのですけども、

例えば区画整理事業によって受け皿が生じると、子育てにとって日本一優しいから転入が

来ると、そしてこういう快適なまちから外には行かないと、そういう中で見通しとして、

９３，０００人程度になるだろうとのことなのではないかなと。ですから、これを目的的

な指標として、前はそういう時代はあったと思うのですけれども、これからはそういう今

行われている土地利用の事業の展開と、あるいは政策のソフトなものも、やはり優しい都

市づくりがありますよという、それ相応のものとしてこれがあるというふうに認識された

方がいいのかなという感じがします。  
 
【髙橋会長】 浅野委員、どうぞ。  
 
【浅野委員】 発言の趣旨は同様なのですが、金子委員が言われたように、案外我々市民

感覚の人間の意見の方が、結構リアルなことを言うということを手前味噌ですが言わして

いただきます。 
 私もこの人口については、説明があった内容では悲観的な感覚を持っています。そして

先ほど欠席された藤本委員からの意見が読まれましたけれども、金子委員も人口問題を話

されましたけれども、事実は主観的な願望でもってこういう計画をつくって、それでいけ

るのだ、いけるのだということではなくて、たかだか８年前に出した当時の旧総合計画、

これは１０万を想定していたわけですよ、簡単にね。ところがたかだか８年くらいでもっ

て、そうはいかんという事態になっているわけですね、今ね。そういう意味では、皆さん

に総懺悔してという意味合いではなくて、市の執行部はどういう総括をしているのか、ど

ういう到達点にあるのかということを、そういう認識は、私ずっとこれを読んでいるけれ

ども、無いのですよね。縷々努力はしてきたと、旧総合計画に基づいてね、というふうな

下りは１、２行ありましたけれどもね。もう少し今までの到達点というものを総括したと

ころから出発していかないと、今言われたように皆不安になってしまって、専門の会長先



 

 18

生なんか、そういう点ではきちんとしていただきたいなと。やはり、総括を通さないと、

さっき言ったようにあなたたちを責めると、８年前、９年前の市長がつくったのだから私

は知らないと、あるいはそういうふうになってしまうのかもしれないけれども、これは冗

談ですけれども、やはりそこから出発しないと、我々市民感覚を持つ、実際私の子ども３

人いるけれども、２人とも市外へ行ってしまって、そういう状況はどんどん出ていますか

ら。総合計画書を読んでいるとバラ色の夢みたいな話になりますよということでは、私は

どうかと。 
 
【吉田委員】 ちょっと教えてください。８年前の総合計画の時の人口と今、今回やって

いるのが違うというなかで、県も同じように全体を見ているなかでフレームというのは、

大体見えていますよね。そのときのフレームと今のフレームが極端に違った理由というの

は、通常でいくとこの特殊要因というのが大体理由になるわけですよね。要するに新たに

住宅団地ができるとか、新たなものができてくる、そういう要因の差なのか、そういうの

が先程の説明の中では、今までと今回見ている差が見えなかったものですから、そこのと

ころを教えていただけますか。  
 
【事務局】 今、吉田委員からお話しのありました件なのですけれども、前回の目標人口

１０万人の設定の時は、平成１２年から１７年の非常に人口が伸びていたときの趨勢がそ

のまま続くという想定をしております。それから、さらにそこに政策的な要因で人口を取

り込むというものを３％から５％という非常に高い数字で加算しておりました。そういっ

た推計を用いまして１０万人という人口を設定したのですけれども、やはり出生率が低迷

して子どもがあまり生まれない、それから団塊の世代、一番多い世代が高齢者層に入って

きて高齢化率が急に上がったと、そういったものがありまして、やはり今後はそんなに、

以前のように急激な人口増は見込めないだろうという想定の中で今回のものをお示しして

おります。 
 
【飛田委員】 まだ疑問が残るのですけれども、今の説明聞いていても、例えば千葉県の

人口推移を見ていても平成２４年にはマイナスになっているわけですよね。人口は減って

きているわけですよ、数値が。そういうものを市民に見せたときに、何故四街道だけ増え

るのか、そういうことは人口問題研究所がやっているのと千葉県統計課の推計と、どうい

うふうに違うのかという問題もありますし、それから四街道はいろいろな推計値をどのよ

うに利用して、市民の方にどのようにディスクローズしていくかということは大事だと思

うのですれけども、それをやりませんと、市の行政でそういうものが計画で上がってしま

うと、市民はそのつもりで物事を考えてしまう。そういう誤った道に入ってしまわないよ

うに、これからは逆に市民に正直にそういうものを伝えながら、市民に危機感を与えなが

ら、防災もそうですけれど、すべてがそういうものの見方、立場で、目線を下げて、市民

の目線に下げていただいて、いろいろと計画されると、もう少し市民も慎重になるし、そ

れから逆に、それによってもっといいアイデアが生まれてくるし、市と協働しながら、税
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外収入を増やすにはどうしたらいいかとか、他の市町村でやっていますよね、実際に。そ

ういうふうに考えないと駄目かなと思いますけれど、そういうことを申し上げたいと思い

ます。 
 
【松隈委員】 私、いつも市政だよりを見ているのですけれど、人口９万人になったと出

ていますよね。私も９万人になってみて、女房に「いよいよ９万人になった。あとは１０

万人いくよ」と冗談交じりに言っているのですけども、ここでいくと８万ですよね。この

資料は、 初に言われたようにきちんと統計の資料に則って、ある一定の基準で出されて

いると思うのですよ。ところがこれ見ますとね、増える部分、要するに統計できちんとや

った部分が平成３５年８万８千になっていますね。あとの増える要因はこの住宅、都市核

のあの部分の人間の増える、住宅建設などでいろいろ増える、そういう数字が４千５百人

から５千人足しているだけの話で、要は我々この数字をやるときに、自然体で今の基準ど

おりにやっていったら８万８千だけれども、住宅とかいろいろ増えてやっている部分で５

千人足されるという部分で９万３千人ですよと。そういう出し方で認識しておいていいわ

けですね。というのは、ある一定の目標値、数字を出していただければ、実際に増えるか

増えないかは、今までやってこられた行政のいろいろな施策ありますよね。これから一番

重要な人口を増やすといういろいろな課題とか提案が出てくるわけですね。これに対して

の効果というのは全く予測されていない状況の数字だと思っているのですよ、ここに出て

いるのは。だから本当は、ここで何人が、何人がという議論でなくて、実はこのように出

ましたと、それが正しいかどうかというのは、さっき言われたようにこれから議論するこ

とであって、ここで実際に一番大事なのは、人をどんどん増やすことだと思っているので

すよ。どのようにしたら皆、四街道に来てくれるか。そこにどれだけの熱意とエネルギー

と財政投じてね、そして人口増やすのだと。そういう決意が無ければね、なかなかこの数

字が、９万５千でも９万３千でも、１０万でも、それは数字だけで、実際に本当に考えて

いる数字は、それプラスアルファと、いったいこれから課題で出てくる中には、実際どの

程度のものなのか、それをきちんと市民の声も聞いて、作り上げていかなくてはならない

と思っているのですよ。そのまとめられたマトリックスは、私は非常に良くまとめられた

と思います。というのは、今まで見ていた市民会議とか、ワークショップだとか、いろい

ろなアンケートだとかいろいろな情報が、今山積している。どれだけ出たか分からなくな

っているやつをある程度ここまで集約していただいて、ある程度的が絞れてきて、やはり

一歩前進しているなと。だからこれを叩き台にして、今回出された基本理念だとか、そう

いうところに絞って、とにかく時間としてもそんなに無いわけですから、ある程度今まで

の流れの中でやってきた数字、それも加味して、人口の指標はここで決めるのではなくて、

ある程度基本に則った出し方をされていたら、それを一応是認した形で、あっ、それだけ

のことですかと、だから先ほど岡本委員さんから話も出ましたけれども、ここで細かくい

えば県内の人とか中の移動の人だけで終わると、そういうこともあるわけですよ。そこま

では何も出ていないわけですから、要は、今いる人口が外に出ない、増える要素はこの５

千人だけですよと、それで出しましたと。それを是認してスタートしないと、私の方は統
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計上出されている数字からきちっと算出されていると思っていますから、後はどのように

加工するかということを考えていただいたらいいと思うのですけれど。  
 
【金子委員】 今までの皆さんの意見を踏まえて、こういう言い方をすると多分行政が困

ると思うのですけれども、行政側としてはこのように書かなくてはならないと思うのです

が、ちょっとやり方変えて、現在この人口ですよと、これからずっと減っていくのですよ

と、逆にそう書いておいてですね、ただし人口減ですと都市活力に影響しますので市とし

ては増やしたいと、だから目標、数値はこうするのだというのならまだ分かるのですけれ

ど、そのためにこれから基本構想をつくって頑張っていきましょうというのが分かりやす

いと思うのですけれど、要するに人口増えるという幻想は止めた方がいいと思うのですよ。

常に増加するということは残念ながら無いと思うのですよ。日本全体減っているのですか

ら。四街道はこう頑張るから、民間の企業も業務計画とか営業目標でも将来社員数が増や

してということと同じであると思うのですけれど、努力しないとできないわけですから。

何もしないとこうなりますよ、頑張ったらこうなりますよと書いたほうが分かりやすいと

思います。 
 
【髙橋会長】 どうですか、他にこの人口の問題に関してご発言していただいてない方も

いらっしゃいますが、いかがでしょうか。  
 
【田中委員】 この人口フレームについても、方法論については理解できますし、私なり

には適切な数字ではないかなと、論理は立っているというふうに思います。私もコーホー

トモデルでやって推計したことがありますが、今の構造の中でこうなりますよという前提

に、特殊要因を加味してあります。特殊要因の中で、区画整理事業がこういうようになり

ますから、事業の展開上このようになっていると思うのです。８ページのところを本当は

区画整理事業という人口増のポテンシャルが非常に高い時代、あるいは新規だったらいい

のですけれど、区画整理の土地があるからということではないですよね。これに合わせて

市の政策として、例えば東京の世田谷。人口減少する都市が多い中で若い人が転入してい

るという、それは子育てがすごくしやすいし、いろいろな福祉というようなものが、新聞

やマスコミでも出ているように記憶しているのですけれども、そういう政策を裏打ちして

やるので、というようなものが８ページのところに、これ数字的なものになっている。や

はり人口フレームについてはポテンシャルが低いというのはおかしいので、今皆さん議論

なさっているように趨勢的にも厳しい中で、こういう事業展開をなさってこられたという

ことで、将来の都市構造とか都市核をつくるためにとか、そこに入れられたら１つの論理

といいますかね、区画整理事業のためにも、そこが埋まるためにも、ソフト政策を、合わ

せてやると、その裏打ちの推計といいますか、論理的というか、１つの方法としてこうい

う方法でやりましたと、ただ人口を目標にする、増やすというかという考え方は、もう危

険な時代ではないか、増やすということではなくて、今ある人たち、あるいは入居してく

る人たちが生き生き、生きがいを持っている、こういう都市づくりをしていくことがこち



 

 21

ら側の方にありますので、目的的な感覚で議論するというか、目的的に議論するのがちょ

っとどうかと、目標を達成するためにと先ほどあったので、それはちゃんとしていただき

たいなというふうに思います。  
 
【髙橋会長】 人口について、皆さんの意見を伺って大体同じ方向のご意見だと思うので

すね。つまり人口を達成するのは目標ではない、人口が増えた場合に地域づくり、総合計

画で何をあらかじめやっておけば、市全体の若い人から高齢者まで、教育からまちづくり

も含めて望ましいものができるかというのをやるのですから、的中するとか達成するとか

が目標ではないということです。さりとて、ある程度人口の目標がないと、どういう社会

資本整備したらいいかというのが分かりませんから、目標は立てる。けれども、これを達

成するといわないで、事実控えめな数字と今回市が出された数字でかなり乖離がある、そ

れくらいの幅があるのだというくらいに考えて、しかも計画では前期、後期で計画を見直

すような時期もありますね、基本計画を。ですから、人口が増えるということで何が何で

もがむしゃらにいろいろなことをやってしまうと過大だということもあるかもしれません

が、実際に総合計画を見てみると過去に総合計画をつくられて、その総合計画が終わった

時点で社会資本整備が１００％やることがなくなるなどということはなくて、未だに達成

率は低いわけですね。つまり、やらなくてはいけないことは沢山あるのだけれども、実際

にできたことは非常に少ないわけですから、この目標としている１０年後も、そういう目

標に合わせて一生懸命頑張ったとしても、市民のいろいろいな社会資本整備を含めて、す

べてが目的を達成することとなるわけではありませんから、一応８万８千とか９万くらい

の人口になることがあり得ると、それについてまず前期でここまで頑張る、それでさらに

人口が予想以上に増えてくれば後期で調整することもできるし、そのくらいに考えてやれ

ば、あまりこの人口が当たるか、当たらないかということに、余り議論を集中しなくて済

むと思うのですけど、どうでしょうか。皆さん、大体そのようなことをおっしゃっている

ような気がするのですね。これを絶対達成する目標だというふうに考えてしまうと、なか

なか当たらないなということになる。そもそもそういうものでもないし、ちょっと柔軟に

考える。つまり人口が、状況が変わったら修正できるということを計画の中に織り込むと

いうことでいいのでは。 
 
【事務局】 皆様のおっしゃられることはもっともだと思います。人口については非常に

私どもも悩みました。というのは、まず１点、住基人口は増えています。千葉県で増えて

いるのは流山と四街道であり、四街道については、昨年６、７、８月くらいで減っていた

というのはありますが、いまだに増えている。ですから人口が実際に増えているので、今

後も増えていくだろうと考えてしまうのが多分普通だろうと思います。まずそれが根底に

あります。それと、乖離が２千人くらいありますので、一般的には、皆様現実的に踏まえ

ていただいていろいろご発言いただいておりますので、それはもっともだと思いますが、

実際に住基人口は１０万人、目の前ではないかと思われる方が非常に多くいらっしゃいま

すので、それはどちらを取るべきかについては行政としても非常に悩みました。そして総
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合計画をつくるに当たっては、千葉県が確かそうだと思いますが、推計で大体何年ごろど

のくらいの人数になっているかと、推計値として取る団体、市町村でもそういった団体が

ございます。四街道においては従来確かに目標数値ということになっておりまして、この

目標に達成するからという形で過去は来ていたかもしれないのですが、今回については、

９３，０００人に絶対到達するという観点で考えているわけではない。ただいろいろ社人

研の資料ですと、このままいくと四街道はどんどん人口が減っていく。四街道だけでなく

日本全体の人口が減っていくという数値も出ていますし、ただ我々は人口をここまでした

いというよりは、人口を常にいろいろな世代の方たちがいるような市にしたい、逆に言え

ば先ほどありました財源の確保というのがありましたけれども、常に生産年齢人口の方が

入ってくれるような都市、まちにしたいというのが根底にあります。そのためには市長も

掲げておりますが、子育てを充実させるというのも一つの手ですし、そういった政策をす

ることによってまだ完了していない土地区画整理事業、こういったところにも入ってきて

くれる可能性が非常に高くなろうと。  
 岡本委員のご指摘ですが、市内の中で移る方が確かにいらっしゃるのですね。そういっ

たことを踏まえた上で、魅力のある都市にしたい、そのため、生産年齢人口というのは、

どの時代もある一定のパーセンテージを維持していきたい。ですから、逆に言ってしまう

と高齢化率をこれ以上あげないようなことも考えていかなくてはいけないのですけれども、

ただそういった中でも日本全国高齢化が進んでいく中で、高齢化対策もしていかなくては

いけないので、高齢化が進んだ団地を結んで活性化を図っていくというような点も踏まえ

て、土地利用も見直しというか、土地利用のイメージを考えいかなくてはいけないという

ふうに考えたところでございます。  
 ですから、まず一点９３，０００を絶対達成しなくてはいけないと、我々は考えており

ませんで、現実的に１．５から２．５を施策で上乗せして何とか外からの人たちを呼び込

みたいというのは、私たちの目標でありますし、それを数字として表したのが９３，００

０でありますので、９３，０００を絶対達成しなくてはいけないというのは考えておりま

せん。ただご指摘の中には９３，０００では少なすぎるというご意見もあったというのだ

けは、１つ申し上げておきたいと思います。ただ、私どもは本当に現実的に、たぶんこの

辺りになるだろうという１つの推計的な目標として考えておりますので、その辺りは必ず

達成しなくてはいけない目標とは捉えていないということです。  
 
【飛田委員】 その考え方も大事だと思うのですけれども、推計値においては土地利用と

か何か流入人口とかあると思うのですが、そういうところで９３，０００にするのだとい

うお話しに受け止めたのですけれど、実際には２０５０年には日本の人口は８，６００万

人くらいになって、２８から３０％位減ってしまうわけですよ、それで２１００年にはな

んと半分４，０００万人くらいになってしまうのではと、そういう人口問題研究所で出し

ている数値を知らない人はいないですよ。そういう前提に立って物事を考えた場合、四街

道市は今後こういう形で、多分これくらいの数値収まるかもしれないということを教えて

もらわないと、やはり実際の数字が僕らは欲しいのですよ。  
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【髙橋会長】 人口について予測して正確に当てるということではなくて、１０年か２０

年先の四街道の一番中心となる計画ですから、過大にいろいろな無駄なところにお金を使

ったりすることの無いようにしていくということですから、人口を予測したからこれのた

めに何が何でも実態を見ないで投資するということではありませんので、今の皆さんのご

意見を踏まえて、ちょっと説明の仕方とか、市民の皆さんに誤解のないような書き方をし

て、目標人口というよりは、そういうものを想定していろいろ四街道の行政を進めていく

ということが分かるような書き方をしていただければ、多分皆さんの心配していることに

答えることになると思いますけれどね。何か追加することがございましたらどうぞ。  
 
【松隈委員】 今おっしゃった中で、考えていただきたいのですけれど、私は人口よりも

中身の構成比率、特に高齢者はどんどん増えていくのだけれど、一番の大事は生産年齢人

口、これを大幅に増やしていくか、そこをいま狙っているのだということを、生産年齢人

口の割合を増やしていくとしたら、高齢者はもう自然体でいきますので、そこの割合を抑

えた構成をどのようにしていくか、どういう狙いをしていくか、生産年齢をあげていくに

はと、そういう形は一番考えてもらえるのではないかと思うのですが、その点はどうです

か。 
【髙橋会長】 私も市長がおっしゃっているような「子育て日本一」というのは、多分そ

ういうことを頭に置いておっしゃっていると思いますので、この総合計画でも子育てとい

うテーマを一番前に出して頑張ろうと書かれて、そういうことを皆さんも考えているとい

うことで宜しいですね。今、松隈委員が指摘されたことについて、どう応える総合計画を

つくるかということを狙っているということだと思いますね。  
 人口問題ももちろんですが、他にも沢山ありますので。  
 
【田中委員】 人口問題について、この方法は適切というか、非常に理解できるというか、

論理が立っていると私は思います。ですからコーホートモデルで、厚生労働省の人口問題

研究所のコーホートの指数もちゃんと使っているので、これ自体としては数字上も、論理

上もちゃんとしていると、ただその裏打ちとして区画整理事業があったらとかね、そちら

の方の生産年齢人口を増やす政策とか、そういうものの裏打ちがちょっと曖昧だというこ

とで、これについてはこちらもある程度理解できるというふうに思いました。  
 
【髙橋会長】 これを議論していると何時間かかるテーマでもありますが。  
 
【金子委員】 確認なのですが、現行計画は忘れましたけれど、確かキャッチフレーズが

ありましたよね、「ひかりあふれ笑顔が明日をつむぐまち」。止めていただきたいのは、こ

ういったどこのまちだかよく分からない言葉、これはだれも、私たちは理解できない。私

も実はこの計画をつくるときに委員として関わったのですが、そのときはもうできていま

したからね、もうどうしようもなかったのですけれど。こういった抽象的なキャッチフレ

ーズでない、もっとわかるキャッチフレーズにしていただきたいと。例えば「子育て日本
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一」は非常に分かりやすいですね。それから基本目標は６つありますから、これはいい悪

いではなくて、基本目標がよくキャッチフレーズ的な、よく読んでみますとね、１番、４

番までは何となく連想できるわけですよね。緑とか教育とか安全・安心とか、誰もが健康

とか、５番、６番になるとにぎわいと活力にあふれたまちというのは、これでもって商業

や何かを連想するのだろうか、６番に至っては、ともに創る将来に向けて持続可能なまち

とは一体何だろうこれは、ともに創るというのは、将来をともに創るのか、ともに創る持

続可能なまち、ちょっといろいろ考えるのですけれど、こういったほとんど使われていな

いような言葉を使わないで、もうちょっとわかる言葉にしてもらった方がありがたいとい

うのが市民としての意見です。是非この辺りは広報を我々見ておりますけれども、わかり

やすい文言にしていただきたいと思います。  
 
【髙橋会長】 こういうのはどちらかというと言葉でいうと目的でね、目標というと例え

ば、緑が、さっき「子育て日本一」、日本一というのは目標ですから、それから例えば緑を

今よりも何割増やすとか、そういうのを普通「目標」という言葉で使って、これはどちら

かというと「目的」という、つまりどこまでいっても目的、目的、精神というのがずっと

並んでいるから分かりづらくなってしまうというご意見だと思うので、この辺も少しまた

整理した方がいいと思うのですね。これだけに限らずこれからそういうふうにしたいと思

います。どうぞ、どんどんご意見いただきたい。  
 
【花井委員】 基本構想骨子のまちづくりの視点に「つなぐ」という言葉が出てきて、「つ

なぐ」ためには、土台となるものとして基本目標の中にいろいろな例えば「誰もが健康で

いきいき暮らせるまち」とか、要するに、世代を超えていろいろな人たちが共生していく

社会なのだということをもっと謳わないと、共生社会だということがあまり載っていない

ですね、言葉としてね。お互いがいずれ老いていくわけですね。若い人もいずれ高齢者と

なる、そういうことも理解して、その上で支えていくのだということが明確に出ていない

ので、きちんとここは入れていただきたいなと思っております。  
 
【髙橋会長】 今のご意見、先ほどのご意見も共通していると思うのですけれども、目標

があって、全体のつなぎがあって、目標が抽象的で分からないという意見がありました。

せっかく現況とあって、それぞれ四街道のいろいろなものがあったりすると、これを例え

ばこれをどのくらい良くすると、具体的なものを示せば、それが目標になると思うし、今、

花井委員のご質問に答えることになると思うのですけれど、相変わらず抽象的な言葉を組

み替えているだけなので、たぶん委員の皆さんいろいろとご意見が出ているのだと思うの

ですね。その辺まだこれから彫琢していく、少し整理していって、そうやっていけばもう

少し分かりやすくなると思うのですね。  
 せっかく現況があるのだけれど、現況をどうするかということを書けば、それが目標で

すよ。目標というのは、例えば１００メートル１５秒かかるのを１３秒でいきたいという

のが目標ですね。目的は速く走りたい。速く走りたい、もっと速く走りたい、誰よりも速
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く走りたいと言い換えても、相変わらず目的なのですね。  
 
【飛田委員】 総合計画審議会資料の１４ページの１１番、ここに「効率的で持続可能な

行政運営」と書かれているのですが、こちらの文章の中で大切だなと思っているのは、民

間的な視点や発想を取り入れると、私もこういうことを望んでいる一人として、例えば具

体的にどういうことを進めるのか、その辺をお聞きしたいなと。例えば市民としてみれば、

具体的にどのような形でそういうものを導入していくのかと。言葉は簡単なのですけれど、

実際に実現しようとすると意外と難しいですね。というのは行政の方は民間企業にいたわ

けではないですし、そうするとどういう形で連携を取って、そういうものをつなげていく

か大事だと思うのですね。 
 
【事務局】 誠に申し訳ないのですが、課題の設定、そして構想というレベルでのお話し

をさせていただいております。そういった具体的にこういった事業をするに当たって、Ｐ

ＦＩなどいろいろあると思いますが、そういったものは基本計画の方でもう少しお示しで

きるのではないかと。現時点で何を考えているかと言われてしまうと、率直にお答えする

というのは非常に困難ということで。  
 
【田中委員】 この委員会においては、こういう意見とか提案ということを今この場、あ

るいは追って提出させていただいて、それを受けてこれから調整、練り上げていくという

ようなことなのだろうと思うのですよね。私、例えば４について何点かあると言いますか、

この資料に基づいてこんなものがあるのですということで発言して宜しいですか。  
【髙橋会長】 どうぞ。 
 
【田中委員】 序の３ページ目ですが、「四街道市の概況」のところで地政学的に見て、や

はり成田国際空港のエネルギーというのですか、近接して国際化する中で、その優位性と

いうものをやるためにも、その辺りは千葉市、佐倉市に隣接していますだけではなくて、

それを何か検討していただきたい。  
 １３ページの「情報通信技術の活用」ですけれども、もうちょっとやはり求めている情

報が必要な人、例えば福祉とか何とかということについて、そういう情報が伝わるような、

届くような、アクセスが容易なというような、その面も入れ、これらのことは技術論の面

が強いので、そういうまちづくり、福祉とか生きがいとかいう点でも要素を入れ込んでい

ただけたらと思います。 
 
【髙橋会長】 これはどちらかというと市役所の中の情報通信システムを良くするという

ことに限定しているけれど、もうちょっと市全体、視野を広げてということですね。  
 
【浅野委員】 同じく序のところですね、１５ページ⑭「立地を生かした産業強化と地域

経済の活性化」のところに、私は技術屋なものですから学術用語かどうか分からないので
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すが、小売吸引力指数、これ簡単でいいから教えてもらいたいのですが。ここで言いたい

ことは、 後の行に産業を誘致することも必要ですというくだりがあるのですが、これは

一般論として反対することでもないし、そうなればいいなと、誰もが思うことなのですが、

これが現実問題としてはバブル経済の中で多くの誘致した企業とか施設とかが破綻して、

失敗して、千葉県でも茂原の日立の大工場が、もぬけの殻にならざるを得ないみたいにね。  
私、 後の年は山武の方で仕事をやっていたのですが、本当に異様でした。田んぼの中に

ハイテクな工場が建ったら、もはや駄目だということになってくるというかね。会長は専

門なのでご存知かと思うのですが、北海道の伊達市というところで一時生産年齢人口がず

っと増えた時期があったのです。北海道は過疎の地域なのですけれど、増えたと。それは

何かというと、やはりコンパクトシティ、一言で言えば。すなわち２キロメートル圏内に

市民に必要な施設を全部集めてしまった、分散しないでね。そういう意味では四街道は成

台中が少し危険因子だと思っているのですが、事態はここまで来ているからね。何とか成

功させていきたいとは思っているのですが、コンパクトシティ、その町長は自衛隊を誘致

しない、大企業を誘致しない、大学を誘致しない、その３つを徹底して何十年もやってき

て、それで生産人口が増えてきた。今言ったように２キロ圏内に市民に必要な病院だとか

商店街とか市役所とか、いわゆる徒歩圏内ですね。そういうことをやってきて、実際に調

べたら伊達町は、そうはいってもやはり限りがあって、今は人口が減り始めている。そう

いうふうなビジョン、スタンスですね。それをもってやっていくべきだというふうに思っ

て、安易に産業を誘致というけれど、確かに成台中にイオンが来るという話もありますけ

れどもね、そういうふうな安易な道、安易と言ったらむかっとくるだろうけれどもね、や

はり地味に、雇用を一気に１００人も２００人も増やすのではなくて、５人とか１０人と

か増やす中小企業を持続的に増やしていくというふうなことが、やがては生産人口も増え

ていくようなまちになってくる。  
 私は県の農林部の方に所属してきた人間で、四街道におおまさりという落花生、特産物

があるように聞いています。私も食べたのですが、あまり口には合いませんでした。だけ

れども、とにかく大きいので、あれをいわゆる６次産業化することによって、１００人も

２００人も雇用ができるとは思わないけれども、５人でも２０人でもいいという地道なビ

ジョン、あるいはスタンス、それを持ってやっていくのがいいのではないかとこの⑭のと

ころ感じました。 
 
【髙橋会長】 みなさんどうぞお気づきのところを、あと１５分くらいしかありませんの

で。 
 
【花井委員】 気になっているところですが、議題１の８ページなのですけれども、少子

高齢化の１番のところですが、４行目に「また、人口の高齢化により身体障害者数は今後、

更に増加していく」という一文があるのですけれども、これはここに入れなくてはいけな

いのかというのが１つあります。身体障害者が増えるのというのは、それだけではないと

思います。ここに入れる意味が私は理解できないのですけれども。  
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 それに別件ですけれども、１２ページ④「自立支援の充実」、「本市では、ノーマライゼ

ーションやバリアフリーの理念のもと」とあるのですけれど、ノーマライゼーションには

確かに理念はあるのですけれども、バリアフリーに理念というものがあるかどうか。私は

バリアフリーというのはバリアを取り除くというものであり、ここに入れなくてもノーマ

ライゼーションの理念だけでもいいのではないかなと思いました。「障害のある人もない人

も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」という、これは差別という観点からの条例ではあ

りますけれども、そのことも触れる必要もありますし、あと生活保護受給者が自立した生

活を送れる支援、ノーマライゼーションという点からいくと障害者雇用をもう少し、２．

０を守っていくのだと、そういったものにも触れていかなくてはいけないのでないかと思

います。 
 もう１つ、土地利用のイメージ図の地域核、物井駅周辺、成台中あるのですけれど、こ

の紫から外れた周辺に従前から問題となっております景観を損ねるもの、業者が周辺にあ

りますよね。そういう景観を損ねるものをどう取り扱っていくのか。前の構想でもいいこ

とばかり打ち上げるのではなく、今現在住民が不満に思っていることをどう解決していく

のかということも基本計画の中に折り込んで、交通の不満とかありますよね。そういうこ

ともそうだし、景観を損ねているもの、片付けなければいけないものも折り込んでいただ

きたいと思います。 
 
【髙橋会長】 これ一つ一つ、今日非常に膨大な資料を配布して説明していただきました

けれども、今、花井委員がご指摘になったように、他にも多分あろうかと思います。先程、

田中委員もご指摘されましたけれども、これについてどうしましょうか。気がついたもの

があれば、後からでも事務局へ出していくということで。それからこれが 終の案だと今

日の意見も踏まえて、それからパブリックコメントも踏まえてだんだん良くしていくこと

になっていますね。 
 
【事務局】 パブリックコメントは、これも含めてずいぶん先でございます。案としても

方向性は持っていかなくてはいけないのではないかと。  
 
【髙橋会長】 今日で「序」はこれでまとめます、そうということではないのですか。も

うちょっと時間ありますか。  
 
【事務局】 本日は「序」も含めて、「骨子案」を出させていただいておりますが、これは

いろいろなところでご意見を伺っていく機会がございまして、そういったものを全部集約

いたしまして、 終的には基本構想案に結びつけていきたいと思いますので、必要であれ

ば、３月と書いてありますが、近いうちにもう１回やるというのは全然問題ないのですけ

れども、あとは日程調整の話だけだと思いますが。  
 
【髙橋会長】 このスケジュールでは、３月の第３回目で基本構想案を議論する、ここで
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固めるということですか。 
 
【事務局】 できればここで固めていきたいと思います。ただ、今日時間がだいぶ迫って

いますので、皆様ご意見まだまだあるかと思いますので、それはメールなりファックスな

りでいつまでにという形にさせていただいても宜しいでしょうか。  
 
【髙橋会長】 それはもちろん各委員にお願いするけれども、それをもって終わりという

ことにしてしまうかどうかですね。あと１週間から１０日の間に意見をくださいと、意見

は全部聞きましたから直しましたよ、後は修正とかそういう意見は困りますと言われてし

まうと、皆さん逆に困ってしまうのではないか。これみると３月までにもう１回、第３回

目があるからその時に皆さんに意見をいただいて修正はするけれども、これもう１回意見

を言う機会はあった方がいいのかな。  
 
【事務局】 それは問題ないと思います。  
 
【髙橋会長】 そうしたら第３回を少し前倒しにして、意見が出たらそれを含めて皆さん

にお配りするなり何かして確認するとか。今日だって説明に１時間以上かかったでしょう。

これだけの人数の方に全員言いたいこと全部発言いただくわけにもなかなかいかないです

し、そういう意味でもどうしても終わりが決まっているならちょっと早めにして、そこで

説明をして、またそこでもう１回やった方がいいのではないか。この短い時間で皆さんの

意見を聞いていますと、そういうわけにはいかない。まだ皆さん言いたいこと沢山あると

思うのですね。 
 
【事務局】 本日から２週間くらいの間にご意見をいただいて。  
 
【髙橋会長】 それはそれでお願いするけれど、それで意見は全部終わったということに

したいということ？ 
 
【事務局】 そういうことはございません。  
 
【髙橋会長】 このスケジュールでは第３回目でもう１回基本構想案をやることになって

いるではないですか。ここでもう１回皆さんのご意見いただくのでしょう？そこで意見出

たら修正するわけでしょう？  
 
【事務局】 そういうことにもなりますね。  
 
【髙橋会長】 だったらもう１回意見を言う時間と場はあるでしょう？もし、違うのだっ

たら違うと言ってもらわないと。  
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【事務局】 いろいろご意見いただいて、今日いただいた意見を含めて市の内部ではもう

一度検討させていただくこともございますので、その結果について私どもの考えもう１回

をお示ししたいと考えております。さらに、それに対するご意見を受けるのが次の回だと

思いますので。その辺、執行部としても審議会の皆さんにしても議論を積み重ねていただ

きたいと思います。 
 
【髙橋会長】 時間的余裕はちょっとありそうだということがありましたよね、 初のス

ケジュールのところにね。だからできるだけ皆さんの意見をここに入れられるようにして

いくためにね。さて、まだ「その他」というのがあるのですよね。  
 
【事務局】 「その他」は報告的なものですから、すぐ終わるのですけれども。  
 
【髙橋会長】 はい、どうぞ田中委員。  
 
【田中委員】 基本構想の骨子、これは非常に大事なことだと思いますので、後でお伝え

するにしても、ここのところはもう一度やはり、まちづくりの基本理念というのは「都市

は市民が主人公である」というような普遍的な真理という前に、過去が「市民が主人公」

をやってきたので、今後ともこうやっていくというような文章がより強いように感じまし

た。この辺り、都市とかまちづくりは何なのかという普遍的な真理がほしいなと。これ感

覚の問題なのでね。 
 次にまちづくりの視点ですけれど、「活かす」から「つなぐ」という、これはもう少し練

り上げで欲しいなと。例えば「活かす」も「共生」も「つなぐ」、あるいはここに「創造」

という、これから新しい地域社会を創造していくのだというような、エネルギーといいま

すか、新しい夢のあるといいますか、みんなが快適に生き生き生きられるというような視

点を、もうちょっと入れて欲しいと。「活かす」から「つなぐ」へと、ただ「つなぐ」では

なくて、その中で創造して、新しいものがつながって創造していくというエネルギーが生

ずるのだということも踏まえて。  
 それと３番目の「将来都市像」、これこそ基本計画を議論する中で出ることであって、実

際にこれからのまちづくり、四街道市の都市づくりというものの将来の像ということなの

で、長期を見据えたイメージといいますか、これこそ早めにしっかりとした、先ほど言っ

たような文章でなくても輪郭の議論といいますか、私は叩き台の叩き台でもいいと思うの

ですけれど、これはやっておかなくてはいけないぐらいのものだろうというふうに、やは

り１０年とか２０年先を見据えて、皆さんにシンプルに分かりやすいイメージができるよ

うな都市像を提案するかなんだろうと思うのですけれど。  
 
【髙橋会長】 これ、次回にはそういうのが出て来ると。こういう期待をして。  
 
【田中委員】 基本計画をやって、５年の作業をやっている中でということを言っていま
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したので、それは違うのではないでしょうかということを言っています。  
 
【髙橋会長】 ４時半に終わるということで、４番目の説明だけでもしてもらって。  
 
【事務局】 その他の４番目でございますが、今日お配りした資料の市民参加の部分でご

ざいます。皆さんにワークショップの報告書をお渡ししておりませんでしたので、今年度

７月から１２月まで、市民の皆さんにお集まりいただいてワークショップを開催いたしま

した。これはどちらかというと今年度については基本計画策定に向けてというような、基

本構想というよりは基本計画策定に向けてということをイメージにワークショップを開い

たものでございます。これはボリュームが非常に多いので本日は説明する時間を取れない

のですが、今後の議論の中でワークショップの方々からこういうご意見があったという形

で、参考にご覧いただければと思います。  
 もう１点は、中高生インタビューということで、市長と中高生１８名、市内の中学校、

高校のお子さんたち１８名に集まっていただきまして、ざっくばらんに市長との対話をし

ていただきました。その中で四街道のどういうところが好き、どういうところが嫌いだと、

そしてそういった中高生の世代が将来的にも四街道に住み続けるには何が必要かという、

子どもたちの目線で、市長に思い切り意見をぶつけていただいたということでございます。

なかなか我々成人が話すより、もっと具体的といったらいいのでしょうか、いろいろなご

意見がありまして、そういったものも参考にしていきたいということで、それを本日お示

しさせていただいたところでございます。  
 それと今後の市民参加といたしましては、２月１１日から市内７カ所でまちづくりを考

えるタウンミーティングということで、市長が出席いたしまして市民の皆様と意見交換を

やりたいと考えております。この中で本日説明させていただいた議題の１、２、３の部分

をお示しさせていただいて、市民参加の中でご意見をいただきたいと考えております。  
 以上、市民参加をその他の中で説明させていただきました。  
 
【髙橋会長】 これから市民の皆さんの意見を伺うと、それから今日以降２週間くらいで

すかね、もし意見がありましたら事務局の方に連絡していただければ、それを踏まえて次

回には構想等の資料には生かして、資料が出て来る、こういう考えでいいですか。ですか

ら大変恐縮ですが、気がついたことがありましたら、事務局の方に電話でも結構ですしお

伝えいただければと。 
 
【事務局】 簡単でも結構ですので、文書をいただけると非常に助かります。お時間の関

係もありますので。 
 
【髙橋会長】 皆さんお忙しいでしょうから、文書でなくては駄目だといわれてしまうと

困る。それは委員の皆さんにお任せしたほうがいいのではないですか？  
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【事務局】 できればメールか何かでいただけると非常にありがたいと。  
 
【髙橋会長】 そういう発言がありましたけれども。  
 
【事務局】 お電話ですと、こちらの受け取り方が違ってしまうと。 
 
【髙橋会長】 それはいいのですよ、そのためにしっかりディスカッションするのですか

ら。それは趣旨が違うと発言して議論していただければいいので、委員の皆さんにそうい

う義務はどうかと。 
 
【事務局】 もちろんあまりご負担にならないような形で。  
 
【田中委員】この課題マップは、「市民から見た四街道市」意識調査と分けてありますけれ

ど、これはちょっと違うのではないかと、こういうような分類の仕方は。  
 
【髙橋会長】 それを含めて意見を聞かせてください。  
 
【花井委員】 次回での提案なのですけれども、資料を送っていただきましたら、何月何

日までに質問事項と意見をメールで送ってくださいということを示していただいて、その

場合、重なるものもありますよね。意見ということは、そこをまとめて？いただいて、説

明プラスこういう意見がありました、質問がありましたということを書いてお答えいただ

き、あらたな意見を加えていく。もう少し会議の時間があればと思いますが。  
 
【髙橋会長】 そこまで皆さんにお願いしてしまって宜しいですか。何か出していただけ

ば、もちろんそれを事務局が整理してということになるかもしれませんが。  
 
【花井委員】 ここの会議を有効に使うために。  
 
【飛田委員】 できる人はそうやって、できない人は当日出すと。  
 
【髙橋会長】 資料は事前にというけれど、当日ぎりぎり間に合うものもあったりするの

で。 
 
【事務局】 できる限り努力はいたしますが、当日ギリギリにでき上がるものもあります

ので。 
 
【髙橋会長】 こんな膨大なものを読んで、意見を事前に文書で出せというと、皆さんな

かなかそういうことはできない方もいらっしゃるから、そこはそういうこともできる方は
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やっていただくということですね。  
 
【田中委員】 出された資料を基にして、時間を区切ってなされたらいかがですか。今日、

出されて資料説明ありましたけれども、これについてとか、これについてとか。どうして

こんなやり方を考えられたのかとか、能率的な進行を考えていただければと思います。  
 
【髙橋会長】 皆さんのご意見が出やすいように工夫したいと思います。  
 
【金子委員】 確認ですけれど、このスケジュールでいくと実質的な審議は２回しかない

わけですね。これみると第５回は、諮問・答申になっていますから、あと３回と４回、２

回だけこれをやろうと。そうするとあと４時間しかないわけですね、実質的に。そうする

と説明時間が１、２時間取られるから意見を述べるのは、せいぜい２時間くらいになると

思うのですけれども。これではちょっと、我々は責任取ってくれといわれても、私は責任

取り切れないので、回数を増やしていただくか、やり方を変えて時間を延ばすか、あるい

は説明と分けてもらわないと、今はほとんど説明で時間が終わってしまうわけですよね。

もし審議会に期待するのであれば、工夫していただきたい。あと２回ではきついですね。 
 
【髙橋会長】 皆さん一生懸命意見を出そうと思っていますけれども、時間が如何せん短

くて十分言いたいことが言えていないというところでもありますので、そこはあとスケジ

ュールの話とどういう改善と 資料の話と。そうかといって皆さんに四六時中このことを

仕事していただくわけにはいかないということもあるので、ちょっと工夫しましょうか。 
 
【事務局】 了承 
 
【髙橋会長】 他に何かございますか。  
 すみません、時間が十分に取れなかったようですが、第２回目の総合計画審議会では、

基本構想の序、骨子案などがありました。問題点が随分はっきりしてきたと思いますので、

何かありましたら２週間くらいの間にご連絡ください。後は、事務局と調整したいと思い

ます。本日はありがとうございました。  
（以上） 

 
 
 
 


