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平成２５年度第１回四街道市総合計画審議会会議録 

 

 日 時  平成２５年６月２８日（金）１４時００分～１６時００分 

 場 所  市役所本館５階 大会議室 

 出 席 者  髙橋会長、岡本委員、園川委員、藤本委員、米村委員 

岡田委員、玉井委員、櫻井委員、浅野委員、田中委員 

飛田委員、松隈委員 

 欠 席 者  花井委員、金子委員 

 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、 

阿部経営企画部主幹、和田主査、榎本副主査、成田副主査 

 傍 聴 人  １名 

 

 

【事務局】 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。定刻

を過ぎました、ただ今から平成２５年度第１回四街道市総合計画審議会を開催いたします。会

議に先立ちまして髙橋会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【髙橋会長】 お忙しいところありがとうございます。本日は、平成２５年度第１回目と言う

ことで、一言ご挨拶申し上げます。前回、基本構想についていろいろとご意見いただきまして、

今回はそのいただいた意見に対する考えや、それらを踏まえた案等も提示されるものと思われ

ます。本日は基本構想案について皆さんの意見を固めていただき、次の段階である基本計画に

ついての総合的な進め方等について積極的にご意見をいただきたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは議事にはいります前に、本日の資料の確認を

させていただきます。まず事前にお送りいたしました資料としまして、審議会資料１「基本構

想（案）」。続きまして審議会資料２「新たな基本計画骨子案」。続きまして審議会資料３-１「四

街道市総合計画前期基本計画施策評価一覧」。続きまして審議会資料３-２「前期基本計画「主

な指標」の達成見込」以上４点です。そして本日配布させていただいた資料としまして、まず、

「会議次第」です。次に、審議会資料２「新たな基本計画骨子案 差替」、こちらにつきまして

は、皆さまにお送りしたあと、多少文言等の軽微な修正が生じましたので、事前にお送りした

資料の差し替えとなります。次に、審議会資料３-１「四街道市総合計画前期基本計画施策評価 

一覧 差替」こちらは１枚目のみの差し替えとなります。次に、追加資料としまして、資料４

「第３回四街道市総合計画審議会における基本構想骨子（案）に対する意見・要望と市の考え

方」。続きまして資料５「基本構想骨子からの変更点」。続きまして資料６「総合計画体系新旧

対照表」。続きまして「基本計画書完成イメージ」Ａ３横、１枚のものです。この完成イメージ

については基本計画部分のレイアウトについて参考で示させていただくものとなっています。

後に参考資料といたしまして「県内市町村 将来都市像」以上８点になります。資料が多く

なり大変恐縮ですが、不足等ございませんでしょうか。 
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 なお、本日の会議につきまして、花井委員、金子委員より欠席の連絡を受けておりますので

ご報告いたします。 

また、関係機関として委員をお願いしております印旛土木事務所の４月１日付人事異動によ

りまして、櫻井委員が就任されましたので、櫻井委員より一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

【櫻井委員】 印旛土木事務所の櫻井です。この４月に赴任してきました。どうぞよろしくお

願いします。 

 

【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ますが、以降

の進行は髙橋会長にお願いします。 

 

【髙橋会長】 まず、本日の会議録署名人を指名させていただきたいと思います。藤本委員と

田中委員にお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

【両委員】 （了承） 

 

【髙橋会長】 ありがとうございます。次に本日の会議の公開、非公開についてですが、四街

道市総合計画審議会運営要領第３条の規定により公開とさせていただきたいと思います。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」の規定により傍聴

人の閲覧に供することといたしますが、よろしいでしょうか。 

 

【全委員】 （了承） 

 

【髙橋会長】 それでは特にご異議がないようですので本日の会議は公開といたします。事務

局は傍聴人がいらっしゃいましたら入室させてください。 

 

【事務局】 １名いらっしゃいますので入室していただきます。 

  

～ 傍聴人入室 ～ 

 

【髙橋会長】 それでは会議次第に従い進めてまいります。本日の議題は４つございますが、

初に事務局より議題（１）基本構想（案）について説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは、配付されております資料のうち、資料１「基本構想（案）」についてご

説明させていただきます。 

基本構想につきましては、昨年度の第２回の審議会におきまして、骨子案をご提示させてい

ただきまして、ご審議をいただきました。また、本年３月に開催いたしました第３回の審議会

におきましても、引き続きご審議いただいたところでございます。 

 今回は、ご審議いただきました骨子案を基に作成いたしました、完成形としての基本構想（案）
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をご提示させていただいております。 

 なお、本案をご説明する前に、前回、第３回の審議会でいただきましたご意見について、本

日配布しました資料４「第３回四街道市総合計画審議会における基本構想骨子（案）に対する

意見・要望と市の考え方」を基に、ご意見等の内容と、ご意見等に対する市の考え方を抜粋し

てご説明させていただきたいと思います。 

 まず始めに、資料４となりますが、意見については一部まとめさせていただいております。

２２件を掲載させていただいておりますが、抜粋してご説明させていただきます。 

 １ページ目の１つ目、全体にかかるご意見として「前回計画のどの部分を継承して、現状を

踏まえてこのように直すというような説明と資料の作り方を検討すべき」というご意見でござ

いました。事務局といたしましては、第２回の会議におきまして、課題マップという形で「社

会環境の変化」、「四街道市の現状」、また「市民から見た四街道市」といたしまして、「市民意

識調査」や「ワークショップでの意見」をお示しいたしました上で、次期計画の課題を明示し、

そこから「基本理念」、「まちづくりの視点」、そして目指すべき目標としての「基本目標」など

を導き出してまいりました内容をご説明させていただいていたところでございます。なお、こ

の中では、現計画の評価を明示しておりませんでしたことから、今回の２５年度の達成見込み

までを含めました現行基本計画の評価を、資料としてお示しさせていただいているところでご

ざいます。詳細な部分につきましては、資料作成が困難な部分もあることより、ご了承をお願

いしました上で、今後ご意見を踏まえ、ご指摘に留意し資料作成と説明に努めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、同じく１ページ目の下から２つ目ですが、まちづくりの視点に関しまして、「基本理念

の連携・協働の主役として、子どもを育てる若い人たちと高齢者の参画を視点の中に書き込む

べき」というご意見でございます。こちらのご意見に対しましては、基本理念に掲げておりま

すとおり、市といたしましては、子どもも含め、市民のすべてを対象として「みんなが主役」

と考えております。そういったことから特別な年代層に限定することは趣旨にそぐわなくなる

のではないかと考えております。 

 なお、ご指摘の高齢者等の観点につきましては、記載しておりますとおり、高齢者の活躍の

場という視点から、基本計画の中で検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして２ページ目をご覧ください。２ページ目の上段で、「まちづくりの視点のイメージ

図」についてご意見をいただいております。ご意見につきましては、基本理念も踏まえ「人」、

「市民」という観点に注目されたものと考えますが、市といたしましては、その観点も含めた

上で、ご意見を勘案しながら、本日お示しすることはできませんでしたが、「市の考え方」に記

載のとおり、「人」と「地域」を入れ替える方向で修正を行いたいと考えております。なお、本

日お示ししておりますイメージ図は、骨子案からは一部修正されているものをお示ししており

ます。修正理由につきましては、後ほど「基本構想（案）」の中でご説明させていただきたいと

思います。 

 次に、２ページ目の下段となりますが「将来都市像」に対する意見となります。今回初めて

お示しさせていただくものとなりますが、設定に当たり、ご意見ということでいただいており

ます。「わかりやすいもの」、「人と自然と歴史で人が来るようなもの」、「理念と視点の集約」、

「四街道市が目指すものを明確に」、「イメージアップを図れるもの」、「キーワードを絞り込ん
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だもの」などの意見を十分に踏まえ、設定させていただいたところでございます。こちらにつ

きましても、後ほど「基本構想（案）」でご説明させていただきたいと思います。 

 次に３ページをご覧ください。上段で「将来フレーム」の人口に関するご意見をいただいて

おりますが、上から４つ目の「人口を増やすのであれば、人を呼び込むような施策を」という

ご意見につきまして、市では、その施策の一つといたしまして、記載のとおり、子育て支援や

シティセールスなど、人口流入を促進する施策を充実させていくことを基本計画の中でお示し

させていただくことを検討しているところでございます。 

 後に４ページ目をご覧ください。４ページ目の上段で土地利用構想の都市核等に関するご

意見をいただいております。こちらにつきましては、新たに地域核として設定しました成台中

地域核につきまして、「その機能を明記すること」、もう１点は「内容に大きな変化がないので

その旨を明示するように」とのご意見でございます。こちらに対しましては、土地利用構想の

中で商業業務等の都市的機能を備えた新しい市街地形成を図ることを明示するなど、土地利用

構想のレベルでの機能の明記をしているところでございます。また、当該地域については、区

画整理事業を始めとした事業の進展や近隣の状況を踏まえまして、相当の進展があるものと捉

えまして、地域核としたものでございますが、説明を行う際などについては、その点を明確に

するよう留意してまいりたいと考えております。以上で資料４のご説明とさせていただきます。 

 次に、ただ今の資料を踏まえまして資料１をご覧いただきたいと思います。こちらについて

ご説明いたします。こちらは「基本構想（案）」でございます。 

 なお、こちらと並行いたしまして、本日お配りいたしました資料５をご覧いただければ参考

になると思います。 

 それでは基本構想（案）につきまして、骨子案から加わった部分及び修正された部分を中心

にご説明させていただきます。 

 まず、表紙をめくっていただきまして、左側１ページ目の下段「まちづくりの視点」のイメ

ージ図でございます。先ほど一部ご説明させていただきましたが、一部修正を加えております。

今回の案では真ん中の「つなぐ」の下に「現在」という時系列の言葉を入れております。前回

の資料では、ここに言葉がなく、左下の「過去」のところが「現在」となっているものでござ

いましたが、総合計画の考え方の基礎として、四街道市の歩みも重要な視点となるという意見

もございましたことから、時系列の軸に「過去」を加えさせていただいたところでございます。

なお、こちらにつきましては、先ほどのご意見を踏まえ再度修正させていただくことを検討し

ております。 

 次に、２ページ目の上段になります。ここで「将来都市像」をお示しさせていただいており

ます。将来都市像は、「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」と設定させてい

ただいております。将来都市像の説明については前段５行で将来都市像の趣旨と設定の目的を

述べ、後段部分では将来都市像の意味を記載させていただいております。 

 次に、その下になりますが、基本目標でございます。基本目標につきましては、名称は骨子

案の中でお示しさせていただいておりましたが、今回、具体的な内容もお示しさせていたただ

いたところでございます。基本目標は、将来都市像実現に向けた分野別の目指すべきまちの姿

を表したものとなります。こちらの基本目標等の文言を加えさせていただいております。 

 次に、４ページをご覧ください。４ページ目の上段、将来人口フレームになりますが、骨子
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案では将来人口はお示ししておりましたが、「世帯数」と「１世帯あたりの人員」が未記載とな

っておりました。今回その部分を追加で記載させていただいております。 

 また、５ページ目になりますが、５ページ目には産業別就業人口がございます。骨子案では

数値をお示ししておりませんでしたが、今回見込み値としてお示しさせていただいているとこ

ろでございます。 

 そして、 後となりますが９ページでございます。施策の大綱部分でございますが、こちら

につきましては、将来都市像、基本目標を達成するため、基本目標ごとの施策の大きな方向性

を示したものでございまして、基本構想のここまでの内容と施策体系や施策を踏まえまして設

定させていただいたということでございます。こちらにつきましても文言を追記させていただ

いております。詳しい内容等をご説明できればと思いますが、時間に限りがあり、また、事前

に資料を送付させていただいたということから、詳しい説明は割愛させていただきたいと思い

ます。 

 以上で、資料１「基本構想（案）」についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議

をお願いいたします。 

 

【髙橋会長】 ただ今、前回の審議会で皆さんからいただいたご意見について資料４のように

まとめられました。先ほどそれに対する市の考え方を一部だけ取り上げて説明がありましたけ

れども、それぞれご発言いただいた趣旨が、意見・要望にきちんと書かれているかということ

と、それに対する市の対応、今回の基本構想にそれぞれ生かされているはずなのですが、その

生かされ方についてまた再度ご意見いただきたいと思うのです。特に今回、基本構想（案）で

新しく加わった部分がございますので、これについては勿論いろいろなご意見をいただきたい

と思いますし、その２点についてご発言いただければありがたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

 新しく将来都市像という「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」という、

こういう将来都市像が掲げられておりますが、これは全く新しい、今回出されたものです。そ

れから人口等についてきちんと数字は入れていただいたと。それからそれ以降の部分について

もご意見を考慮し書き加えられたということです。 

 

【事務局】 本日欠席の金子委員から本日の資料についてコメントをいただいておりますので、

追加でご紹介させていただきたいと存じます。 

 まず１点目、人口フレームについてご意見をいただいております。依然として９万３千人は

高すぎると思います。９万３千人が必須ということであるならば、全国的な少子化、人口減の

中でこの目標が達成困難であり、そのために諸施策を打つと、そういった言い方ができないか

と。変えてもらえないかということのご意見をいただいたところでございます。 

 ２点目として、将来都市像でございます。より具体的なものになり、現行の将来都市像より

優れていると思います。ただし、「選ばれる」という文言はあまりにも上から目線で不適当と思

われます。「人 みどり 子育て 安心快適都市 四街道」だからこそ住民も移住希望者も選ん

でくれるのではないでしょうか。市民感覚として「選ばれる」という文言はかなり違和感を感

じます、ということでございます。また、どうしても「選ばれる」というものであれば「人 み
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どり 子育て で選ばれる快適都市四街道」といったことになるのではないか。以上、金子委

員からご意見となります。 

 

【髙橋会長】 人口と将来都市像の一番大事な部分、ベースといいますか、これについてのご

意見ですね。 

 

【事務局】 はい。 

 

【髙橋会長】 どうぞ、それ以外でも結構ですので。本日の基本構想（案）についてご意見を

いただきたいと思います。 

 

【飛田委員】 全体的に読んで、バランスとか何かを考えてみたのですけれど、基本計画との

リンクを考えたときに、キャッチフレーズ的にある中で、基本目標の６番のところなのですけ

れど、５番と６番ですね。これ全体的に見ますと、何々するとかいう、そういうまちにしよう

ということで、ちょっと違和感というのは、「にぎわいと活力にあふれた」という、これ「あふ

れる」という形にしておいた方がいいかなというのが１つとですね、基本目標においては「と

もに創る」を「将来に向けてともに創る」といった形でつなげていった方がよろしいかなと思

っているのです。というのは一つ流れの中で皆さん読んでいって、「何々する」「何々する」と

いう形でまちのイメージを皆さんで創ろうよと、こういうイメージを与えた方がいいかなと。

前の構想というのは大体そういう形になっているのですね。「何々する」と。それが１つですね｡ 

 それからあともう１つですね。まちづくりの基本理念のところで、読んでいてちょっと何と

なく止まってしまうところが、２行目なのですけれど、「協働する仕組みを整え、真に市民によ

る市民のための地域社会を実現する」というところで句読点を付けてありますので、何となく

息を止めてしまうのが「市民自治のまちづくり」につなげた方がいいかなというふうに思うの

ですけれど、その辺をご協議いただけたらと。その３点です。 

 

【髙橋会長】 ３点ですね。基本目標の６のところ確認したいですね。「将来に向けて」という

のを前に出すと、「将来に向けてともに創る持続可能なまち」というのがいいのではないかとい

うことですね。 

 

【飛田委員】 何となく流れとして、全体感として読ませていただきましたので、非常に良く

できていると思いますので、そのようなところでバランスをとると、市民も読んでいて違和感

がないかなと思って、ちょっと細かい点で申し訳ないのですけれど。 

 

【髙橋会長】 まず事務局の考え方、今のご意見に対して、何かありますか。皆さんの意見を

いただきますけれども。「あふれた」という「た」にしたというのは、これ何かあるのですか。 

 

【飛田委員】 「にぎわいと活力のあふれた」というと、何か既にまちができあがっていると

いうような感じになってしまうので、あふれるような集客力というような表現をしていますか



 

 7

ら、そこへつなげていった方がよろしいかなと思ったのですけれど。 

 

【事務局】 今ご意見をいただいた点ですが、「にぎわいと活力のあふれた」という将来的に「あ

ふれた」というような、将来的にこういうまちにしたいということでの「た」という言い方を

させていただいたのですが、こちらはまた「あふれるまち」だと確かにご指摘のとおり流れ的

には、はまるのかなというのがありますので、こちらは・・・。 

 

【飛田委員】 できあがっていればよろしいのですけれど、できあがったという表現に考えて

いると思うのですけれど、「た」という「あふれたまち」にしたいという、そういうことですよ

ね。だけど実際に集客するために、いろいろと地域の協働事業とかやっていって、市民が参画

してまちづくりをやりましょうといったときに、やはり集客力とかなんかというのは、そうい

うものに市民が参加していかないとできあがりませんから、やや進行形的な意味があるかなと

思ったのです。 

 

【事務局】 私どもも考えているのは飛田委員と同じ形で、あふれているという、そういうま

ちをという趣旨です。文言については検討したいと思います。 

 

【髙橋会長】 皆さんのご意見がいろいろあれば、そういうご指摘があったので市の方で十分

検討するということでもよろしいですか。 

 

【飛田委員】 結構です。要するに流れの中で統一したものの考え方でやられた方が、市民も

読んでいて、ああ入り易いなと。 

 

【髙橋会長】 市民がパッと理解できるという意味で、特に基本目標５と基本目標６について

はちょっとご検討いただいてということでいいですか。 

 

【飛田委員】 はい、結構です。 

 

【髙橋会長】 まだ他にご意見があれば言っていただいて、特にまちづくりの基本理念の句読

点は要らないのではないですか。 

 

【髙橋会長】 「実現する市民自治のまちづくり」じゃまずいのかね。確かに句読点が複雑な

文章にしてしまっている。 

 

【事務局】 全体的な中でこれも検討させていただきます。 

 

【髙橋会長】 何か意味があるのだったら次回ちょっとご相談するという話を別途されるとい

いと思いますが。そういう趣旨でこの３つの部分については、改善するかどうかお決めいただ

くということでよろしいですか。 
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【飛田委員】 細かい点で申し訳ないのですけれど、何か読んでいて違和感があったものです

から。 

 

【髙橋会長】 この点について、是非そうだとか、そうじゃないとかいうのがあればいただけ

ますか。 

 

【田中委員】 将来都市像ですけれど、「選ばれる」という何か他との比較においてとか、私も

計画づくり、地域計画とかいろいろと過去にやってきたのですけれど、この言葉というのは初

めてのような感じで受け止めたのですけれど、何か非常に悩ましい感じの言葉ですけれど、何

か「選ばれる」というのは市外の人にとって、あるいは市民に取っては「選ばれる」、「選ぶ」

というより、市外の人にとって「選ばれる」かもしれないですけれど、基本はやはり今ある市

民、あるいは子どもたちにとっても立派な、安心のできる快適な都市なので、「選ばれる」とい

う形容詞はどうなのかなという感じは強く受けました。 

 

【髙橋会長】 分かりました。これは「人 みどり 子育て 安心快適」が４つあって選ばれ

るのか、「人 みどり 子育て」があるから選ばれると、「安心快適」はそれらとどういう感じ

なのですか。 

 

【田中委員】 要素としてはいいと思うのですけれど、「選ばれる」という言葉自体の、逐語的

な意味でね。 

 

【髙橋会長】 先ほどのご指摘と同じ。事務局どうですか。 

 

【事務局】 「選ばれる」というのは「人 みどり 子育て」が四街道市の財産となり得るも

ので「選ばれる」ということを意識しております。また、「選ばれる」は確かに市外の方から選

んでいただくということも重要、勿論これから先、重要な視点の一つになってくるのですが、

逆に若い世代が一度四街道から出て行ってしまうと、そして他の市に移り住んでしまうという

のも現状としてはございます。そういった方々が四街道市から外に出て行かない、四街道市に

住み続けたいということで選んでいただける、そういった趣旨も含めて「選ばれる」という言

葉を入れさせていただいているところでございます。 

 

【飛田委員】 市内の人、市外の人にですか。 

 

【事務局】 市外の人にも選んでいただきたいと、これから住むまちとして選んでいただきた

いと。 

 

【浅野委員】 この間、６月議会で若い市議さん２人が、シティプロモーションとか、あるい

は居住性のアピールというようなことで質疑がありましたよね。そういう観点からするとあの

若い市議２人が言っているのは、まさに課長が今言ったようなことで、市外の人が四街道市を
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チョイスする「選ぶ」ではないのですか。 

 

【事務局】 そちらも含みます。 

 

【浅野委員】 それはない訳ではないのだろうけれども、むしろ今いる人たちが自慢できる、

誇りを持てる、安心していけるというような、四街道市がもっと居住性をアピールするとか、

あるいはシティプロモーションをかけていくという観点だと思い、私は反対に「選ばれる」と

いうことは違和感を持たなかったのです。今、課長が言ったような意味合いで捉えていました

ので、確かに都市間競争みたいな話で、佐倉がいいか、四街道がいいかみたいな部分で、四街

道市にしようというようなことだけではないと見たりね。私はこれについては何ら違和感なか

ったですね。 

 

【松隈委員】 キャッチフレーズを読みまして、正にこのとおりだと思います。今まで議論し

てきて緑だとか、首都圏に近いベッドタウンとしての機能だとか、キャッチフレーズの中でい

ろいろあってしかるべきだと思うのですけれども、はっきり言って他の市と比較しての優位性

ということを考えると、四街道は市民が行政に対しても、自分たちの役割分担についても市民

がやるのだという、意気込みがキャッチフレーズになると思っているのです。だから、これで

すべてが大体印象としては決まるのだから、非常に大事にしたいと。だから、その中から「人 

みどり 子育て 選ばれる安心快適都市」というのが出ましたけれども、どちらかというとキ

ャッチフレーズ的にはちょっと言葉が長いのではないかという印象を受けました。でも文言は

お任せするといたしましても、少なくとも我々の決意がこれに示されているかという強い語調、

あるいはこういう目標についても、こういう都市にしたいのだ、こうすべきだ。はっきり言っ

て「します」と、そのようにはっきり言った方が、私は皆に理解されると思います。そういう

ことでちょっとご検討願えればというふうに思います。 

 

【髙橋会長】 今、お二人が賛成、先ほどの田中委員からあれですけれど、田中委員もう一度。 

 

【田中委員】 四街道市に縁があって住んでいる、そして生を受けて育っていると、そういう

人にとっては選ぶとか選ばないとかということではなくて、自分たちのまちの個性とかアイデ

ンティティーの中でより良いものを作り上げていって欲しい。やはり都市経営、都市の構想を

する、計画をするというのは、今ある人たちがより豊かな人生を歩むといいますか、そのよう

な言葉になると思うのですよ。そういった意味では、前に「日本一を目指す」とか「競争」と

か、比較をしないというのは、確かに成長の中でその言葉というのは魅力的で、人を凝集する、

あるいは集団を凝集する力があると思うのですけれど、これから個性とかアイデンティティー

といいますかね、それで勝負する時代の中で、背景を聞いていれば理解できますけれど、これ

が場合によっては誤解されかねないというところもあるのではないかなという意味で、私は先

ほど逐語的という意味で、内容的にはいいと思うのですよ。だから逐語的な言葉で引っかかる

ということを改めて伝えておきたい。 
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【髙橋会長】 何か替わりの言葉はありますか。「選ばれる」ということについて意義は認めら

れるが、ちょっと誤解されることがある。それから、ちょっと言葉が長くないかというような。 

 

【田中委員】 下の方に書いてありますけれど、「人 みどり 子育て」というのは、これは相

当な内容を含んでいるものだろうと、「人 みどり 子育て 誰もが安心で快適に暮らせる快適

都市 四街道」とか、下の方に素敵な言葉があったので。「選ばれる」よりはそちらの方がスー

ッといいますか、来るかなという感じで。要するに「人 みどり 子育て」の要素は変えずに

「選ばれる」を何か別の言葉で。 

 

【髙橋会長】 分かりました。何か他にご意見は。 

 

【飛田委員】 将来都市像のエキスとしては、「誰もが安心して、快適に生活できる、みんなの

手で創る」ということだと思います。それであれば、「人 みどり 子育て みんなで創る安心

快適都市 四街道」というふうにすると流れがいいかなと思いまして提案しました。 

 

【髙橋会長】 新しいご提案ですね。 

 

【浅野委員】 というのはあまり市民が「選ばれる」、この文章では誰から選ばれるのかなとか、

そういう疑問を持つよりは、どちらかというと四街道というのは皆さんが参画して、ここにあ

る基本目標でいろいろなまちが謳われていますから、そちらにリンクさせていった方が素直に

スッといけるかなと思うのですけれどいかがでしょうか。 

 

【髙橋会長】 市の当局としては「選ばれる」ようないいまちをつくりたいという意気込みは

感じますけれど、だけどみんなで創るというのがよりいいのではないかということなのですけ

れど、どうでしょうか。 

 みんなで創るというのはいい言葉で、これちょっとここで延々とやっても多分いろいろ議論

があって時間がなくなってしまうと思うので、今の意見を踏まえて市の中でもう一度市長さん

判断もありますから、それも含めて市の方で練り上げていただくということでいいですか。他

の方にもご意見があれば、是非聞いておきたいのですが。 

 

【玉井委員】 「選ばれる」という言葉がどういうふうに市民から受け止められるかなという

のがポイントなんだと思うのですよ。私はまあ現職の役人なのでこういうキャッチフレーズを

作るときに資料の中でもありますけれども、他の市町村がどんなスローガンを作っているかと

いう資料もあります。だいたい県の場合も他県のキャッチフレーズなんかを取り寄せて、いか

に特徴ある、目立つというのですかね、他との差別化の中で、どういう言葉を持ってくるかと

いうもので事務局としては腐心するところなのですね。 

 私はこれを見たときに、確かに市民からというのはどうなのかなというのがありましたけれ

ど、先ほども委員がおっしゃられたように、市の決意みたいなね、さらにこういう「選ばれる」

という言葉は、ほとんどこういう将来都市像に使われるということはないので、私個人として
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はちょっといいかなという感想を持ったのです。ただ先ほどから指摘されているように市民は

一体どう思うのだという視点は、やはり聞いていて重要なのだと思いました。 

 

【髙橋会長】 これはちょっとここでこれ以上詰めてもあれなので、これから市民の皆さんの

意見を聞くこととなりますね。 

 

【事務局】 明日からのタウンミーティングで原案をお示ししますので。 

 

【髙橋会長】 それを聞いて 終的に市がお決めになるでしょうけれど、総合計画審議会の中

でも、これはダメだというのではなくて、言い方についてご意見があったということをちょっ

と考慮してください。 

 

【事務局】 それを踏まえまして検討します。 

 

【髙橋会長】 そういうことでよろしいですか。ありがとうございます。他にございますか。 

 

【田中委員】 将来フレームを含めていいですか。将来フレームの一世帯当たり人員について、

上の方の文章と表の２．５、２．５とありますよね。これ有効数字を３桁にしたらどうかと思

います。平成３０年度は２．５２人、平成３５年度は２．４８か、そんな感じだと思うのです

けれど、有効数字２桁にするよりは、上の方の文章も含めると緩やかな減少傾向で推移してい

くものということで、この文だと３０年と３５年の緩やかな減少傾向というのが有効数字を３

桁にすることによって出るのかなと感じますね。平成３０年度は２．５２ですよね。３５年で

は２．４８とか２．４９。 

 

【髙橋会長】 このように書けば確かにその方が傾向みたいなものは分かりやすくなるかもし

れないけれど、そんなに厳密な数字ですか。 

 

【田中委員】 これは人口÷世帯数でやったものですよね。ですから概算的なものなのでそれ

は３桁でやった方が分かりやすいかと。 

 

【事務局】 割返しですので、３桁だと３０年２．５２に対して、３５年は２．４８というこ

とで、まあ四捨五入すると２．５ということで、田中委員おっしゃるとおり下２桁までにすれ

ば緩やかな減少ということは確かにイメージしやすいと思います。 

 

【髙橋会長】 これもいい、悪いと決を採るような話でもないので、是非事務局の中でやって

いただいて、どっちがいいか 終的なもので。それでいいですか。 

 

【岡本委員】 将来人口の数字というのは、これから議論される様々な今後１０年間の施策に

よってここまで持っていきたいという数字なのか、あるいは自然の成り行きに任せておくとこ
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のくらいの数字になるので、このくらいのキャパシティーに合わせた市の様々な行政目標とし

て設定したのか。その辺りのニュアンスというのが分からないのですが。 

 

【事務局】 これは前者の方でして、子育てとか定住促進、そういった施策を打つことによっ

て９万３千人位まで何とか頑張ってもっていきましょうと、頑張りましょうということで。今

ある諸条件だけで自然的に上がっていくものではない、そういうものではない、後者の方はち

ょっと違います。 

 

【岡本委員】 周辺の市町は、かなり低い、将来の若年人口を低い数字で想定していますので、

こういう状況の中で、チャレンジというか、それに向けて四街道市は頑張るということを示し

たいのかなという気もするのですけれど、そういう目で見るとこの５表の文章ですね。何とな

く、このままいけばこうなるとの印象を受けるのです。その辺りをもう少し分かりやすくと。 

 

【髙橋会長】 基本構想だから、こうしたいという、正にその点は前回の意見が出たところで

すね、人口は過大ではないかと。だけど事務局の方は、これから頑張ってこうなるように努力

したいということで作ると、こういう説明があったけれど、これを読んだときにそのニュアン

スを生かすように、例えばこのフレームのあたりでね、少しでも気持ちが表れれば、みんなに

理解してもらえると思うのですがね。頑張って人口が少しでも減らないようにというかね、人

口は緩やかな増加くらいにしたいという意欲そのものは、駄目だということではないけれど難

しいのではないかという意見もあった。そういう意欲は駄目だというご発言は確か前回もなか

ったと思うので、もしそうならば少し分かりやすい工夫をすればどうですか。 

 

【事務局】 私どもこの前半部分でそういったことを一応明記させていただいたつもりですが。 

 

【髙橋会長】 「引き続き人口増加率を維持していくということを目指します」という部分で

表現している、こういうことですか。 

 

【飛田委員】 人口フレーム（１）の後段の方では、「緩やかな減少傾向で推移していくものと

想定します。」というと、これを読んでいる人は２５年、３０年、３５年、１０年経って何だ増

えているじゃないかよと、こういう岡本委員の発言だと思うのですよ。これは正に例えば人口

問題研究所とかの統計数字からいくと、必ず下がってくるはずなのですよ。だからその数字を

出せば、市民は実際にこう落ちていくよと、だけれど私たちが努力したならばこういう形で人

口流入だとか流出を防止した結果、こうなった数字ですよということであれば市民は分かると

思うのですけれど、ここのところがちょっと矛盾している。文章が矛盾している。片や増加、

片や減少。それはちょっと違和感ありますね。 

 

【岡本委員】 何もしなければ緩やかな減少傾向ですよ、しかし四街道市は様々な若年人口の

増加など様々な施策を打つことによって１０年後にも人口は増えていると。 
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【飛田委員】 そうですね。それでまちのにぎわいとかそういうものを作り上げていくのです

よとイメージできてくるのですけれど。 

 

【岡本委員】 ですから、それに対する施策が重要だということが、ここから読み取れないの

ですね。 

 

【飛田委員】 おっしゃるとおりです。僕もそう思います。 

 

【髙橋会長】 今の部分についてはそういう意見が出ました。 

 

【事務局】 分かりました。 

 

【飛田委員】 減少については載せたくないというのは分かるのですけれど、例えば人口問題

研究所の数字を見たり、あるいは算式を見れば、四街道は絶対下がっていくねと。ということ

は高齢化が進む、まあ４０％位になる、こうなってしまうということが想定できちゃいますよ

ね。 

 

【髙橋会長】 総合計画審議会としては、この原案に対してそういう審議会のメンバーから、

審議会としての意見があったということをきちんと答申すればいいということですね。 

 

【事務局】 はい。 

 

【髙橋会長】 そうですね。ですからどのように変えるかは、市民の声も聞いて、また市の方

でご検討いただいて、審議会からの意見については、先ほどの分と併せて検討してください。 

 

【事務局】 はい、分かりました。 

 

【田中委員】 産業就業人口ですけれども、これは多分夜間就業者のことを記述してあると思

うのですけれど、普通、昼間就業者はどのくらい、夜間就業者はどのくらいというのが、二つ

の項目立てであると思うのですよ。昼間就業者が都市の活力とか、産業活動を表す指標として

あると思うのですけれど、それがここには記述されていないのではないかなと思うのですよ。

国勢調査の昼間就業率。あとその中で昼間就業者のデータを基にして、書いてあるような感じ

がちょっとするのですよ。この表は四街道に住む人が、どんな職業についているかということ

を表しているデータなわけです。これは人を財産として、地域の中でどんな人たちがいるのか、

それを示すものとしてある。しかし、実際に昼間就業者は将来どうなるのですかと。都市核の

中でどの程度、商業集積とか、あるいは流通とか、あるいは情報産業の集積がなされていると

いうものを踏まえた上での昼間就業者推計というのが、その作業がここには示されていないと

思うのです。よろしくお願いします。 
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【髙橋会長】 今の点は大事な点ですね、確かに。これは人口、夜間人口のうち働いている人

の数があって、それがどこでどういう分野で働いているか、もしかしたら東京で働いているか

もしれない。だからそういう数字でいいのか、それとも昼間に四街道で働いている人が、昼間

の就業者がどれくらいいて１次、２次、３次という数字なのか、その両方を載せるのか。この

産業別就業人口という意味ですね、ここに出ている意味が。 

 

【田中委員】 属性で常住地就業者と従業地就業者という区分があったものですから、これは

常住地就業者の値だと思いますので、活力、産業活動を示すそちらの方について踏み込んだ分

析なり、将来推計といいますか、その辺りを洞察した数字が欲しいといいますか、必要じゃな

いかなと思います。 

 

【髙橋会長】 田中委員の言うとおり、就業者には常住地就業人口と従業地就業人口と両方あ

るのですね。だからどちらを載せて何を記述したいか、ないしは両方載せて例えば四街道の特

質みたいなことをはっきりさせた方がいい。これもそういう指摘をするということでよろしい

ですね。これもこれ以上議論してもあれでしょうから。何となく載っけているのだけれど、こ

の文章で何が言いたいのかが分からないということにもつながる。ありがとうございました。

他にどうぞ。 

 前回いただいた意見について、市の方で、その大部分はこの後の基本計画の方で生かさせて

いただきますということと、それから既にこの中に取り込んだということ、それはちょっと取

り込めないというか、既に入っているから原案どおりでいいという３つくらいの仕分けで整理

されていると思いますが、これは一応こういうことで、いや趣旨が違うということがあればご

指摘いただきたいと思いますが。特にないということでよろしいでしょうか。 

 それでは基本構想につきましては、いくつかの審議会としてのコメントといいますか、意見

を付けて答申しますけれども、基本的にそれ以外のところについては皆さん良しとするという

ことでいいじゃないかと、そういう意見が大部分ということで、次の基本計画の方にいきたい

と思います。 

 議題の２ですね。この基本構想を受けて基本計画というものを作る訳ですが、今日は骨子の

案について資料が出ておりますので、これについての説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 それでは議題２、議題３についてご説明させていただきます。 

 それでは資料２の説明に入らせていただくのですが、その前に資料３-１と３-２、こちらを

ご覧いただきたいと思います。 

資料３-１につきましては、先ほど表紙、１枚目だけの差し替えをお願いしたところでござい

ます。それぞれ、現行基本計画の評価として行ったものなのですが、資料３-１「四街道市総合

計画前期基本計画施策評価一覧」、こちらによりまして施策内容の評価を行っております。そし

て資料３-２の「前期基本計画主な指標の達成見込」こちらによりまして、指標の評価を行って

おります。施策といいますのは、基本計画書の中に記載されているところなのですが、それと

指標につきましては、数値的な目標をとっているのがいくつかございます。こちらでございま

す。こちらの評価について説明させていただくのですが、再度資料３-１をご覧ください。本資
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料は現行基本計画に掲載されております２１３施策につきまして、評価の結果をとりまとめた

ものとなっております。評価の方法につきましては、施策内容どおりに実施されているものは

「○」、施策内容の一部は実施されているものは「▲」、施策が未実施のものは「×」という３

段階で評価されております。表では一番右の欄に「○」、「▲」、「×」が記載されております。

評価結果全体といたしましては、差し替えさせていただいた資料１枚目の集計表をご覧になっ

ていただきたいと思います。一番左の表が３段階の評価をそれぞれ、○が評点５、▲が評点３、

×は評点１として算定したものでございます。また、一番右の表がそれぞれの数を表している

ところでございます。そして真ん中ですが、こちらが今回加わったところなのですが、平成２

３年度に実施いたしました市民意識調査の結果でございます。市民の皆様の施策分野ごとの満

足度、重要度を参考として記載させていただいております。なお、評価につきましては、施策

内容の重い、軽いというのもありますので、特に全体の達成率という形では評価しておりませ

ん。評価の結果といたしましては、２１３の施策のうち○が１３１、▲が７０、×が９、評価

対象外が３個となっています。また、評点の平均は４．１６となっています。こちらは基本計

画期間内の施策ということで考えていただければと思います。 

 次に、３-２の資料でございます。現行基本計画に掲載されております主な指標につきまして、

目標達成率が１００％以上のものを「目標達成」のＡ、目標達成率が８０％以上１００％未満

のものを「ほぼ目標どおり」のＢ、目標達成率が５０％以上８０％未満のものを「目標を下回

る」としてＣ、目標達成率が５０％未満のものを「目標を大きく下回る」としてＤと表記して

おります。全体の評価結果は、１ページ目の表のとおりでございます。 

 市といたしましては、この結果と市民意識調査を始めとしますこれまでに行ってまいりまし

た様々な市民参加により把握してまいりました市民ニーズ等を十分に考慮しました上で、社会

状況や市の財政等を十分に踏まえながら、基本計画を構成する事業の設定を行ったところでご

ざいます。そのような中で設定させていただいた事業について、次にご説明させていただくと

ころでございますが、先ほどお話いたしました資料２をご覧いただきたいと思います。資料２

につきましては、本日差し替えたものをご覧ください。本日お配りしました差し替えの資料な

のですが、修正箇所につきましては、４ページ目の基本目標３、施策の１７ですね、「義務教育

の充実」というところがございますけれど、ここで「教育環境の整備」というのが四角で囲ん

だ真ん中にあるのですが、こちらの「少人数学級推進事業」の内容が間違っておりまして、修

正前は「少人数学級指導員を活用した３０人学級の実現」と書いてありますが、指導員の名称

が「少人数学級推進教員を活用した３０人学級の実現」ということで修正させていただいてお

ります。続きまして５ページ目の基本目標４のところなのですが、施策の２９番、「計画的な緑

の整備」ですが、四角の下の方の「公園・緑地の整備」、この中で「都市公園・緑地維持管理事

業」の指標内容でございますが、修正前は「中央公園ほか庭球場の改修・公園内施設の点検・

修繕」となっておりましたが、修正後といたしまして「中央公園庭球場の改修・公園内施設の

点検・修繕」ということで、語句の修正と考えていただければ結構です。内容の変更はござい

ません。 

 それでは資料でご説明させていただきます。資料で１ページ目になるのですが、将来都市像

と基本目標、また基本目標ごとに計画いたします合計４７の前期基本計画の施策を掲げており

ます。４７は前期基本計画の施策数です。ここで資料があちらこちらで大変申し訳ないのです
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が、資料６を出していただきたいと思います。 

 こちらは右側に三角形の図が載っているものなのですが、施策の話に行く前にこちらの話を

させていただきたいのですが、本資料では左側に現行総合計画の体系を記載させていただいて

おります。真ん中に新たな総合計画の体系、これを示しております。右側に施策体系の基本構

想部分と基本計画部分、こちらを明示している。以前にもお出ししている図と同じでございま

す。こちらの図をご覧になっていただきまして、体系の変更につきましては、より分かりやす

い体系の名称とするということと、今後の評価方策等を視野に入れた上で、現行計画の施策の

テーマ、こちらの下段のところ、網掛けしてあるところでございますが、この施策のテーマ、

それから下の先ほど２１３と言いましたが施策、こちらにつきましてそれぞれ真ん中をご覧い

ただきたいのですが、それぞれの名称を施策と具体的な取り組みという名称に変更いたしてお

ります。こういたしますことで、変更後の施策につきましては目的を踏まえながら統合を図り

まして、施策数につきましては４７とさせていただいているところでございます。前後いたし

ますが、こちらが先ほどの資料２のお話になっています。 

 なお、基本計画の中で、この施策体系に基づきます表記がどのような形になるかにつきまし

ては、本日お配りしましたＡ３版１枚の「基本計画書完成イメージ」となります。今回施策ご

とに見開き１ページで記載させていただこうと考えているところなのですが、こちらでどこに

表れてくるのかということをご説明させていただきますと、資料６で記載されております「基

本目標」が左側の一番上に基本目標がございます。 

 次に「施策」がどこかといいますと、直ぐ下、施策の２と書いていますが、施策の２「家庭

相談・家庭支援の充実」、それで同じ言葉が左側にも書いてあります。これは基本計画書をパラ

パラと見たときに、直ぐに施策が分かるといったところ、基本計画書の見やすさという点に配

慮いたしまして、２箇所付けさせていただいておます。 

 因みに今のところの考えですと、４７施策でこういう形を取ってまいりたいと思いますので、

自分が見たい施策がありましたら、パラパラとめくっていただければ、この何番、いくつとい

うのが左だけ見ていただければ出てくると、そういったところに配慮したところでございます。 

 施策が２箇所に示されているというお話しをさせていただきました。施策につきましては、

現況と課題と方針等を説明させていただいた上で、右側に移りまして、具体的な取り組み、と

いう形で示させていただいております。これが先ほど資料６でも出てきた具体的な取り組み１

３４のところでございます。 

 具体的な取り組みが出た後に主要事業、それから施策の指標、これはない場合もございます

が、ある場合には施策の指標。それから一番 後には期待される役割ということで、協働、共

助といったところの視点、お願いしていく視点を市民の皆様、それから地域、それから事業所

の皆様、そういった形で書けるところについては書いていくということで添付させていただい

ております。それが今回の体系と具体的にどういうような形になるのかというのがこのサンプ

ルイメージで添付させていただいているところでございます。 

 もう１回、資料２に戻らしていただきまして、１ページ目でお示ししました６つの基本目標

とそこに属する施策につきまして、２ページ以下で基本目標ごとに１ページを使いましてその

施策の具体的な取り組み、その取り組みを構成する主要事業を明示させていただいているとこ

ろでございます。なお、本資料では１つの具体的な取り組みに対しまして、１つの主要事業を
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明示させていただいたところでございます。ですから主要事業というよりも具体的な取り組み

の中の主な事業と考えていただいた方がよろしいと思いますが、そういう形でやらせていただ

きます。また、２ページ以降、各ページの右側上に「注意」が書かれております。こちらに書

いてございますとおり、主要事業、主な取り組み事業につきましては、★印がついているもの、

こちらについては新規事業もしくは新たな活動内容を含む事業ということで、グレードアップ

させたものとか、そういうものが★印という形で記載させていただいております。主要事業と

いたしましては、施策１からそれぞれ★がついているところが何箇所かございますのでご覧い

ただきたいと思います。 

 なお、★を記載しております事業の中で、現時点では諸要因を踏まえまして保留とさせてい

ただいている事業もございます。そちらは今後追加もありますことをご了解いただきました上

でご覧いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 この資料２につきましては、先ほど課長から説明がありましたが、明日から７月７日までタ

ウンミーティングを計７回開催いたします。そのタウンミーティングでお示しする資料と同じ

ものであるということをご報告させていいただきます。以上で資料２についてのご説明とさせ

ていただきます。 

 

【髙橋会長】 いかがでしょう、これからご議論いただくのですが、前回の基本構想との関係

はよろしいでしょうか。今のもうちょっと、ここのところは分かりにくいから説明をというの

は。 

 

【松隈委員】 基本計画、これからご説明あると思うのですけれど、先ほど言われた３-２の資

料ございますね。前期の評価、そういうものをここに勿論取り入れられたと、こう考えていい

のですね。達成度とかいろいろやられたものは、今までの会議やらワークショップやら、そう

いう会議の中身を網羅されていると考えていいですか。先ほどの３-１、３-２の資料の評価項

目ありましたよね。達成できなかっただとか、×だとか○だとか。そういう×だとか○だとか

については、今度の基本計画に解決する部分は一応ここに網羅されていると考えていいですね。 

 

【事務局】 はい。 

 

【髙橋会長】 これは評価について２つの評価があって、点数もそれぞれ付き、３-１の表紙で

説明がありましたけれど、これの例えば評価が低いところについて新しい項目を入れたとか、

充実したとか、十分できてしまったものは、次の新しい計画では、もう達成したからやらなく

ていいと、そういうことも評価に入ってしまっているのですか。これはこれからやるのではな

いの。 

 

【事務局】 基本計画の中では基本的には入っております。ただ、先ほどお話しさせていただ

きましたとおり、この評価だけをもって判断というのは、私どももできませんので、例えば社

会的課題、それから財政的状況そういったものを総合的に判断した上で、当然こちらの評価も

判断した上で、基本計画事業というのを設定させていただいている 中だということです。 
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【髙橋会長】 ということは今の資料にはそれは、入っているかどうかということも言ってい

らっしゃるのだけれど、まだこれから加味するということをおっしゃったの、それとも入って

しまって資料２が出ているか、そこを多分聞かれたのではないかと。 

 

【事務局】 入って資料２が出ているということで、私どもは考えております。 

 

【髙橋会長】 そうですか。先ほど説明いただきましたけれど、ちょっと資料が多くて分かり

にくいところもあるかと思うのですが、基本構想で一応基本的にこれでいいのではないかとい

うご意見をいただいたと思うのですが、先ほどの基本構想の９、１０、１１、 後のところで

すね、ここで施策の大綱というのが基本目標１から６まであって、主要な取り組むべき施策分

野というのが鉤括弧で入っているのですが、ここまでが基本構想の述べる部分で、それを受け

てさらに詳細なものを基本計画に載せる、それがこの図です。だから、一番右側の基本構想は、

先ほどご議論いただいて、それを受けて細かい具体的なことを整理する。そのスタイルはこれ

だということですね。それが項目ごとに、こういうふうに同じようなフォーマットでできる。

お手元に基本計画は置いてありますか、これまでの現行のもの。それも基本的にはこんなスタ

イルなのですが、若干変わっているのですね。新しい計画では数の変更があったり、タイトル

が改善されていたりとか、そういうことですよね。 

 

【事務局】 補足説明します。今皆さんのお手元に回ったかと思いますので、５０ページを開

いていただきたいと思います。こちらが基本計画の 初なのですが、例えば学校教育というも

のにつきまして、学校教育という課題、政策分野につきまして、a 幼児教育への支援と b とい

う形で進んでいく訳なのですが、今回の場合、施策というものを１つ捉えて、見開きで１施策

をという形で考えています。施策分野をメインにはしない、施策をメインにして考えていると

いうところでございます。 

次に、三角形の説明が不足しておりましたので説明します。こちら上の方は基本構想で１０

年と書いてあります。これ１０年構想なのですが、１から７まで、これは今回お示しさせてい

ただいた構想と全く同じでございます。ただし、下の基本計画、これ前期５年、後期５年と書

いてありますが、ここはまだ固まっておりませんので、現在の今お手元にあります基本計画の

構成を書かせていただいているところでございます。ただし、今回の基本計画に当たりまして

は構成的にやはりこのような構成で、多少変わるかもしれませんが、このような形でいこうか

なと思っています。具体的には人口の見通し、財政の見通し、重点プランという名前になるか

どうかは別といたしまして重点プラン、それと分野別基本計画につきましては先ほどイメージ

をお示ししたと、こんな構成でやらせていただこうかなと今のところは考えております。 

 

【飛田委員】 ちょっと今の説明で理解できなかったのですけれど、従来の計画書だと左側に

現況と課題とかが、このように書かれておるのですけれど、そういうものをまた入れていくの

ですか。 

 

【事務局】 こちらをご覧になっていただきたいのですけれど、こちらは現状と課題。 
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【飛田委員】 それは入れるのですか。 

 

【事務局】 ただ、施策ごとの現況と課題を入れるということです。今は、分野ごとに現況と

課題を整理しています。 

 

【飛田委員】 あっ、分野じゃなくて施策ごとに入れていくということですね。 

 

【事務局】 いま、a、b、c で書いているところが、こちらの表でいいますと施策のテーマと

いうものになるのですけれど、このレベルを今回施策としまして、その施策ごとに見開きで１

枚という形です。ここで現況と課題をあげまして、基本方針と課題解決のための施策、具体的

な取り組みとなります。 

 

【飛田委員】 基本構想がこの課題とのところに入っていく訳ですか。 

 

【事務局】 基本構想はこの前の部分ということになります。構成は、この現行のものと同じ

ですので、現行のものを見ていただきますと、まず、序が入っていますね。その次ページをめ

くっていただきますと、１７ページくらいだと思うのですが基本構想がここで入る。こちらの

方が分かりやすいので２ページのところを見ていただけますか。赤で塗りつぶしてあるところ、

これが序、基本構想、基本計画ということです。先ほどの議題１の方でご議論いただきました

のは基本構想の部分というところでございます。資料６で、上の方にございます１から７、こ

れが基本構想でございまして、その次に基本計画編に入るのですけれども、まず分野、こちら

でお示ししました施策ごとのものをお示しする前に、人口の見通しですとか、財政の状況とか、

重点プラン的なもの、こういったものを先にお示ししてから、各施策をこういった形でお示し

するというような形を考えているということです。 

 

【髙橋会長】 ちょっと複雑で、皆さん理解できない部分があるようですね。ちょっと整理し

まして、先ほど目次で説明していただきましたね。基本構想は先ほど議論していただいたもの

ですが、それを受けてこの基本計画というのがあるのだけれど、基本計画の時には、まとめ方

としては、 初に位置付けとか、人口とかそういう総論みたいなものがあり、そして今度は基

本目標の６つ、さらに基本目標の中に４７の施策、基本計画で施策ごとに見開きで１つずつ説

明していくと、それがこういうスタイルだと、そういうことですね。 

 

【飛田委員】 お話し中で申し訳ないのですけれど、この施策の大綱と基本目標はほとんど同

じだと思うのですけれど、何故ダブらせてやる必要性があるのですか。基本計画があれば全て

そこで具体的に推進すれば済むことではないのですか。一般企業などはそうですよね。 

 

【事務局】 基本構想の方は、１０年構想ということで前期基本計画だけではなくて後期まで

及ぶ、影響を及ぼすものです。基本目標の中でどういうようなまちを目指すか、分野別にどう

いうまちを目指すというのが基本目標になっています。次の施策の大綱のところでは、その目
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標を達成するための手段としての施策について１０年間の方向性をお示ししています。１０年

間の施策の方向性により前期５年間についてどのような施策を推進していくかが基本計画の部

分であり、議題２で、ご議論をいただく部分となります。 

 

【飛田委員】 基本目標というのは１０年間の基本目標ではないのですか。 

 

【事務局】 １０年間の基本目標です。 

 

【飛田委員】 であれば、基本目標のところでしっかりとこういうことでやりますよというこ

とは、はっきり分かっている訳ですから、施策を何も書かなくても、要するに実行に移す計画

の具体的施策のところでやっていけば済むことじゃないですか。何もダブらせる必要性ってあ

るのかなと。ちょっと単純な質問ですけれど。 

 

【岡本委員】 多分、飛田委員が言っていることは、普通会社の人は３年くらいの長期計画を

立てて、その中で１年ごとにローリングする。行政の場合は新しい道路の建設とかの大規模事

業ですと、住民のコンセンサスを得て着工までに３年とか５年くらい掛かって、それから様々

なことをやると、やはり１０年くらいのスパンで考えておかないとできない施策が沢山あるの

ですよ。ですから実際に予算執行とか何かの執行では５年計画で、まちの将来像としては１０

年先まで見通した計画が必要なのです。ただ、これを見るとわざわざ１０年と書かなくても単

年度予算でも対応できる項目が沢山あるというのはありますが。 

 

【飛田委員】 でも単年度でやっていかないと、財政が・・・。例えば人口が減少していった

場合、税収というのがどんどん減っていきますよね。そうなったときには単年度計画で変えて

いかないと、非常に計画の実行性というのは乏しいですよね。 

 

【岡本委員】 ですから毎年見直しは必要なのですけれども、ここに道路を作る予定があると

かですね、区画整理の計画があるところは、やはり１０年かあるいはそれ以上の計画をあらか

じめ作っておかないと、景気が悪くなって工事が止まるにしてもですね、そこのところはどう

いう市街化調整区域にするかというような議論はやはり何かの形で必要だと思います。ただこ

れを見るとわざわざ長期の中に入れなくとも、むしろ５年計画、あるいは単年度でもいいよう

な項目もたくさん入っているので……。 

 

【飛田委員】 通常であればマスタープランなんていうのは３年ごとに、県だってそういうマ

スタープランは３年ごとに見直して、それで５年で達成度を確認してやっていくのではないか

なと思うのですが。 

 

【髙橋会長】 今、岡本委員が言われたように、地方公共団体の計画は先ほど議論した基本構

想があり、その下に基本計画があって、自治体によっては、さらに実施計画という３階建てに

なっています。地方自治法が変わりましたけれど、四街道の場合は基本構想と基本計画は議会
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で承認いただくということになっていて、実施計画は毎年の予算で市役所の方で予算を作って

実施していると、だから毎年の事業はそっちの方でやるのですが、それは基本構想の精神に合

って、かつ基本計画の中に載っかっていないと実施計画はできない。その３段階になっている

ものですから、それで一番上の基本構想は大体１０年くらいの長さを考えて、さっき言った人

口も想定する。基本計画は前期の分と後期の分と５年ずつに分けて、それで前期を進めていく。 

 

【飛田委員】 施策ですか。 

 

【髙橋会長】 そうです。だからそれをさらに具体的に書いているのですね。それでちょっと

今日は議論する時間がないのですけれど、先ほどの資料中で細かい事業が沢山載っていますよ

ね。これが基本計画の中に出てきて、それで事業の趣旨だとかいろいろ書いてある。これは次

回以降また議論していただきますが、その前の何と言いますか、４７に分けた施策のところま

での考え方について今日は議論いただきたいと思います。 

 

【飛田委員】 僕なんかは、時間を短縮して物事を判断してきた人間ですから、基本的な目標

があって、その目標に対してどういうことをやろうと、自分でもそうだと思うのですけれど、

それに基づいてできたか、できなかったかという振り返りがあって、全てがどうやっていいか

という、そういう行動パターンというか。個人の話とはちょっと違っているか。 

 

【岡本委員】 前回の計画で見ると、やはり５年後、１０年後の人口が載っているのですね。

この１０年後には市の人口は１０万人になる。つまり前回の基本計画に基づいて様々な施策を

打っていけば、魅力的な四街道市になって、１０万人位の人口が期待されるということで、計

画を組んできた訳ですけれども、実際に届かない状況ですね。ですから今回も同じような１０

年計画の施策を並べたのではですね、前回の予測した数字と同じくらいの不足が、１０年後に

も計画を下回っていくのではないかと。そのような状況の中で、今回、前回から違うというの

が、残念ながらあまり見えてこない。いわゆるＰＤＣＡですね。前回の計画に対する是正がこ

うなっていて、今回の計画ではそこをきちんと見直しを図っているので、この計画は大丈夫で

すよというアピールを、もう少し出していただきたいなと思います。 

 

【髙橋会長】 先ほど基本構想の人口の話がありましたけれど、少し頑張らないとそうならな

いよと、ちょっと付け加えたらいいのではないかと思うのです。だからそれぞれ基本計画とか

実施計画とかが下にある訳ですけれど、その中では相当頑張った計画、大胆な計画にも取り組

んでいかなくてはいけないのではないかということになると思います。それについては、また

次回以降に議論する機会があるのですか。 

 

【事務局】 基本計画については、また次回以降もあります。 

 

【髙橋会長】 そうですね。もう少しこういうことを書けと、ないしはこういう施策を出すべ

きだというご意見を是非いただきたいと思います。 
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【飛田委員】 今さらっと読み直していて、当然いろいろなこと、基本構想とこちらの土地利

用構想というのもありますよね。土地利用構想の６ページ、この中ちょっといろいろと全部読

んでいくと、上から２行目の将来都市像の実現に向けてと書いてあるのですけれど、これ都市

像実現よりも、リンクしている基本目標がここに入っていった方がこれさらに具体的ですよね。 

 

【髙橋会長】 基本構想ですか。 

 

【飛田委員】 いや、基本目標。下に基本目標が書いてありますよね。要するに基本目標とい

うのは９ページ以降に書いてある訳ですから、将来都市像というのは２ページに書いてあるや

つですよね。 

 

【髙橋会長】 基本目標は、まず２ページ、３ページにあって、それを受けて取り組むべき施

策分野が……。 

 

【飛田委員】 いやそうじゃなくて、土地利用構想が６ページにありますよね。これの下から

２行目に、将来都市像の実現に向けてというと、都市像だけの実現ではなくて、逆に言うと基

本目標も都市像の中に含めてあればいいのですけれど、都市像の中にはそういうのは書いてな

いわけですから、基本理念とかそういうのは書いてあるのですけれど、どこかで何かを入れて

おかないと、それはいいですか。 

 

【髙橋会長】 これは基本目標、それから施策の大綱というのは、市全体の施策全体について

掲げられている訳ですから、その中でも土地利用構想だけを具体的に都市の方向性とそれから

都市構造という、この２つを土地利用構想では述べているのですね。この６ページ、７ページ、

８ページは土地利用構想についての記述ということですね。 

 

【事務局】 土地利用構想についてのみの、６ページから８ページまでです。 

 

【飛田委員】 土地利用構想というのは、将来の都市像を実現するためにという１つの目的が

あるとすると、そうじゃなくてこの中には基本目標も入っている訳でしょう。 

 

【事務局】 将来都市像を達成するために６つの基本目標をまず立てましょうということにな

っております。ということは将来都市像を達成するためには、やはり基本目標を達成していな

くてはいけませんので、ここは四街道としての大きな土地利用という観点で述べさせていただ

いておりますので、土地利用構想が基本目標を達成するのではない、将来都市像を達成するた

めだけのものではなくて、基本目標も達成するために土地利用構想があるということです。 

 

【飛田委員】 基本目標の実現ではなく、都市像を実現するために土地利用構想が走られると、

緑をあるいは環境をというよりか、基本目標に沿わない部分も、相矛盾する部分も出ませんか

と言っているのです。 
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【髙橋会長】 その部分でちょっと誤解があると思うのですが、まず基本構想は土地利用構想

以外も福祉とかいろいろ全部含めているのですね、全部ある。ですからそれが２ページ、３ペ

ージに書いてある基本目標がある。だけどその中で土地利用構想についてだけは別立てで、こ

の５という６ページのところに記述されているのですよ。ですから土地利用構想は基本目標の

全部ではなくて、その一部を勿論カバーしてね、そういうことでしょう。そういうことじゃな

いの。いや、間違ったらちゃんと言ってもらうといい。土地利用構想が全体で、そのなかに基

本目標が６つあるというスタイルではないでしょう、これ。 

 

【飛田委員】 土地利用構想のところに、将来の都市像を実現しましょうと明記されている。

ここに書いてある都市像は、非常に短文で書かれていますから、これを実現すること。それだ

けであれば、じゃあ基本目標は無視してもいいんじゃないかとなっちゃいますよ。 

 

【髙橋会長】 いえいえ、そうじゃなくて、基本目標は沢山あるのだけれど、土地利用構想に

ついてだけここに少し詳しく書いてあって、この土地利用構想がその６つの目標を実現する、

一部に貢献するという……。 

 

【飛田委員】 それは書いていないですよ。 

 

【髙橋会長】 そういう仕掛けになっているのですよ。 

 

【岡本委員】 よろしいですか。今のポイントはですね。将来人口フレーム、平成３５年、９

万３千人という目標が、様々な目標の中でどのくらい上位にあるかということなのですよ。つ

まり全国的に見て人口が減ってくる中で、四街道に住んでいる人が将来もいい生活ができる、

クオリティオブライフを 高のレベルにもっていくために四街道市の施策として、どういう施

策を打つべきかという観点が 優先される。それであれば平均的な人口減少の中で、例えば１

０年後、８万人とか７万８千人とか、そのくらいのレベルで現在住んでいる人が一番快適に過

ごせるにはどういうような施策なのかということも、ひとつ計画のどこかにあるかもしれない。

でももう少しその活力となる市民、就業人口を増やして若年人口を増やすことによって、こう

いう魅力的な四街道市にしたい、まあそちらの方が優先順位が高い、まあその中で様々なとこ

ろの折り合いを勘案すると、平成３５年、９万３千人位というところが四街道市に住んでいる

人にとっても理想的で、これからさらにある程度の人が入ってきて産業も活性化していくとい

うことであれば、それに向けて市はどういう施策をとりますと、その中には、土地利用計画と

しては良好な住宅地を提供していきますと、その住宅地に住む人にとっては子育て支援に向け

てこういう取り組みをするのですよということで様々な計画に入ってくると思うのですけれど

も、後ろの方で、先ほど先生が見ていただいた９ページ、１０ページ、１１ページ辺りのとこ

ろに、それぞれの部署から上がってきた、それぞれの部署の責任と権限の範囲でできること、

つまり土地利用計画としてはこういうことなのですよ。道路とか・・・。 

 

【飛田委員】 ですから、そういうことも謳っておかないとおかしいでしょと、僕は言ったの
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です。 

 

【岡本委員】 例えば人口９万３千人を目指すということであれば、市がそれに向けて全庁挙

げてこういう施策をする、その中には土地利用計画がこうなってきて、そこに新たに入ってく

る若い人たちの支援に向けて、こういう取り組みをするという有機的なつながりについての記

述がないですね。ここに指摘される問題点がある。 

 

【髙橋会長】 今日はまだ出ていないけれど、基本計画の 初のところに書かれている。 

 

【飛田委員】 その辺で整理していけば、あくまでいろいろな基本構想ありますよね。基本構

想の中でいろいろなパーツがあって、そのパーツというのが、基本目標にリンクしていますよ

ということを謳っておかないと、読んでいる人は何をやっているのかなと思いかねない。 

 

【髙橋会長】 今ここで出ている原案では、先ほどの四街道市の目指している人口も、ある程

度増やしたい。そのために総合的にいろいろな施策をやるということを、もう少し詳しい、何

というか基本構想に書いてあるものを少し進めたようなものを書いた上で、そして各論にいく

のはいいのだけれど、何か直ぐ各論で、何部何課の仕事というふうになっちゃって、その仕事

をやれば基本構想で議論したようなことが実現するかどうか、はっきりしない。そこをもうち

ょっとはっきり書いてくれないと困るのではないかという、そういう発言だということでいい

ですか。 

 

【岡本委員】 そうです。多分皆さんの頭の中にはあると思うのですよ。 

 

【飛田委員】 計画を作っている方は理解しているから分かるのですけれど、たまたま私、一

市民として、例えばこれを読んだとき、分厚いやつは読みたくないのですけれど、簡単なエキ

スで読んでいった場合は、あるいはいろいろな表を見る場合に、市政だよりで見るにしても、

ああそういうことかというのがあれば、リンクしたものが羅列してあれば、つながっていると

いうことが理解され、計画が実施されていくと、我々市民も何か協力していこうよと、そうい

う気持ちにもっていった方がよろしいのではないですかということなのです。 

 

【髙橋会長】 事務局としては、基本構想で理念とかいろいろ書いたけど、あとは基本計画ま

で来て、この４７をこのフォーマットに沿って書けば、ああこれで完成したと、そう簡単に思

わないで、何故この４７が必要かというところを、市民の人が分かるように基本構想をもうす

こし分かりやすい形で、こういうことを重点的にやるから実現できるよということが分かるよ

うなものを書いた上で、 後ここにまとめるのはいいと思うのですけれど、その中間がちょっ

と見えないということのように私は受け取ったのですが、そういう意味でちょっと頑張ってい

ただいて、だから基本構想が終わって、あとはこういうフォーマットがあるのだから、あとは

各課でこれを埋めればいいというふうに考えては困るということです。 
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【松隈委員】 大事なことだと思うのですけれど、ここでの議論を聞いた中で、やはり住んで

みたい、住み続けたい、緑があふれる、子育て日本一、ここに集約されているのですよ。四街

道はここが一番セールスポイントなのですよ。これで将来像を作ってみた。人口もおそらくい

ろいろな施策を入れて、先ほど岡本委員がおっしゃったように、ある程度努力し続けてずっと

数字を積み上げてきて、その数字も一応バーターとしてどれくらい、こういう形の魅力あるま

ちにしていって、これ位だという数字が出る訳ですよ。そういうことでもう多分、どういう会

へ行っても市民も言うと思います。何とか四街道を活性化しようと、そのためにはこれしかな

いと、そういう点が集約されていますのでね。それに沿ってやるのだと。ただそれを説明する

ときに、いろいろと前段、後段ありますけれども、ちょっと私が気になったのが、先ほど私が

言ったように網羅されている前期の評価は１０年なのですよ、１０年。先ほど言ったように５

年や３年の話ではなくて、１０年経ってあの評価が出てきたと。ところがあの中には一番大事

な、今言ったような内容のやつが、みなちょっと欠けちゃっているから、そこを何とか馬力あ

げてですね、そこに対応する施策を出していただきたいなというふうに、それが次の議題だと

思います。ただおっしゃることは皆十分に、私自分では理解しているつもりなのですけれど、

だから単純に今言ったようなことで、これ何とかしなければ、時間がないよと。 

 

【浅野委員】 基本構想あり、基本計画ありとちょっと複雑ですよね。ここで、確認したいの

だけれども、このフォーマットというのは、現在の基本計画でいけば、例えば学校教育という

のを先ほど５０ページで示してくれましたよね。例えば５０ページの中には幼児教育の問題だ

とか何とかということでもって、a、b、c があると、で、a、b、c じゃなくて、今度の基本計画

では a、b、c ごとに１ページずつ区切っちゃう訳ですよね。 

 

【事務局】 そのとおりです。 

 

【浅野委員】 そういう意味ですよね。私は分かりました。 

 

【髙橋会長】 それぞれ一部ずつきちんと議論する機会も勿論ある訳ですね、あと何回ありま

すか。 

 

【事務局】 まだこれ計画書のイメージとしてお示ししましたフォーマットにつきましても、

これは答申いただくまでの間に皆さまにお示しして、ご理解いただかなくてはいけませんのが、

ちょっと回数は今直ぐには予定できません。 

 

 

【髙橋会長】 議論をする場はあるということですね。次回以降どうなるかは分からないけれ

ど、そういう場を是非作ってもらわないと覚悟ができないですから。 

 

【藤本委員】 先ほど、構想と計画のつながりという話もあったと思うのですけれど、ちょっ

と思ったのは構想の方の資料１でいうと９ページには「自助・共助・公助」が一体となってや
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っていきますとあるのですけれど、計画の基本目標２を見ますと、３ページになりますけれど、

「自助・共助・公助」という言葉はほとんど出てこなくなってしまって、それならさっきの市

民の方にとって構想では「自助・共助・公助」と言っていたのが、計画になったら一切出てこ

ない。もし可能だったら施策の１１、１２、１３を「自助・共助・公助」に分けられるのだっ

たら分けてみるとか、今見てみると１１は、「公助」の中でもソフト対策というような感じで、

１２は「自助・共助」に近くて、１３が「公助」の中でもハード対策に近いのかなというイメ

ージなのですけれど、これちょっと何か読んでいても分かりづらいのかなと思って、少し「自

助・共助・公助」を構想で謳ってというか、書いてありますので、計画の方でもそれを意識し

た構成にしていただいた方がよろしいのかなと思いました。 

 

【髙橋会長】 この資料２の基本目標１から６は、基本構想で述べたもので、そこに４７の施

策があると、その４７のそれぞれについて２ページ以降に施策があって、それでこの施策はま

だこれから議論する、これで決まりなのですか。これで決めたいので皆さんの意見を欲しいと

いうことであれば、まだ次回以降これについて、いま藤本委員からいわれたようなことも議論

するそういうような機会があるのでしょうか。 

 

【事務局】 具体的な取り組み、主要事業ということで出させていただいておりますのが、完

全な決定ではございません。今、現時点で各課からいろいろと集約をかけて総合計画に盛り込

みましょうという形で集約した現時点での形が、この４７の施策になります。それ以外の、先

ほども申し上げたとおり、さらに取り組まなければいけない事項というのも、今同時に検討し

ておりますので、先ほどの藤本委員が言われた点についても、今後もう少し内部で検討してい

く余地はございますので、その辺りは検討させていただきたいと思います。 

 

【髙橋会長】 先ほど岡本委員からも、飛田委員からもご指摘、提言もあったのですけれど、

この基本計画になると各課の仕事に、まあそこから上がってこなくてはいけないのですけれど、

どうも基本構想で一番肝心なところと、具体的なここで挙げられている施策の間にね、何故こ

ういう施策をしなくてはいけないのか、どういった視点で施策を工夫したり、作っていかなく

てはいけないかという辺りのことをもうちょっと説明してもらった方がいいのではないか。ど

うもここから先になる施策というのは各部各課の事業が上がってきてしまうような感じになっ

てね、基本構想なり何なりで一番我々が議論したことが、ここに生かされているかどうかとい

うことはちょっと疑問で、だから質問がいろいろ出て来ていると思うのですよ。 

 

【松隈委員】 今、藤本委員が言われたのですけれど、自助・共助、公助について、これは私

いろいろな形で皆さんに聞いたときに、やはり財政の絡みがあって、本当に市民が今後四街道

をどうしていくかと考えたとき、ある程度自分たちのやるべきこと、要するに行政にできない

部分をある程度、肩代わりにしていく地域の活性化だとか、そういうことがメインになってく

ると思うのです。それを今言われていると思うのです。だからそういう議論が確かにこの辺り

では出ていますよね。でもそれはやはり市民の責任において、そういう部分もやっていかざる

を得ないような形で、どうせ出すのだったらそういう言葉を入れておくのも一計ではないかな
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と私は思うのです。どうだろうか、課題としてこれは。 

 

【岡本委員】 審議会資料３-１差替に庁内の評価がある、庁内の評価は１、３、５ですね、そ

の隣に「市民の満足度」というのを作ってもらったのですけれど、庁内の評価は５点なのに市

民の評価は３を下回っている項目がいくつかあるのですね。やはり行政の専門家の観点と市民

の身につけた感覚にギャップがあるのを埋めるのが、やはり庁内では政策推進課の仕事で、現

場から上がっているのを網羅的に並べたのでは、前回うまくいっているところありますけれど、

前回失敗したところは今後の１０年でまた同じように失敗する可能性がある。それを防ぐには

今日説明してくださった皆さん方の力に掛かっているのではないか。原課から上がってくる貴

重な情報は生かしてもらっても、 後の交通整理はどうしても皆さんが主体的に進めて、この

基本計画ができれば、それに沿って原課で 大の努力をするということなのかなと思っている

のです。 

 

【髙橋会長】 結論的なことを言っていただいたのですが、これで 初にこの市民満足度とか、

こういうのが入った上でこれらの資料はできてるのかと聞いたら、入っていますと言ったから、

それを前提に議論を進めてきた。そうすると今まで考えていたものと市民の考え方が違うから、

書き方も違う、書きぶりも違ってきますよね。それから先ほど新しく入れなくてはいけない人

口を、文章としては明記していないけれど、頑張ると言うのだったら、何か別の創意工夫をし

なくてはいけないことがあると思うのですね。それからさっき藤本委員が指摘されたような、

公助・共助・自助というようなことを考えて防災とかまちづくりを考えるということを重点的

に見た場合に、枠組みが少し違ってくるかもしれないですね。ウェイトも違ってくるし、それ

から総論的なところもきっとあると思うのですよ、この基本計画、各４７の施策を実現するた

めの、もうちょっと基本構想よりも更に具体的に、市民が分かるような内容を書かなくてはい

けない、総論的な精神とか基本的な考え方とか、そういうのはあると思うのですよね。そうい

うものを一緒に付けないと総合計画が市民の皆さんによく分からない、趣旨が分からないとい

うことだと思うので、ちょっとそこのところね、これもうやりましたと言わずに、私にも分か

るように説明していただいた方がいい。これはこの評価と市民の満足度と乖離しているとする

と、そこに問題点があるし、もしかしたらそこが頑張らなければいけないところかもしれない

しね。 

 

【玉井委員】 事務局に質問なのですけれど、この評価というのはこの書類を見る限りだと、

前の計画に掲げた事業をしたか、しなかったかという評価のように思えるのですけれど、市の

意思というのですかね、それが入った評価なのですか。例えば、参考に市民の満足度とか重要

度とかいうのがありますよね。これは市民の意思ですよね。例えばこれでいくと基本目標４の

イは、「保健医療」というのは５．０ですよね、一番高い。で、それに比べて今回将来都市像で

「みどり」というところを見てみると、単純にイコールではありませんけれど、基本目標２の

イの「緑の保全・活用」は２．６７ですよね、低いですよね。その低いというのは単なる事業

が進展しなかったのか、または別にやってみたら市としてやるべきことではなかったという言

い方はおかしいのですけれど、そういう評価と人から聞くと、何かいろいろな市の意思が入っ
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て、いろいろ総合的に考えて評価をした点数が、例えば基本目標２のイが２．６７で、それに

比べて市民の満足度はそれよりはちょっと高いと、でも重要度と比べれば評価は低いというよ

うに思っちゃうのですけれど、そこら辺はどうなのですかね。あくまでこの書類だけを見ると、

説明だけをみると、単純に施策内容はこうですよ、それで評価は○だとか▲で、○というのは

この○を見てみると、差し替えの資料を見てみると、施策内容どおり実施したと、で５点なの

かとありますよね。内容どおりというのは、事業をしたのか、それともその趣旨に沿ってした

のかという、どっちでの評価かなとちょっと疑問だったのですよ。そこら辺はどうなのですか。 

 

【事務局】 市民の満足度というのは個々に示されているのですが、市民の皆さんに例えば学

校教育については満足していますかと聞いています。ですから皆さんの求めるもの、例えば学

校教育に対して求めるものがどの程度のものであるのかというのは、私どもの方では精査して

いないのですが、それに対して一方で私どもが評価しています学校教育について４．１７とい

うのは、先ほどの総合計画書に書いてあります施策が何個かございます。それを１つ１つ評価

していって、１０年間の施策目標が財政的制約もあった上で、どの位できたかというのを示し

ております。ですから、そういう意味では市民のどれだけの期待と、実際１０年間でそれをど

れだけやろうと思っていたかということと、実際にどれだけできたかということに若干のベー

スの違いがあるかなというところはあります。 

 

【髙橋会長】 田中委員、よろしいですか。 

 

【田中委員】 私、これ極端に、評価というのは基本計画に設定した事業が達成したかどうか

の評価で、こっちは参考の方の「市民の満足度」というのは、こういうふうな学校教育の分野

について、感覚的に満足しているよとか、こういうのが重要だよと考えていて、それぞれ独立

的なもので、左側の方は前の基本計画でやっていたものが、行政として推進できたかどうかと

いうことの単なる資料で、だからそれぞれ独立して理解していたつもりなのですけれど・・・。 

 

【髙橋会長】 そうだと思うのです私も。ただ、それはそれでいいのだけれど、それを使って

意味のある、何というのですかね、考え、これからどうしようかというのを書いてくれれば。 

 

【田中委員】 例えば、高等教育機関の充実ということで、誘致について検討、推進しますと

なっていましたよね。それが×という評価。あの評価のところで。その×にした内容というも

のは、それなりの意味があって、それをずっと引きずっていては・・・。 

 

【髙橋会長】 ごめんなさい、申し訳ない。こちらの主要事業の方には入らないようにしたい

のですが。 

 

【田中委員】 いや、評価から主要事業に移行するので。 

 

【髙橋会長】 実は、今日はこの資料は出しましたけれど、主要事業を議論するということは
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議題には入っていないので。 

 

【田中委員】 考え方として聞いています。先ほどの議論を踏まえた上で。だから、高等教育

機関の充実ということを、それに書いてあって達成できないから、今度の計画で達成するとい

うことでもないのですよね、これは。十年一昔、五年一昔の時代の中で、高等教育機関を誘致

しようとしていたけれど、それは現実的ではないと、都市づくり上、そんなに高く位置付けら

れるものではないですよねという中で、今度の施策の目標、主要施策とかそういうものに反映

してあるのだろうと思うのですよ。３６が２３になったという意味。これは前に総合的に括り

ながらと言ってはおかしいのですけれど、束ねられて総合的に推進していく、関連の分野につ

いては関連づけながらやりたいと、市の方としても部局がいっぱいある中を連携、協力させな

がらやっていきますよという現れでもあるのかなと。そういった意味で前の計画といいますか、

新しい都市ゾーンに向けてはもう少し総合的にといいますか、連携協力をやらないと、例えば

今日はあまり議論する時間がないということなのですけれど、施策分野の中で例えば先ほどの

ものと関連するのですけれど、前、政策分野３６で施策のテーマが８４ありました。それが政

策分野が２３になったのは分かるのですけれど、施策は４７ですよね、そういう中で前は農林

業といいますか、緑があってそれなりの位置付けというのがあったのに、こちらの方では主要

施策の方が抜けているといいますかね。で、これはこれからの議論ということもあるのでしょ

うけれど、これはひとつやはり今の段階で、先ほど緑とかいろいろなものとの中で、もう少し

考えて、主要施策の決定といいますかね、今後の作業をやっていただきたいというふうに思う

のですね。 

 

【髙橋会長】 分かりました。先ほどの資料６ですか、考え方、説明がありましたけれど、も

うちょっと施策分野に踏み込んで分かりやすく説明して欲しいと、こういうことでよろしいで

すか。 

 

【田中委員】 ええ。大体こう束ねながらやって、総合的に推進していきますということが出

ているというか、前の１対１対応とかやっていて個別的な各課というより、それぞれ関連の部

局、関連の政策を含めて総合的に推進していきますよというものが示されていると思うのです

けれど、改めて、先ほど私は都市の活力とか産業とかということで、ベッドタウンとか住宅都

市という色彩だけでなくて、やはり自立した都市としての理念が掲げられていると思うのです

よ、この中に。で、それがもうちょっと力強く出されていないというのですかね、という感じ

がするのです。それと例えば水を、すごく言葉はあれですけれど、水資源の確保ということは

前いろいろと言ったのですけれど、水を何かこう柔らかい言葉「安定した水の供給」とかいう

ことで、やはり上水道とかということでというふうに、これからいろいろ大変な時代になるこ

ともいろいろ含めて、その質と量の確保も含めての、そういった主要施策、この施策の４７の

中を、もうちょっとそこのところの精査をするならして、もっと詰めるところは先ほど議論い

ろいろありましたけれど、都市整備等を踏まえた上でさらに突っ込んだ形のものを表現された

らというふうに思うのですよ。 
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【髙橋会長】 他にございますか。今日いろいろとご指摘があったところ、もう１回ポイント

を整理する時間がなくなってしまったのですが、今日の発言についてを事務局で整理していた

だいて、次回皆さんがご指摘になったことについて答えるような資料ですね、作っていただく

ということでよろしいですか。これで今日の議論を終わっていいのですけれど、時間が来てし

まったのですが。 

 

【事務局】 それでは今日いただいた議論は、一度整理させていただきたいと思います。私ど

もも、庁内で施策の立て方については各部局ともよく協議した上で、当然基本目標も示した上

でこの体系にしましょうという形では議論しておりますので、いただいた意見がそのまま直ぐ

に採用、不採用ということは、我々だけではお答えできませんけれども、いただいたご意見は

整理いたしまして、次回に市の考え方を提示していきたいという考えです。 

 

【髙橋会長】 今日のご指摘の相当部分に答えられる資料をよろしくお願いいたします。よろ

しいでしょうか、本当に皆さん熱心にご意見いただいて、まだまだ伺えていない方もいらっし

ゃるのですけれど、時間になりましたので今日はこの辺りにしたいと思うのですが、よろしい

ですか。それでは、議題の４で次回の予定を。 

 

【事務局】 議題４ということで、今後のスケジュールについて簡単に説明させていただきま

す。先ほどの説明でも触れましたが、明日より７月７日までの間、タウンミーティング第２弾

を市内７箇所において実施いたします。市内５中学校区を中心に行う予定です。議題は、今日

ご議論いただいた基本計画の骨子案についてでございます。市長、副市長、教育長以下各部長

が出席いたしまして、市長よりパワーポイントを使っての説明と市民の皆さんと意見交換をす

るという内容でございます。 

 先ほど申し上げましたが、本日いただいたご意見、また明日からのタウンミーティングのご

意見、こちらの方もいろいろと参考にしながら、次回いただいたご意見に対して何らかの形で

お示ししていきたいと考えていると同時に、基本計画の骨子、これを更に肉付けいたしまして、

基本計画案を今後作成していきたいと考えております。もちろん先ほどの意見を踏まえてとい

うことになります。 

 また、庁内の議論を経た後に、今後基本構想案、基本計画案を諮問させていただき、議論を

経た上で答申をいただきたいと考えております。時期といたしましては８月から９月くらいに

かけてということになると考えております。 

 また答申を得た後にパブリックコメントを実施するというようなスケジュールで考えており

ます。その後パブリックコメントを実施した後に議会への上程ということになります。なお、

当初９月議会に上程していくということで皆様にお示ししていたところでございますが、ちょ

っとスケジュール的にかなり厳しいということも、皆さんにいろいろと議論いただいておりま

すので、そういったことも加味しまして９月議会の上程というのを１２月以降に変更していき

たいと事務局としては考えておりますので、引き続き皆様のご議論、ご意見を頂戴したいと考

えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが議題４の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 



 

 31

【髙橋会長】 基本計画の骨子案の説明というのは、この中の資料のどれですか。タウンミー

ティングでの。 

 

【事務局】 この資料でございます。 

 

【髙橋会長】 そうすると今日いろいろご意見出ましたけれど、これでいきますという説明を

大体されるということですか。 

 

【事務局】 はい。今日いただいた意見と同じ意見を市民の皆様からいただくと思いますが、

私どもとしてはこの資料でタウンミーティングを開催したいと思います。 

 

【岡田経営企画部長】 いろいろなご意見いただいてありがとうございました。タウンミーテ

ィングでもいろいろなご意見を伺いたいと思います。それらを参考としながら資料を作ってま

いりたいと思います。ありがとうございました。 

 

【事務局】 ありがとうございました。 

 （以上） 

 

 


