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平成２５年度第２回四街道市総合計画審議会会議録 

 

 日 時  平成２５年１１月８日（金）１４時００分～１７時２０分 

 場 所  保健センター３階 大会議室 

 出 席 者  髙橋会長、園川委員、藤本委員、米村委員、花井委員、 

玉井委員、浅野委員、金子委員、田中委員、飛田委員、 

松隈委員 

 欠 席 者  岡本委員、櫻井委員、岡田委員 

 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 

 傍 聴 人  ２名 

 

 

【事務局】 定刻となりました。本日は、お忙しい中、総合計画審議会にご出席いただき、誠

にありがとうございます。ただ今から平成２５年度第２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】 本日は、お忙しい中、平成２５年度第２回総合計画審議会にご出席いただきあ

りがとうございます。 

 平成２３年度からスタートしました四街道市の新たな総合計画の策定作業もいよいよ大詰め

を迎えようとしています。現在の委員の皆さんにおかれましては、平成２４年度からご審議い

ただきまして、今回が５回目となります。長い間、熱心にご議論いただきましてありがとうご

ざいました。本日は、諮問を受け、基本構想案、基本計画案に対し、審議会としての意見を市

に答申することになります。これまで様々な手法により市民の皆さんからいただいた意見や団

体からの意見、また、市役所内部でも議論を深めてきた、それら全てをまとめた基本構想案、

基本計画案になっているところと思います。 

 後になりますが、できれば今回、皆さんのご意見をいただいて、それを修正意見として答

申したいと思います。簡単ですが挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは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）」、「審議会資料２ 基本計画（案）総論」、「審議会資料３ 基本計画（案）施策」、「審議

会資料４ 第１回総合計画審議会 意見・要望」、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、本日この

後、市長より諮問をさせていただきますが、正式な諮問資料を改めてご用意させていただきま

した。資料としましては「審議会諮問資料１ 基本構想（案）」、「審議会諮問資料２ 前期基本

計画（案）総論」、「審議会諮問資料３ 分野別基本計画（案）」、以上３点になります。その中

で、「諮問資料１ 基本構想（案）」の５ページをご覧ください。従業人口、いわゆる昼間就業

人口が保留になっておりましたので、今回新たに追加してお示しさせていただきました。また、
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１ページの図について一部修正をしております。 

それから「諮問資料２ 基本計画（案）総論」の２ページをご覧ください。「３．財政の見通

し」ですが、急遽追加になった事業がございまして、数字が若干変更となったことから、こち

らも事前にお送りした資料と変更になっております。 

 後に、「諮問資料３ 分野別基本計画（案）」の８９、９０ページをご覧ください。施策４

５につきまして、文言の追加修正をさせていただいた部分がございます。具体的に申しますと、

９０ページの具体的な取り組みの（２）効率的財政運営の１行目、「民間委託の検討」の次に、

「下水道事業の地方公営企業法適用の実施」、を追加いたしました。 

 なお、その他に誤字、脱字等の修正を加えさせていただいた部分がございます。大変ご迷惑

をおかけしますが本日お渡しいたしました資料が、諮問の資料となりますのでご了承ください。

資料は以上になりますが、不足等ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。なお、本日の会議につきまして、岡本委員、櫻井委員、岡田委員より

欠席の連絡をいただいており、また、花井委員につきましては公務により若干遅れることをご

報告いたします。 

 また、開催通知でもお知らせいたしましたが、本日は基本構想案、基本計画案につきまして、

「四街道市総合計画審議会条例」第２条及び「四街道市基本構想条例」第４条に基づきます諮

問を予定しております。本来であれば審議を始める前に市長から正式に文書による諮問をさせ

ていただくところですが、佐渡市長が公務により、若干遅れるため、大変申し訳ございません

が、先に事務局からの説明等を進めさせていただきまして、市長が到着し次第、諮問をさせて

いただきたいと存じますので委員の皆さまにはご了承くださいますようお願いいたします。 

なお、米村委員におかれましては、所用により１５時４０分頃に退席されますので予めご了

承をお願いします。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、会議録の作成ですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関する指針」に

より、審議会は会議録を作成することとなっております。なお、会議録における発言者名につ

いては、「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、原則として明記

することとなっておりますので、本審議会においても明記する取り扱いとしたいと存じますが、

よろしいでしょうか。 

 

【各委員】 （了承） 

 

【髙橋会長】 次に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。玉井委員と松

隈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。ま
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た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。 

 

【各委員】 （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】 ２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。 初に事務局より議題（１）基本

構想案・前期基本計画案について説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは、議題１「四街道市総合計画（基本構想・前期基本計画）の諮問につい

て」のうち、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（案）につきましては、

会長からもお話がありましたとおり、昨年度の会議の中で委員の皆さまにはおおむね了解をい

ただいているところでございますが、その中で、本審議会よりご意見をいただき、今回修正を

加えた部分がございますので、その点について簡単にご説明させていただきます。 

 「諮問資料１ 基本構想（案）」と「審議会資料４ 第１回総合計画審議会 意見・要望」を

ご覧ください。まず、対応表のＮｏ．１ 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、ご意見を踏まえ「にぎわいと活力にあふれるまち」に修正いたしました。修正の

理由としては、右の欄に記載してあるとおりでございます。 

 次にＮｏ．３ 将来フレームについてですが、資料の４ページをご覧ください。一世帯あた

りの人員について、ゆるやかな減少がわかるようにとのご意見を踏まえまして、小数点以下第

２位まで表示するよう修正いたしました。 

 

【事務局】 皆さま、大変申し訳ございません。会議の途中ではございますが、佐渡市長が到

着されましたので、一端中断させていただきます。 

それでは佐渡市長よりご挨拶を申しあげます。市長よろしくお願いいたします。 

 

【佐渡市長】 本日は、大変お忙しい中、委員の皆さまにおかれましては、平成２５年度第２

回四街道市総合計画審議会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。遅れてしま

い、申し訳ございませんでした。 

昨年５月１８日に第１回目の四街道市総合計画審議会を開催させていただき、本日の会議で

５回目になりますが、四街道市基本構想そして四街道市前期基本計画の策定にあたりまして、

髙橋会長をはじめ各委員の皆さまに多大なるご理解とご協力をいただいておりますことに対し

まして厚くお礼を申し上げる次第でございます。 
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昨年度は、基本構想条例の制定に始まりまして、本市の現状や課題、そして基本構想骨子案、

土地利用構想案などについてご審議いただきました。さらに今年度に入りまして、基本構想案、

そして基本構想に基づく前期基本計画の骨子案などについてご審議をいただいてまいったとこ

ろでございます。また市民の皆さまからは、ワークショップ、ポスターセッション、タウンミ

ーティングなどを通じて幅広く様々なご意見を伺いながら、四街道市基本構想・基本計画案と

して取りまとめさせていただき、本日諮問させていただくこととなりました。人口減少や少子

高齢化の進行が懸念される中、まちの活力となる人口、特に若い世代の方々の流入が喫緊の課

題となっております。また、３．１１の東日本大震災の経験から、市民の皆さまの安全・安心

の確保は待ったなしの課題となっているところでございます。そのような中、本市がこれから

も、住んでみたいまち、そして住んで良かったまちとして選ばれるまちとなるためには、市民

と行政が一丸となって、まさに「みんなが主役」となって魅力的なまちづくりに取り組んでい

く必要があります。 

委員の皆さまにおかれましては、本市の将来のまちづくりにおける重要な指針となる四街道

市基本構想案、そして、四街道市前期基本計画案につきまして、ご審議いただき、皆さまのご

意見を、答申として賜りますようお願い申し上げまして簡単ではございますが私からの挨拶と

させていただきます。本日はご審議よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 続きまして、佐渡市長より四街道市基本構想（案）四街道市前期基本計画（案）

について諮問させていただきます。 

 

【佐渡市長】 （諮問文を読み上げ、諮問文書を手渡す。） 

 

【事務局】 ありがとうございました。髙橋会長はお席にお戻りください。なお、佐渡市長は

この後も別の公務のため、大変恐縮ではございますがここで退席させていただきますことをご

了承ください。 

 

（市長退席） 

 

【事務局】 それでは、あらためまして議事の進行をお願いいたします。髙橋会長、よろしく

お願いいたします。 

 

【金子委員】 一つ確認ですが、本日が実質的に 後の審議になるのですか。 

 

【髙橋会長】 今日、意見が出尽くせば 後となりますが、足りなければもう一回ということ

になります。 

 

【金子委員】 議会については。時間的に余裕はあるのですか。 

 

【髙橋会長】 事務局から説明します。 
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【事務局】 時間的な余裕はありません。スケジュールを先に説明しますと、答申を受けまし

て、その後パブリックコメントとなります。１２月中旬から１カ月の予定です。修正等を行い、

終的には基本構想案、基本計画案を３月議会へ上程していきたいと考えております。 

 

【髙橋会長】 その前に答申が必要ということですね。 

 

【金子委員】 わかりました。 

 

【髙橋会長】 事務局は説明を続けてください。 

 

【事務局】 中断しまして申し訳ございませんでした。それでは、説明を続けます。 

Ｎｏ．４ですが、今ご覧いただいた資料２の４ページの上段の記述に関しまして、ご意見を

踏まえ、修正案のとおり、上から３行目に、「国立社会保障人口問題研究所の推計によると、本

市の人口は２７年をピークに減少に転じる」という記載を追加することにより、市の政策的な

努力により今後も人口増加を図っていくという趣旨が伝わるよう修正いたしました。 

後にＮｏ．５ 就業人口について、資料の５ページをご覧ください。産業別就業人口で、

原案では現行基本構想と同じ、常住人口における就業人口構成を記載しておりましたが、この

他に四街道市内の産業活動を示す指標として昼間就業人口、すなわち従業地就業人口も記載す

べきではないかとのご意見をいただいたため、今回下段に表を追加し数値をお示しさせていた

だきました。以上、「基本構想（案）」の説明とさせていただきます。 

次に前期基本計画（案）についてご説明いたします。「諮問資料２ 前期基本計画（案）総論」

をご覧ください。本資料につきましては、５か年の計画となります前期基本計画のうち、分野

別施策を除く計画の総論部分となります。資料の表紙をご覧ください。構成としましては、「１．

前期基本計画の位置づけ」、「２．人口の見通し」、「３．財政の見通し」、「４．四街道未来創造

プロジェクト」、「５．前期基本計画の推進にあたって」となっております。基本的な構成は、

現行の基本計画の構成を踏襲したものとなっておりますが、「５．前期基本計画の推進にあたっ

て」については今回新たに加えた項目となります。 

それでは、順に説明させていただきます。まず、１枚めくっていただきまして、１ページを

ご覧ください。「１．前期基本計画の位置づけ」としまして、今回の総合計画の計画期間である

１０年間のうち前期５年間の平成３０年度までの計画となっていることを記載しています。 

次に、「２．人口の見通し」でございますが、基本構想でお示しした将来人口フレームのうち、

平成３０年度の人口９２,０００人を記載しています。 

次に２ページをご覧ください。「３．財政の見通し」として、前期基本計画期間である平成２

６年度から３０年度までの５年間の財政の見通しを記載しております。事前にお送りしました

資料から若干数字が変更となり、歳入歳出ともに１,２３１億５千７百万円を見込んでおります。

歳出のうち、投資的経費、新規事業に係る経費であります政策事業費は２０３億１千６百万円

を見込んでおります。現行の計画と比較しますと、歳入では市税の割合が下がり、その分、地

方交付税等、国・県支出金、市債の割合が増えました。歳出につきましては、扶助費など経常

的経費の増加に伴い、政策事業費の割合は低くなっています。また、定員適正化計画の推進な
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どによりまして、現行計画と比較して人件費の割合が下がる一方、市債の増加に伴いまして、

公債費の割合は若干上がっています。なお、新規に発行する市債のうち、地方交付税の振替的

な性格であります臨時財政対策債の占める割合が大きいことから、今回は、歳入の市債のうち、

臨時財政対策債を、また、合わせて歳出の公債費のうち、臨時財政対策債償還費をそれぞれ内

書きとして新たに追加しています。 

次に３ページをご覧ください。「４．四街道未来創造プロジェクト」でございますが、こちら

につきましては、現行基本計画の重点プランに相当する項目になります。四街道未来創造プロ

ジェクトにつきましては、今回の総合計画策定の目的の柱の一つでもあります、また、市長の

挨拶にもありました少子高齢化に伴い将来的に見込まれる人口減少と人口構成の不均衡への対

応として、子育て世代を中心とした若い世代の転入促進・定住促進の観点から、特に先導的な

役割を担う事業を設定し、重点的に推進するものでございまして、「充実した子育て環境創造プ

ロジェクト」、「シティセールスプロジェクト」、「魅力的な住環境創造プロジェクト」の３つの

プロジェクトで構成されています。子育て環境を整え、住宅都市としての良好で魅力的な住環

境を整え、それを市の魅力として積極的に発信していくことで、子育て世代を中心とした若い

世代の転入と定住を図ろうというものでございます。 

４ページをご覧ください。はじめに「充実した子育て環境創造プロジェクト」についてでご

ざいますが、プロジェクトの背景と方向性としましては、少子化、核家族化、都市化など家庭

や子どもを取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、安心して子どもを産み、育てられる環

境が求められておりますことから、多様化する子育てニーズに的確に対応し、保育、子ども医

療、教育など、子育て環境を一層向上させていくことで、子育て世代を中心とした若い世代の

転入と定住人口の増加を図っていくものとしています。プロジェクト推進事業としましては、

子ども・子育て支援事業計画推進事業以下、１１事業を掲げております。 

次に、６ページをご覧ください。２つ目の「シティセールスプロジェクト」についてでござ

いますが、背景と方向性としましては、将来的な人口の減少が予測されるなか、本市が市内外

の人から「選ばれる」ためには、さまざまな面からの魅力の発信や魅力の創出が必要なことか

ら、市内外の人の関心を高め、市の認知度向上を図るために、市の魅力を効果的に発信すると

ともに、新たな魅力の創出にも積極的に取り組むシティセールスを展開していくものでござい

ます。そして、このシティセールスを推進することにより、市の認知度を高め、本市を訪れる

交流人口の増加と子育て世代を中心とした若い世代の転入と定住人口の増加を図っていくもの

としております。プロジェクト推進事業としましては、シティセールス推進事業以下、８事業

を掲げております。 

次に８ページをご覧ください。「魅力的な住環境創造プロジェクト」についてでございます。

背景と方向性としましては、本市の魅力の一つである豊かなみどりを継承するとともに、良好

な住機能の維持・向上や公共交通の充実を図ることで、自然環境と都市機能が調和した魅力的

な住環境を創造し、子育て世代を中心とした若い世代の転入と定住人口の増加を図っていくも

のとしております。プロジェクト推進事業としましては、緑化推進事業以下、１１事業を掲げ

ております。 

次に１０ページをご覧ください。「５．前期基本計画の推進にあたって」としまして、基本構

想に掲げる将来都市像の実現に向け、前期基本計画を効果的かつ着実な推進のための取り組み
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方針を示しております。 

一つ目は、市民、地域・事業所、そして行政がそれぞれ自助、共助、公助としての役割を意

識し、「みんなが主役のまちづくり」を進めていくというものでございます。「諮問資料３ 分

野別基本計画（案）」でもご説明いたしますが、１０ページ中段の例示のように、各施策につい

て期待される役割として市民の役割、地域の役割、事業所の役割を記載しました。なお、施策

の性質上、役割設定が困難なものにつきましては、設定しておりませんので、４７施策全てに

設定されているわけではないことを、あらかじめご了承ください。 

次に１１ページをお開きください。二つ目として（２）行政評価・予算・計画の進行管理の

関連付けの強化をあげております。計画と行政評価、予算の連携を強化することで、ＰＤＣＡ

サイクルの充実・確立を図り、着実に施策を推進するというものでございます。 

次に（３）としまして、庁内推進体制をあげております。「（仮称）総合計画推進本部」を設

置し、全庁的な事業展開を進めるとともに、計画の着実な進行管理を図ってまいりたいと考え

ております。そして、（４）によりまして、計画進行状況の公表を定期的に実施していくことで、

透明性を確保するとともに、計画の一層の推進を図るものとします。 

後に１２ページをご覧ください。「前期基本計画書の構成」としまして、「諮問資料３ 分

野別基本計画（案）」でご説明いたします分野別計画が実際の計画書として冊子になった場合の

読み方について、説明として加えさせていただいたものとなります。「諮問資料２ 前期基本計

画（案）総論」のご説明は以上となります。 

次に、「諮問資料３ 分野別基本計画（案）」について、ご説明させていただきます。諮問資

料３をご覧ください。まず、全体の構成でございますが、前回、基本計画骨子案でお示ししま

した６つの基本目標と４７の施策で構成されております。基本目標１「だれもが健康でいきい

き暮らせるまち」の分野につきましては施策１から施策１０までの１０施策になります。以下、

基本目標２「安全・安心を実現するまち」の分野につきましては、施策１１から施策１５まで

の５施策、基本目標３「豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち」の分野につきましては、

施策１６から施策２３までの８施策、基本目標４「みどりと都市が調和したうるおいのあるま

ち」の分野につきましては、施策２４から施策３３までの１０施策、基本目標５「にぎわいと

活力にあふれるまち」の分野につきましては、施策３４から施策４０までの７施策、そして基

本目標６「ともに創る将来に向けて持続可能なまち」の分野につきましては、施策４１から施

策４７までの７施策で、合計４７施策となります。 

 新たな基本計画の特徴としましては、これまでの基本構想案や基本計画骨子案のご審議の際

にもご説明させていただいておりますとおり、今回の総合計画策定の大きな目的の一つであり

ます、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の再構築を図るという観点を踏

まえまして、防災、減災、消防、救急、防犯などの安全・安心に関する諸施策を一つの基本目

標として独立させ、重要性を位置づけたところでございます。 

 また、各基本目標における施策につきましては、各課で実施している事業内容等を再確認し

ながら、構成を組み直し、全部で４７の施策に集約しています。 

各施策の構成につきましては、施策１を例にご説明させていただきます。表紙をめくってい

ただきまして、１ページをご覧ください。全体の構成でございますが、まず 上段に基本目標

が記載されておりまして、どの基本目標に属する施策であるかがわかるようにしております。
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そして、その下には、その施策が属する施策分野と施策を記載しております。この施策名につ

きましては、冊子になった場合を想定し、検索しやすいように、左側にも大きく記載している

ところでございます。また、各施策の内容については、すべて見開き２ページに内容を集約し

ています。こちらも冊子になった場合の見やすさを考慮したところでございます。 

それでは施策の構成についてご説明いたします。基本的に共通している構成としましては、

まずその施策における「現況と課題」、次に課題を解決するための「基本方針」、そして、課題

を解決するための「具体的な取り組み」の記載があり、その下に「取り組みごとの主な事業」

と事業内容を記載しています。また、施策における成果を判定する指標として、施策指標を登

載し、目標値を設定しています。なお、現況値につきましては、基本的には２４年度又は２５

年４月１日現在の数値としております。それ以外については、時点等を記載しております。 

後に、期待される役割として、市民として期待される役割、地域として期待される役割、

事業所として期待される役割をそれぞれ記載しています。この項目が、今回新たに加わった項

目となります。いわゆる自助、共助、公助の考えの下、市民の役割が自助、地域・事業所の役

割が共助、そして市が実施する具体的な取り組みが公助となります。これは、前期基本計画事

業の推進主体となる市と、市民、地域、事業所が、施策ごとの役割を果たしていくことで、基

本構想でお示ししました基本理念である「みんなが主役のまちづくり」を推進してまいりたい

という考えの下に設定させていただいたところでございます。以上、「前期基本計画（案）」に

ついてのご説明とさせていただきます。 

 

【髙橋会長】 ただ今事務局より基本構想案、基本計画案、分野別基本計画案の３つについて

それぞれ説明がありました。これからこの３つについてそれぞれ議論いたしますが、この３つ

後まで議論しなければならないのですが、米村委員が途中退席となるということなので、一

応、順番にやっていきますが意見あれば先にいただければと思います。それではまず基本構想

案についてご議論いただきたいと思います。いままで議論してきまして概ね了承されていると

は思いますが、細かな変更点等ありますので意見がありましたらご発言いただきたいと思いま

す。  

 

【金子委員】 ２ページの将来都市像のところで確認しますが「選ばれる」という言葉が気に

なります。「人 みどり 子育て」で選ばれるのか、「安心快適」で選ばれるのか。どっちを主

体においているのか、「選ばれる」が入ったばかりに「人 みどり 子育て」というすばらしい

言葉がぼやけてしまう。「人 みどり 子育て」はわかりやすい。「安心快適」は並列なのか。

「選ばれる」はなくても良いのではないか。 

 

【事務局】 本市の地域資源である「人 みどり 子育て」で選ばれる「安心快適都市」をつ

くっていこうという意味で解釈していただきたい。「安心快適都市」は「選ばれる」都市である

という解釈です。 

 

【金子委員】 「安心快適都市」となると防災などを中心に考えていると思われる。せっかく

の「人 みどり 子育て」という部分がぼやけてしまい、「安心快適」や「選ばれる」という言
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葉により、どういう都市をつくるのかピンとこなくなってしまう。なぜ子育てと安心がつなが

るのかわかりにくい。 

 

【事務局】 人とみどり、子育ては四街道市の地域資源と考えています。その地域資源、人は

文化や市民活動、みどりは快適な空間。みどりを大切にすることで快適な空間ができる。子育

てについては、子育てがしやすいまちは、誰にとっても快適で暮らしやすいということで、こ

れらが安心快適にかかってくるというイメージであり、それがトータルで「選ばれる」まちに

なるということです。 

 

【飛田委員】 市長が言った言葉が一番良い。「住んで良いまち、良かったまち、それで選ばれ

る」これが単純で一番良いと思う。「人 みどり 子育て」など、金子委員の言ったようにイメ

ージが拡大してしまう。例えば、絵を見たときに、その絵が何をいっているのかわからない。

後に選ばれる四街道だよという意味がわからない。 

 

【髙橋会長】 いま金子委員の発言は「安心」というのが気になっているという意見、飛田委

員は、人、自然など上がっているがもっと幅広く安心の中に含まれるという意見でいいですか。 

 

【田中委員】 前回の会議でも「選ばれる」はどうかと意見を言わせていただいたが、その言

葉はなくても良いと感じる。今住んでいる人は縁があってここに住んでいるので、大切にして

いるんだねという心の思いがある、ただ選ぶ、選ばれるというより、もう縁があったのだから

これを大事にしたい。外側の人から見たら「四街道っていいまちだね。」ということでそういっ

た意味での使い方もあると思いますが、基本構想、基本計画は今、住んでいる人が対象。そう

いった意味からすると「選ばれる」というのは他の都市像にない言葉ということで、すばらし

いという点もあると思いますが、リスキーな点もあるかなという感じもします。私としては、

かなりひっかかるものがあります。 

 

【髙橋会長】 今まで議論してきて、「人 みどり 子育て」は良いとのことだと思うが、「安

心」を「豊かな」などの言葉にしてはだめですか。安心でということで都市防災にイメージが

いくというなら、人や自然、歴史など幅広いカルチャー全体を含めた四街道の資源、資産を安

全という言葉とはイメージが違うという話なのではないかと思うのですが、例えば、安心とい

う言葉を豊かななどに言い換えることで金子委員の件について解決できるのか。金子委員のご

意見を伺いたい。 

 

【松隈委員】 将来都市像については、前回の会議で長いのではないかと意見した。その意見

に対しては原案のとおりすると回答されている。現段階において言葉を変えることは可能なの

か。もう決定されているのではないか。 

 

【髙橋会長】 ここに出ているものは変えられないということであれば議論する意味はない。

ただし、５回にわたってすでに議論してきた経緯があるので、問題のあるところは言ってもら
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いたい。 

 

【松隈委員】 「選ばれる」というのは、市民が選ぶ、県内の人も選ぶ。そういうことで四街

道市を選んでくれれば良い。そのためのキャッチフレーズで、安心なまちでも良いし、みどり

あふれるまちでも良い。要するに選択するのは市民あるいは市外の人、そのためには四街道に

来てもらわなければならない。そのためのプロジェクトですから、「住んでみたい、住みたい」

その一部の作りではないかと思う。 

 

【金子委員】 方向性について、ダメと言っているわけではなく、「人 みどり 子育て」とい

うすばらしい地域資源を踏まえた字なのに、「選ばれる安心快適都市」が出てくることで、この

安心快適都市が主体となってしまい、「人 みどり 子育て」という地域資源が矮小化されてし

まう懸念がある。 

「人 みどり 子育て 安心快適都市」でも「選ばれる」を入れなくても四街道を選んでく

れるのではないか。キャッチフレーズで選ばれればいいと私も思う、わざわざ「選ばれる」を

書く理由はないと思う。「人 みどり 子育て 安心快適都市」でも十分伝わると思う。「人 み

どり 子育て」は四街道の特徴ですから。この部分はいいと思うのだが、「選ばれる」はやはり

ひっかかる。 

 

【髙橋会長】 金子委員、田中委員の発言について、今までの議論の中では「人 みどり 子

育て」は重要なキーワードであるため、長いかもしれないがこれでやっていこうとなっている。

しかし「選ばれる」については意見があるということですね。 

 

【飛田委員】 人が選ばれるには難しい部分がある。みどりとか子育てというは第三者的にみ

ても選べるチャンスはある、しかし人は選ぶのか。誰から選ばれるのか。 

 

【浅野委員】 「選ばれる」というのは受け身になる。市外の人からチョイスされるという意

味合い。私が議会を傍聴していると若い議員からは、シティプロモーションの意見や基本計画

原案のなかでもシティセールスが記載されている。これらの点を意識して「選ばれる」という

言葉を使用していると思う。 

９万人の人口を減らさないという消極的な将来像ではなく、過疎とか他の市町村では減って

いくが、四街道市は他市からも人が入ってくる選ばれるまちということを意識してこの単語を

入れているのだと思う。 

金子委員が言われたとおり安心を入れてしまうと、大震災の関係からどうしてもハード面の

話しになってしまうということで、「人 みどり 子育て」というソフト面の話の後にこの言葉

を入れると防災とか都市基盤の整備にイメージがいってしまうとの意見ですが、私は安心とい

う言葉は、必ずしもハード的な整備の面だけを指すものではないということもわかりますので

このままでも良いと思います。 

 

【髙橋会長】 市の方でこれについて何か考えはありますか。 
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【事務局】 「人 みどり 子育て」は、先ほどからは申しておりますとおり、地域資源とい

うことで、こういった素晴らしい地域資源がアピールできます。安心快適都市については災害

対応、防災対策のことであり、基本構想見直しの要因となった大きな課題を意識したものとな

ります。「選ばれる」については、浅野委員がおっしゃったとおり、いままで消極的だった部分

がありますことから市内の人だけでなく市外の人にも四街道市を積極的にアピールしていきた

いという私ども職員の気持ちの現れと感じていただきたいと考えています。市内の人にとって

はもちろん「住んでよかった」とずっと思っていただきいというのが第一にあります。また、

人口減少、人口構成の不均衡の大きな課題もございますので市外の方に対しても積極的にＰＲ

して四街道市を選んでいただきたい、こういった願いを込めまして長いという意見もありまし

たが、このような将来都市像にしていきたい、そのように考えています。 

 

【金子委員】 気持ちは良く分かる。安心快適も選ばれる条件なのであれば、「人 みどり 子

育て 安心快適都市で選ばれる四街道」となるのではないか。わざわざ「選ばれる」を入れな

くても、これだけキャッチフレーズが記述されていれば選んでくれると思う。「選ばれる」を削

除しても良いのではないか。「人 みどり 子育て 安心快適都市 四街道」のほうが明快だと

思うのですが。 

 

【髙橋会長】 今、金子委員や田中委員のご指摘した点については、このように修正すればう

まく文章としてまとまるのではないかということなのですが、市としてのこだわりもあるわけ

です。 

 

【藤本委員】 例えば「選ばれる」を四街道の前に持ってきてはだめですか。「人 みどり 子

育て 安心快適都市 選ばれる四街道」。 

 

【髙橋会長】 事務局もここはこだわりがあると思うのです、変えてしまうと文意が違うとな

る。「人 みどり 子育て 安心快適都市 選ばれる四街道」なら、金子委員もそれならという

感じかと思うのですが。 

 

【金子委員】 原案よりは意味が通じている。「選ばれる」ということにこだわるとどうしても

おかしくなる。 

 

【飛田委員】 「選ばれる」を活かそうとするならば、「選ばれる」の後ろにスペースを開けて

使用する案として「人 みどり 子育て 選ばれる 安心快適都市 四街道」ではどうか。安

心快適都市が四街道だという趣旨かと思うのです。 

 

【田中委員】 「人 みどり 子育て 安心快適都市」は素敵な言葉で良い言葉でイメージが

わく。ただし、「選ばれる」という言葉は非常に広い意味があるし、受け取れる人によって違う。 

市外からの新規転入者をターゲットというよりは、実際に四街道という都市、ここで生まれ

る子どもたち、生まれてくる子どもたちが生まれる場所を選べるのかという、言葉の危険性を
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感じる。市民が盛りたてていく。大切にしていく。みんなで熟成してくというところに焦点を

あわせるのが良いと思う。新しく開発されている都市、ニューフロンティアシティであれば別

であるが、もう８万８千人が住んでいて、これから平成３０年には、９万２千人のところであ

る。 

シティセールスも、私はシティセールスという言葉はどうかと思う。地味なものであるが、

今住んでいる人たちに焦点を当てていただければ良い。私は「人 みどり 子育てで安心快適

都市」は素晴らしいと思います。 

 

【金子委員】 私も同意見です。 

 

【花井委員】 キャッチフレーズも、かぎ括弧などもいろいろと検討された結果だと思います

が、本文の記載のなかで選ばれるところをクローズアップすれば良いと思う。本文の下から４

行目、「それは、市外の人にとって、住んでみたいまち、市民にとって、ずっと住んでいたいま

ちとして、選ばれるまちとなります。」と記載されていますが、ここの記載をもっとクローズア

ップして、選ばれるということはこういうことです、ということをしっかりと記載されていれ

ば良いのではないか。 

そして、もう一つ言いたいのは市民あっての四街道であるわけですから、市民にとってが先

ではないか。市外の人は後と。そのように文章で工夫されたら解決されるのではないかと思い

ます。 

 

【髙橋会長】 今の発言はどうでしょう。どうしてもこのように書きたいとなると話がなかな

かまとまらないところがあり、花井委員が発言されたように本文できちんと書けば、もともと

「選ぶ」の主語が市民なのか、市外の人なのか確定できないので、そういう意味では本文の中

できちんと書けば「選ばれる」はあってもなくてもいいのではということで受け止めていいで

すか。 

 

【花井委員】 「選ばれる」は、議論になるのであればはずしてもいいですが、説明の文章で

はきちっとクローズアップ、述べていただきたい。 

 

【髙橋会長】 田中委員、金子委員の意見の主旨も生きるし、市として残したい言葉も本文に

残る。しかし、ここにどうしても残すとなると収まりがつかない。どうですか。 

 

【事務局】 我々としては１年近く議論し、市民の声も聞いた中で、庁内で議論を重ねて決定

した経緯があるが、「選ばれる安心快適都市」という言葉に対しての意見は特に出ていないこと

からも、原案のとおりで良いと考えている。 

 

【髙橋会長】 将来都市像に関しては、前回も気になるということで意見を出していた。事務

局としては感じないかもしれないが委員のみなさんは感じていたから意見を出している。委員

の２、３人の方から意見は出ているので、もし案があればぜひ出してほしい。 
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【金子委員】 将来都市像の文言は、現行計画にある「ひかりあふれ笑顔が明日をつむぐまち」

よりは良い。前回会議で、初めて将来都市像を見て意見を出したわけですが、その前にもいろ

いろな議論があったことと思うが、読んだ人がどう読んでくれるのか、誤解されるのではない

かと思い意見を出させてもらった。 

 

【髙橋会長】 前回もこの将来都市像の部分は意見があったということ、それから何人かの委

員からも同じような趣旨の意見があったことを考えれば、先ほど花井委員の意見にあったよう

に本文には残るわけだから、この部分は削除した方が文章としてもすっきりするということで

すが、その場合、何か困るようなことはありますか。 

 

【玉井委員】 今の意見は、この将来都市像の「選ばれる」を削除するという意見ですか。前

回もいろいろ議論して将来都市像については、良いと考える意見と少し違うと考える意見があ

った。私としては、ある意味、総合計画としては斬新な「選ばれる」というのは良いという意

見を申し上げた。いきなり取るとか取らないというのはいかがかと思います。 

花井委員の発言は、こういうことで今まで議論してきたのですから、もうちょっと中身、本

文を工夫して「選ばれる」ということをイメージできるような、そういう文章の記載に工夫し

てみたらいかがですかということですよね。 

 

【髙橋会長】 工夫するというのは良いのですが、すでに 終段階にあるので、皆さんからは、

ここで知恵を出して良い案にしないと答申ができない。 

 

【玉井委員】 先ほど浅野委員も言われたとおり、私はこの「選ばれる」というのは良いと考

えています。 

 

【田中委員】 前回、金子委員と私が「選ばれる」という言葉に、金子委員は欠席でしたが意

見書で。私も理屈を述べて意見を言ったわけですが、それについては、先ほどの意見要望表の

なかには入ってなかった。 

 

【髙橋会長】 皆さんの意見に対して、市の対応として意見要望表にあり、今回はその部分が

委員の皆さんの意見が活かされてないということをおっしゃるかもしれない。ですから意見が

出たのだと思いますが、議論するのは良いことです。 

しかし、こういう言葉にしてほしいという意見を出してほしい。先ほどの花井委員のように

一つご提案がありましたが、問題があるから次回までに検討しろということはできない。 

 

【田中委員】 将来都市像の「選ばれる」を削り、本文のなかでそういう思いを記載していた

だくということで、花井委員もそのように意見されていると思います。 

 

【花井委員】 「選ばれる」を必ず削ってほしいと言ったわけではなく、もっと「人」、「みど

り」、「子育て」というキーワードが大きく出て、そして「選ばれる安心快適都市」というのが
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わかるようにしてほしい。そういったことから、藤本委員の提案された「人 みどり 子育て 

安心快適都市 選ばれる四街道」、「選ばれる」が四街道にかかるようにするのがいいと思いま

す。 

 

【髙橋会長】 本文のところですか。 

 

【藤本委員】 将来都市像の原案を「人 みどり 子育て 安心快適都市 選ばれる四街道」

にするという提案です。 

 

【髙橋会長】 将来都市像の下、本文のところ、下の３行を金子委員が言っていたかと思うの

ですが。 

 

【金子委員】 私が言っているのは、「人 みどり 子育て」と「安心快適都市」が同列のもの

であるならば、「選ばれる」を入れるのは藤本委員の言われた「四街道」の前だと思うのです。 

 

【米村委員】 先ほど、花井委員の言われていた市民優先という考えについて、文章中に出て

くるのが、市民についての記載が後になっている。これを前にし、そのあと市外の人に選ばれ

るとつなげる、選ばれるというのは四街道市の考えとして、年齢構成のバランスがとれた、フ

ァミリー層も入ってきてもらいたいという基本方針があるなら、やはり「選ばれる」を後ろに

持ってきた方がわかりやすい。 

 

【金子委員】 本文中にも書いてありますから、「安心快適都市 選ばれる四街道」がいいと思

います。 

 

【髙橋会長】 よくなってきていると思いますが、事務局どうですか。何か問題ありますか。 

 

【事務局】 答申の中で意見として出していただければ内部で検討させていただきます。 

 

【髙橋会長】 今、審議会で「こうだ」と決めてしまっても、事務局として困ると思うが、今

までのプロセスの中で後戻りできない理由があるなら言ってもらいたい。今日、このような提

案をしていいのかを確認したい。 

 

【事務局】 提案自体はしていただいて結構ですが、今まで市民の意見を聞いた中、特段将来

都市像を変えるべきだというような意見はなかった。事務局として変えなければいけないとい

う判断には至らなかった。そのような状況でした。しかし、これを変えてしまうと、変わった

将来都市像には意見があるということになってしまうかもしれません。そういう意味ではなか

なか変えづらいということはあります。意見としていただく、審議会の答申としていただくこ

とは、もちろんやぶさかではありません。 
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【髙橋会長】 委員皆さんの意見の趣旨を十分理解した上での考えが、今までの経緯や市の総

合計画であることから市内部の議論があることでしょうから、今日の意見を踏まえ 終案に入

るかもしれないが、入らないかもしれないということでご了承いただきたい。 

 

【金子委員】 審議会の委員の意見と市民のパブリックコメントやタウンミーティングのどち

らが重要視されるのか疑問です。市民の意見が出なかったからそれでいいのか、市民がどこま

で深く考えているかということもありますから。 

 

【事務局】 市民の意見と審議会の意見両方あります。その両方を受けて我々の方で判断させ

ていただくという意味です。市民から出なかったから審議会の意見は考慮しないということで

はなく、両方尊重しますが、それを踏まえ改めて内部で結論をださせていただきたい。そのよ

うに理解をお願いしたい。 

 

【金子委員】 諮問に対する答申はどうなるのですか。 

 

【髙橋会長】 本日いただいた意見は事務局も聞いている。一方、市民のワークショップ、タ

ウンミーティングをしてきた経緯もあり、それらを踏まえ市としてはこうしたいと、 終の案

を示しています。それをまとめて答申として出すということです。 

 

【金子委員】 私がはっきりと反対したことを会議録に残していただきたい。私としては、こ

ういう文言にはしてほしくない。 

 

【髙橋会長】 もちろん、各委員として、「私は反対する」。ただ審議会のマジョリティとして

はこれが良いという形になる。先ほど、玉井委員から良い言葉だという意見もあった。ですか

ら会議録に残すことに問題はないと思います。 

 

【事務局】 今日、諮問させていただき答申をいただく。答申の中身は当然審議会の意見とな

ります。答申をいただいた後、市民の意見もありますので、それらを総合的に勘案して考えて

いくということはあるのですが、審議会の答申としてはいろいろありましたが「選ばれる」を

入れて良いのではないかということでよろしいでしょうか。「選ばれる安心快適都市」か「選ば

れる四街道」、これを答申としていけばよろしいのでしょうか。 

 

【髙橋会長】 審議会の中では皆さんの議論により出てきた意見をまとめて答申を出す。それ

をそのまま市の総合計画とするのか、市の考えで修正・加筆するかは市の判断になりますよね。

それでも良いのだけど、今の部分については今日の意見を踏まえ、それを答申とすることにな

っているが、市の考えで作り直すということになれば、審議会の意見はどうなるのかという話

にもなる。今までは市の考え方と審議会の委員の意見をディスカッションにより調整してきた。

そのうえで今日の意見を踏まえ市として総合的に判断してこうさせてほしいというものを出せ

ば我々は納得するのだと思う。きちんとした形で答申すればそのまま議会にも出していけると
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思うのです。審議会の委員としては意見を出すが市としては取り入れられないと、ばっさばっ

さと切られるのであれば、今までの議論の仕方と違うのではないかということになってしまう。 

 

【飛田委員】 挙手によりある程度意見の集約ができるのではないですか。 

 

【髙橋会長】 一つひとつ多数決をとるというものではない。金子委員の言われたようにこの

部分は賛成、この部分は反対というのが会議録に残りますから。 

 

【飛田委員】 市で考えている趣旨が、「選ばれる安心快適都市」を一つのフレーズにしたいと

いうことが、玉井委員の発言でありましたが、私も賛同したいと思います。 

 

【田中委員】 花井委員の市民にとってずっと住んでいたい、その後に市民に選ばれるという

のは良いと思う。しかし、本当に「選ばれる」は必要なのだろうかという感じがする。「人 み

どり 子育て」が「安心快適都市」を受けているというのは賛成する。 

 

【髙橋会長】 この部分は、皆さんの意見を聞いたので、あとは市の方で議論して、それを委

員に説明してもらい答申案とするということにします。 

 

【飛田委員】 こういう意見もあったという形で答申すれば良いのではないですか。 

 

【金子委員】 本文には「誰もが安心して快適に暮らせる都市として、選ばれる四街道市をめ

ざします」と書いてある。将来都市像がそのままではないのが納得いかない、理解できない。 

 

【玉井委員】 事務局は今日の審議会に何を求めているのですか。今日議論して概ねよろしい

ということで会長が市長に答申を渡すその形になるように今日やりましょうということなのか、

それともこれまでいろいろ議論をしてきたから意見があれば 終的な調整をして終結というこ

とですか。 

 

【髙橋会長】 答申は審議会の意見ですから、これだけ委員がいますのでいろいろな意見が出

ます。委員の意見をなるべく活かした審議会としての答申を目指しています。 

 

【玉井委員】 総合計画案は概ね良い。ただ、将来都市像についてはいろいろな意見があると

いうことでの答申をし、市は市の考え、市長の考え、パブコメの意見を踏まえて判断すること

になるのだと思います。 

 

【金子委員】 私たちは、四街道市にとっても市長にとってもそれが良いと思ってやっている

わけです。本文に書いてありますからなぜそれを使わないのか、わかっていただきたいところ

です。 
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【髙橋会長】 審議会としての意見はいろいろ出るからそれをまとめて市で判断して委員に納

得するように説明する。それ以上はないと思います。ただ、事務局として意見を出してもらっ

ても困るということではないですよね。 

 

【事務局】 意見が出されて困るということはありません。審議会の意見は我々も真摯に受け

止めたいと思います。ただ、先ほどから会長がおっしゃられているとおり、審議会としての意

見をいただき、それに対して市がどのようにしていくかを考えるため、審議会としての意見を

いただきたいと思い開催させていただいております。 

 

【事務局】 藤本委員の意見「人 みどり 子育て 安全快適都市 選ばれる四街道」が良い

のではないかと言うのが審議会の意見ということでよろしいですか。 

 

【髙橋会長】 各委員はそれでよろしいですか。 

 

【玉井委員】 審議会の意見としてはいろいろあるということになるのではないですか。審議

会の意見としては全員そうですねという話になると思いますが、事務局の発言はこれが審議会

の意見ですねという聞き方ですから少し違う。私としては原案で良いと思っていますので。 

 

【飛田委員】 私も原案のままでいいです。 

 

【髙橋会長】 審議会としていろいろあるでは好ましくないのではないですか。金子委員、田

中委員については反対ということで良いですか。 

 

【藤本委員】 金子委員の意見を受けますと提案した都市像になりますが、原案のとおりでも

結構です。 

 

【花井委員】 ない方がすっきりすると思いますが原案のままでも良いと思います。 

 

【髙橋会長】 審議会としては原案で良いが、そのような「選ばれる」の挿入位置について意

見があったことは指摘してください。それ以外何かありますか。 

 

【浅野委員】 土地利用構想について７ページ目、「都市核」、「沿道土地利用ゾーン」、「流通機

能などの導入」という言葉についてです。土地利用基礎調査ではＡ案、Ｂ案が併記されている

が、何の議論もないままＢ案となっている感がある。一方、その下の部分の記載はＡ案。どの

ような経緯でそうなったのか。私としてはコンパクトシティの形成、選択と集中によりまちづ

くりを進めていく、四街道市は一時的に人口が増えているが、周辺の状況からいずれ減少して

いくことは容易に予想される。また若者の車離れを考えても、イケイケな時代ではなく、Ａ案

のようなコンパクトシティを目指すべきだろうと思います。 
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【髙橋会長】 この部分は今回初めてだされた部分ですか。 

 

【事務局】 第２回の審議会の時に土地利用構想案という形で出させていただいております。 

 

【髙橋会長】 コンパクトシティの話もですか。 

 

【事務局】 これも以前からです。 

 

【髙橋会長】 以前議論いただいた部分については、議論を経た上での案ということになりま

すので急に変えることはできないということで理解いただきたいと思います。「沿道土地利用ゾ

ーン」とか、ワーディングの問題ですか。 

 

【事務局】 一つ説明を加えます。この土地利用構想はＡ案をベースにしております。コンパ

クトシティという表記はありませんが、やはり市街化区域の低・未利用地を利用していくこと

で緑を残し、市街化区域に人を集めるという基本的なスタンスは持っています。ですからコン

パクトシティという言葉こそありませんが、それに近い考え方の土地利用構想となっています。 

 

【髙橋会長】 今まで議論したところと違うところはここという部分があればその部分につい

て意見をもらえますか。また一からということではなく。 

 

【花井委員】 細かい点になりますが、２ページ目、将来都市像の本文。人、みどりにはかぎ

括弧が付いているが、子育てには付いていない。せっかくなのでぜひ付けていただきたい。そ

れと、先ほど意見させていただいた市民を先に持ってくるというのは事務局は理解していただ

いていますか。その返答がなかったものですから。 

 

【髙橋会長】 順番を入れ替えるということですね。そこは配慮してください。 

 

【田中委員】 １ページ目のまちづくりの視点、「首都圏の住宅として発展」だけでは足りない。

住宅都市ということだけではなく、歴史的な部分の追加を望みます。３ページ目の３行目「豊

かな心を育み」とあるが、学力のことだけが記載されており、豊かな心を育むという部分の記

述が足りないと思う。 後の微調整と言うことで追加できればと思い発言させていただきます。

４ページ目、社会保障人口問題研究所が各都市の将来人口推計をしたということですか。 

 

【事務局】 実際に平成２５年３月に公表された数値です。 

 

【飛田委員】 人口の部分については、増加の根拠について以前のものに手が加えられてよく

なったと思います。 

 

【髙橋会長】 それでは基本計画案を含めて意見をいただきたいと思います。 



 

 19

 

【飛田委員】 本文の注釈の印の色と、注釈の字の色を本文の変えた色にすると、読む人にと

って見やすくなると思います。 

 

【事務局】 参考にさせていただきます。 

 

【金子委員】 未来創造プロジェクトについて、意欲的で、これだけでも良いと思う。ただ分

野別計画とこのプロジェクトのつながりについてはどのような考え方なのか。基本目標１から

６の中より取り出しているが、関連性はどのようなものなのか。 

 

【事務局】 未来創造プロジェクトは各分野にまたがる、人口を増やすための先導的な役割を

持つ事業を設定しています。プロジェクト推進事業がいろいろありますが、これらは分野別計

画にも入っている。その意味においては整合性が図られている。指摘のようにどこから持って

きているかは特に記載されておらず、不親切かもしれません。 

 

【金子委員】 未来創造プロジェクトがどのようにつながっているかの説明は必要だと思いま

す。市民にはこのまま、未来創造プロジェクトだけでも良いと思うくらいですから。ただ、唐

突感がある。意欲が伝わってくる内容なので、そのつながりを明確にした方が良いと思います。 

 

【髙橋会長】 市民の皆さんが分かりやすいように。確かに唐突感があります。 

 

【事務局】 その部分については分かりやすくしていきたいと思います。分野別計画について

も市民が見て分かりやすいよう意識して構成しました。金子委員の言われたとおり、さらに分

かりやすくしていきたい。 

 

【園川委員】 子育て環境創造プロジェクトについては他の市町村の施策にあるような待機児

童の問題に対する事業が多い。統計データでは兼業主婦よりも専業主婦の方が子育てにかかる

ストレスが高いというデータがある。それらに対応する、充実させる分野についての事業があ

ると良いと思います。総合計画なのでこのようになるかもしれませんが、例えば「子ども子育

て支援事業計画推進事業」について、「市民とともに地域の子育て環境の整備、充実を図ります」

という形、「市民とともに」何かをやっていくという意味を付け足すことは一つの考えかと思い

ます。例えば交流の場を提供するということに対し、市民とともにつくっていくという感じが

良いのかなと。子育て支援センターも少なく、少しさびしい感じがある。専業主婦への支援に

ついて、「市民とともに」という言葉が入れられれば地域の子育て支援につながっていくのでは

ないかと思います。 

 

【事務局】 来年度、子ども・子育て支援事業計画が策定されます。計画の策定・推進に当た

っては、市民とともにというエッセンスがあるかどうかは確認してみなくては分かりませんが、

プロジェクトの背景や方向性の中で謳っていくことは可能かと思います。この総合計画が市役
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所だけではなく市民と一緒に進めていくというスタンスを我々はもっており、全ての個別計画

でもそのような考えがある中、１か所だけクローズアップすることは考えていませんが、いた

だいた意見については参考にさせていただきます。 

 

【田中委員】 シティセールスという言葉に引っかかるのですが、今までは何かやってきてい

ますか。どんな事業があるか、なかなかイメージがわかないので。 

 

【事務局】 四街道市としてはこれまでにシティセールスへの取り組みはなかったと認識して

います。ただし、現行の計画の中でＣＩ事業、シティアイデンティティによるイメージアップ

を図っている、アピールはしています。具体的な事業としては、桜の木やサクラソウを普及さ

せる、四街道と言えばこういうイメージとする事業です。流山市のように市を売り込んでいく

ことにより子育て世帯を流入させているという良い事例があり、四街道市も今後は積極的に行

っていきたいという観点からシティセールスに力を入れていきたいと考えているところです。 

 

【田中委員】 先ほどと関連してですが、選ばれる、流入させていくというのが根底にあるの

だと推察できるのですが、図の配置について、真ん中、中心がシティセールスになっている感

じがする。中心は充実した子育て支援になるのではないか、そして魅力的な住環境があり、さ

らに今までなかったシティセールス、これなら分かります。内容を含めシティセールスという

気負った言葉で良いのかという感じがします。 

 

【髙橋会長】 ３つの柱は良いのだが、田中委員の意見としては、充実した子育てが中心で次

に魅力的な住環境、その後にシティセールスという順番、ウエイトの問題がある。そういうこ

とでよろしいですか。事務局は今説明できますか。できないなら検討してください。 

 

【金子委員】 魅力的な住環境創造プロジェクトについて、これはこれで理解できるのですが、

空き家対策について、難しいと思うが空き家をきれいにするだけではなく積極的に建替えにつ

ながるような税制上の優遇とかを検討できないでしょうか。つまり、今人口が増えているのは

内黒田をはじめとしたミニ開発。私の住んでいるさちが丘はバス交通もよく、駅も近いが空き

家だけでなく空き地もある。既存のまちをもっと活性化できればインフラの投資も必要なく効

果が期待できると思うのです。めいわも同様、その辺を積極的に若い人が買いやすくなるよう

な取り組みを、いろいろ制約はあると思いますがもっと何かできないかという提案です。 

 

【髙橋会長】 分野別基本計画にもその辺は出てきていませんか、今１１事業挙げられていて、

金子委員の意見もよくわかりますが、他の事業の記述とのバランスを考えると、並びもあるの

でそうなるのかも知れません。分野別計画の中で記載されていれば、それはそれで良いのだと

思いますが、確かにこれだけだと少しさびしいと思いますね。分野別ではどこになりますか。 

 

【事務局】 ６０ページです。 
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【髙橋会長】 ここでは「空き家の効果的な対策を検討していく」という言葉に要約されてい

るというわけですね。それにしても説明があまりにも抽象的すぎるということであれば意見を

出してくれて結構ですが。 

 

【金子委員】 もう少し積極的にいけないものかと。 

 

【事務局】 空き家対策については市が今まで手をつけていなかったところです。今後やって

いくということで、まず総合計画の中に位置づけました。今後、例えば管理的な話だけでなく、

ご指摘いただいた有効活用、税制上の問題いろいろなことがありますので、まず調査した上で、

何が市にとって一番良い方法なのかを担当課の方で個別計画として検討していかなければなら

ない、そのように記載しています。総合計画の中では具体的な言葉としては記載していません。

位置づけがまず大事であると。ご意見としていただきます。 

 

【田中委員】 「実態調査と検討する」を重点プロジェクト、先導的なプランとして選択して

良いのか、あるいはネーミングを含めて６０ページを見たときに、この事業をどうして選択し

たという疑問を持ちました。 

 

【髙橋会長】 この分野別基本計画にいろいろな事業がありますが、先ほどのプロジェクト推

進事業として選ばれた事業の基準はあるのですか。 

 

【事務局】 まず、新規事業です。住環境向上の意味では空き家と言うのは非常に問題になっ

ていて四街道も同じです。そういう意味では空き家の有効活用という面も含めて新規で立ち上

げたということから先導的な事業ということになります。 

 

【田中委員】 わかりました。それであれば検討だけではなく対策に取り組んでいくという、

具体的に実施するという感じがするものでなければ分野別事業計画としてはなじまないのでは

ないでしょうか。検討程度ではもう少しと。また他の計画は推進事業になっているが、住生活

基本計画についても策定ではなく推進の方がなじむ感じがします。 

 

【藤本委員】 未来創造プロジェクトの事業は新規事業を中心に、重点的にということですが、

また横断的という話が先ほどもありその点から考えると、子育て、シティセールス、住環境の

中に基本目標の１～６が一つずつ入れた方が良いのではないかと思います。わたしは防災の専

門なので基本目標２の部分の専門となるのですが、基本目標２からの部分が少なく偏りがある。 

 

【事務局】 ご指摘いただいた点についてですが、新規事業については目立つように入ってい

ますが、既存の事業でも市として他市に先駆けてやっている事業も入れて、今後も力をいれて

いきましょうということで盛り込んでいます。基本目標１～６から一つずつというようにはな

っていません。 
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【藤本委員】 これは基本目標を大前提としているのであれば、それを踏まえた上で諮問案を

考えましたとならないといけない、ただ新しく３つのプロジェクトを出してそこに新規事業を

出しましたでは、あまり良くない。基本目標を踏まえた上でプロジェクト事業を選択しました

という部分があれば良いのだと思います。 

 

【髙橋会長】 大きな指摘です。先ほどの金子委員も同じ趣旨で発言されていたと思います。 

 

【金子委員】 住環境の部分ですが、取り組みごとの主な事業の中に「中心市街地等活性化事

業」があります。活性化ということですが、分野別計画の７６ページ、都市核等の計画的形成

があります。毎回議論されていますが、物井、成台中、都市核北がありまして、都市核北が中

心市街地に該当すると思うのですが、この部分の記載がない、触れられていないことに私は疑

問を持っている。ややこしい問題なのかもしれないが、現在プラーサ・ヴェールを中心として

都市核に人が集まり人口増加につながっている。しかし商業施設が出店するという場所、地域

交流センター予定地だった土地が駐車場となっている。市役所の建て替えが決まり、その検討

委員会が立ち上がっているとなれば、成台中も結構ではあるが、都市核北、中心地をもっと高

度利用するということを打ち出さなければ市民は納得しないのではないかと思う。友人に都市

核北周辺地区整備計画策定委員会の委員がいるのだが、総合計画ができたら開かれるとのこと

らしいのですが、総合計画の中には触れられていない。タブー視しないで思い切って考えない

と中心地が空き地となっているまちはあまりないと思いますので、何か考えてほしい。計画の

中で何か触れることができないか、一歩前進することはできないのでしょうか。 

 

【事務局】 都市核に触れていないのはご指摘のとおり。現在、庁舎の建て替えを検討委員会

で議論しており、基本計画にも庁舎の建替えは盛り込んでいます。都市核の公共用地は市役所

第３駐車場として使用していることから、庁舎の建て替えが一段落しないと具体的には「何に

使いましょう」と言えない状況であり、都市核の公共用地については基本計画に盛り込んでい

ません。 

 

【金子委員】 ただ、今後５年間何もしないと言うのでは市民は納得しない。どこかに書くべ

きではないか。施策３８に「都市核等の計画的形成」とあるので申し上げている。 

 

【事務局】 第３駐車場としている部分については基本計画には出てきませんが、都市核は非

常に広い区域を指します。 

 

【髙橋会長】 空き家対策については、やらなくてはならないものとして具体的なものは今後

検討するが、基本計画には盛り込んだとあったが、同じように計画に載せることは大丈夫です

か。 

 

【事務局】 具体的に計画に載せるのは難しい状況です。 
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【髙橋会長】 それでは都市核についても基本計画に盛り込むべきだと言う意見が出たと会議

録に残してください。 

 

【金子委員】 市民は非常に関心を持っている。四街道の一番の中心地、あんなに広い用地が

もったいないと思う。成台中をインフラ整備するよりも、こちらを優先した方が良い。 

 

【事務局】 この件は議会でも議論があり、市長の方針として新たな「ハコモノ」は立てない。

また、住民投票でも地域交流センターは建てないことになりました。その後、条例が作られま

したが、その条例の解釈も難しく計画が進みませんでした。そのような状況の中で３．１１を

契機に庁舎の建替えの話や、雨水幹線整備に伴い文化センターの駐車場が使えなくなるといっ

た話が出てきました。高度利用しなくてはならないことは重々承知していますが、現実的に５

～６年は使用できない状況であり、一時的に保留としました。 

 

【金子委員】 庁舎の建設についても書けないわけですか。 

 

【髙橋会長】 これを基本計画に載せるかどうかは、市の判断で良いが、基本構想と言うから

には四街道の一番目玉なところ、都市核について何も書かないのはいかがか。今後の方向性ぐ

らいは前期基本計画に書いても良いと思う。そのような意見があったことを残していただきた

い。皆さんのご意見はどうですか。 

 

【田中委員】 会長の意見に賛成です。 

 

【髙橋会長】 それでは、２名よりこの様な意見がありましたので、会議録に残してください。

答申についても「なお、以下についてはこのように取り計らわれたい」とか「この問題につい

ては更に市内部でご議論いただきたい」とか記載していだきたい。 

 それでは一応全体を通して議論しなければなりませんので、分野別基本計画案も含めて発言

をお願いします。 

 

【事務局】 基本構想に戻りますが、１点だけよろしいでしょうか。先ほど花井委員より「市

内に住んでいる人が先ではないか」というご意見がありましたが、内部で議論した結果として、

市内の人をないがしろにしているのではなく、市内の人に住み続けていただくことは当然のこ

ととして、市外の人を戦略的に呼び込もうという意図で先に持ってきています。 

 

【浅野委員】 分野別計画の施策３４についてですが、基本計画９ページの都市計画道路整備

事業がそれにあたると思いますが、３・１・１号線と３・４・７号線の２路線しか記載があり

ません。今の都市計画道路の基本的な部分は４０年前に計画したもの。途中追加等がありまし

たので、１０数年という主張もあるかと思いますが、その後、バブル崩壊、リーマンショック

など大転換があったにもかかわらず見直しを行っていないのはおかしい。私は３・４・７号線

と３・４・９号線が、本来の市の防災対策上、第１優先と考える。また、３・４・９号線は３・
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５・１６号線と平面交差で計画されているが、立体交差とすれば大きな用地買収をしないで済

む。 

 

【髙橋会長】 用地買収とか構造についてはここでは議論しませんが、９ページの部分に３・

４・９号線を加えるべきというご意見でよろしいですね。市の方で２路線だけを挙げた理由が

あればそれで結構ですが、浅野委員はそれ以外にもあるというご意見です。この件については、

他の委員の皆さんにご意見をお聞きしても判断が難しいと思いますので、これ以上の議論はし

ませんが、そのような意見があったということで対応を事務局にお任せします。 

 

【花井委員】 ３５～３６ページの施策１８で訂正をお願いした所がある。（１）地域の教育力

向上の「地域コーディネーターの資質の向上を支援します。」の文言。教育長とも相談し、「コ

ーディネーターの資質の向上」は失礼なので、「活動支援」に変更していただきたい。 

 

【髙橋会長】 コーディネーターのポテンシャルを上げるということであろうが、確かに資質

という言葉は工夫した方が良いと思う。 

 

【事務局】 事業が資質向上そのものなのかもしれないので、教育担当部署に確認し、より適

切なもので対応します。 

 

【花井委員】 内容は資質の向上を目的としたものであるが、表現の仕方として活動支援を望

みます。 

 

【松隈委員】 現行の基本計画には「思いやりや規範意識を育てるために道徳教育の充実を図

っていくと」とある。今回、施策１８でも家庭教育の重要性が打ちだされている。学校教育と

家庭教育は非常に重要だと思うのですが、今までの市民会議の中でも意見があったが、家庭教

育の中で道徳教育の充実を図ってほしいと思う。四街道の歴史があって、大日が開拓され、ま

ちをつくったというような先人の道徳教育に力を入れていくという項目があっても良いと思う。

四街道っ子を育てていくためにはそういうものを義務教育の中でもっと植えつけていけばそう

いう人が親になっていきますから。四街道っ子を育てるような教育を義務教育の中でやってい

くことが必要かと思う。 

 

【髙橋会長】 今の点ですが、４３～４４ページの施策２２「文化の創造と歴史の継承」の（４）

地域資産の保全・活用の中にもありますが。 

 

【松隈委員】 歴史は歴史で良いのですけれども、私が言っているのは先人の教育を項目とす

ることはできないかということです。 

 

【髙橋会長】 教育の中に入れたいと言うことですね。 
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【花井委員】 教育振興基本計画の中では詳しく挙げています。施策１７の基本方針にある「豊

かにこころを育む」という言葉に集約されているが、道徳教育をないがしろにするとかは全く

なく、道徳教育の充実は教育振興基本計画の中の基本施策の中にも入っています。 

 

【松隈委員】 家庭教育は非常に大切だと思いますので。 

 

【髙橋会長】 この件についてタウンミーティングで何か意見はありましたか。 

 

【事務局】 タウンミーティングでは骨子案を示していることもあり、そこまで具体的な話は

ありませんでした。 

 

【髙橋会長】 書いてあるには書いてあるが、大事なことなので、もっとはっきり書くべきで

はないかという意見だと思うが。 

 

【金子委員】 ３４ページ、施策１７の具体的な取り組みに「さまざまな教育活動を通じて道

徳教育の充実に取り組みます。」と書いてありますし、教育振興基本計画にも網羅されています

ので、これ以上書かなくても良いのではないでしょうか。 

 

【松隈委員】 家庭教育を大事にしましょうという話で、３６ページ、施策１８の市民の役割

に「家庭教育の重要性を理解し、家庭教育について学ぶ」とある。市民の役割として家庭でも

教育をきちっとやりましょうということです。これは財政も一緒でね、市に何でもかんでもや

ってくれではなくて、自分らもやるべきことをやって、自分らで責任持って自主的にやりまし

ょうということだから、これからの四街道はこういう３つの責任単位をみんなもっていかなけ

ればならないということです。 

 

【髙橋会長】 私もその意見は良く理解しているつもりだけれども、市としてもう少し強くと

かコンセンサスはとれるのですか。市はそもそも総合計画に書けるような状況があるのですか。 

 

【飛田委員】 ４４ページ、施策２２の具体的な取り組みに「（４）地域資産の保全・活用」と

ある。ここは結構具体的に書いてあると思った。私もやっているが、文化財ボランティアガイ

ドの関係で、社会教育課と協働でやっている。それは小学生が、四街道市の文化財とかまちの

美、いいところとか里山とか、そういったところを見学させている。そういう社会教育を我々

年寄りが教える事は、家庭教育が出来なかったことを自分たちでやろうよ、という活動を進め

ています。 

 

【髙橋会長】 松隈委員の意見は理解した上で発言するが、この分野別というのは、市の各部

各課から挙げられた計画なり事業なりを体系立てていますよね。ここで我々が学校教育、家庭

教育をこうするべきだとそう簡単に出来るのかということがある。この中で考えてくださいと

いうことをいろいろ言っていただくのは良いのだけれども、ここをこう直せということや、こ
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れを重点的にすべきであるとか言えるのかどうか。そこはちょっとフライングだろうと思う。

そこまでは言えない。 

 

【委員多数】 これで（原案）よろしいと思います。 

 

【田中委員】 ４点ほど。「取り組みごとの主な事業」とあるが、「取り組みごとの」はいらな

いと思う。「主な事業」または「主要事業」で良いのではないかということが１点。 

 

【髙橋会長】 それはそのような意見があったということで。 

 

【田中委員】 ７ページ「地域生活・社会参加の促進」とあるが、高齢者の生きがいづくりな

ど「高齢者」ということがタイトルに入っていないので、加えたらどうかという点、１２ペー

ジの施策指標「くれよんの利用延人数」２,２８０人の目標値。５０人しか増えていない。結構

利用があり、実績も上がっているので、もう一度、担当課も含めて検討していただきたい。 

 

【髙橋会長】 意見としては分りますが、個々のプロジェクトの目標値とかこの路線を入れて

こっちを外せとかは私たちは言う立場に無いと思います。今のご意見は総合計画審議会で審議

する内容ではないと思います。 

 

【飛田委員】 基本計画の７ページにシティセールスプロジェクトということで、「観光支援事

業」が挙げられている。地域づくりセンターとの連携による着地型旅行商品を開発とあるが、

これがよく分らない。 

 

【事務局】 四街道の中の名所とかいろいろあると思いますが、それらを一つのツアー商品を

つくって、四街道を訪れて回ってもらうことを、ボランティアなど市民の方との協働で行いた

いと考えています。 

 

【飛田委員】 四街道市には観光課がないので、コラボ四街道事業を活用して、マップ交流会

で進めている事業がありますが、例えば市民の方も含めて、市外から来る人たちをガイドしま

しょうと、案内しましょうと、そういう意味なのですか。 

 

【事務局】 それだけではなく、旅行商品をつくろうとしているところです。市だけでなく協

働という観点で考えています。 

 

【飛田委員】 協働事業でやったとしても、ボランティア団体とやる形になるから、結果的に

は地域づくりセンターで進めているプランニングでやった方が早いかなと思いますけどね。た

ぶん一般の市民も分らないと思う。 

 

【髙橋会長】 着地型旅行商品なんて言わないで、四街道の魅力をＰＲして商品化しますと言
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った方が良いかもしれませんね。 

 

【事務局】 今までの観光は、成田山によって、帰りにアウトレットによってというようにポ

イントポイントを回っていくような形。どこかに集まってその人たちを連れていくという、出

発点から考えていたと思うのですが、 “地元の事は地元の人に聞くのが一番”的な発想で地元

の人しか知らないような穴場のお店などを組み入れた独自性の高い企画のパック旅行により四

街道に着地していただくという着地型旅行商品を提案していきたい。その企画の提案を含め、

市だけでは出来ませんので市民のボランティアの方にもご協力いただいて市民協働で行いたい

と考えています。 

 

【田中委員】 願望はあっても、実施可能なのか。実現できるようなものを考えていかなけれ

ばならないと思う。 

 

【飛田委員】 着地型旅行商品が何かということを、市民に分かるようにしていただきたい。 

 

【松隈委員】 ２ページ財政の見通しについて。市税が減りますよ、経常収支比率が悪くなっ

ていますよ、高齢者が増加していますよ、という話ができていて、 終的に前期計画５年間の

集計を出されたのですよね。今回の計画でどこが大きく変わるかを知りたい。項目は沢山出た

が、それがどこに反映されているのかが分らない。例えば、市税は減ると言っている。地方交

付税は若干増えますけれども、市債は増えますよ、そういうことは実際この５年間の財政のト

ータルの金額というのはこういう活動をされて財政が良くなるのか、いい方向に向かうのか。

いろいろな施策、これをやれば、人口が増えて良くなっていくのか。今までと比べた特性を教

えていただければと思います。やっぱりお金が大事ですから。市民は一番知りたい。 

 

【事務局】 現行計画書の３７ページをご覧ください。現行計画では歳出の政策事業費は２２.

７％、その他事業費は４１.７％だったのが、今回はその他事業費が５４％とかなり増えていま

す。その他事業というのはいわゆる扶助費などの経常事業です。少子高齢化などの影響で経常

的にかかる費用がかなり増えている状況で、逆に政策的に使える費用が減っている状況です。

こういった懸念がありますので、市としては若い世代を呼び込んで市を活性化していこうとい

うことで作ったのが今回の計画です。何らかの手を打たないと、その他事業費がどんどん膨ら

んでしまうことになり、また、市税は減っていくことになります。 

 

【飛田委員】 財政力指数というものがあるが、四街道市は０.８とか１に満たないわけで体力

がどんどん落ちていく状況の中で、５年間の財政見通し１,２３０億とあるが、生産年齢人口が

減った場合はこれよりも低くなりますよね。逆に高齢者が増えていって高齢者の比率が４割ぐ

らいになった場合は財政的に上手くいくのか。９２,０００人を達成できないと財政破綻になっ

てしまう。 

 

【事務局】 そうならないために手を打ちたいということです。 
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【髙橋会長】 では、時間になりましたので、今日はここで終了といたします。当初の予定で

すと次は１１月２０日に答申となります。いろいろな付帯意見は付いたうえですが、次回２０

日で答申ということでよろしいですか。それとも全く時間が足りないということであれば調整

いたします。 

 

【事務局】 今日の意見を事務局でまとめさせていただき、答申案を作成し、事前に送付させ

ていただきます。 

 

【飛田委員】 あと１回でなんとかなりそうな感じだと思います。 

 

【花井委員】 別途、意見を提出させてもらうことは可能ですか。 

 

【髙橋会長】 追加の意見については事務局に出していただき、それも含めて事務局で取りま

とめて事前に各委員にお示した上で、２０日に決着をつけるということでよろしいでしょうか。

疑義のあるところについては事前に相談しますが、答申に付帯意見を付けることとなるかと思

います。 

 それでは、本日は皆さん、活発なご議論ありがとうございました。次回は２０日１４時から

市役所５階の会議室となりますのでよろしくお願いします。 

 

【事務局】 今日いただいたご意見をまとめて答申案を作成いたします。その後、会長とご相

談させていただいた上で各委員の皆さまに送付させていただきます。それを元に、２０日に

終形に持っていければと思います。 

なお、追加のご意見がある場合については、遅くとも１３日までに事務局までいただきたい

と思います。今後のスケジュールですが、１１月２０日に答申をいただき、その後にパブリッ

クコメントを経て、３月議会に上程したいと考えております。引き続きよろしくお願いいたし

ます。本日はありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 


