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平成２７年度第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会会議録 

 

 日 時  平成２７年８月２４日（月）１０時００分～１１時４５分 

 場 所  四街道市役所本館５階 第１会議室 

 出 席 者  岡本会長、関端委員、藤﨑委員、國井委員、志津委員 

金子委員、駒井委員、松隈委員、横内委員、 

 欠 席 者  高橋委員、大橋委員 

 事務局出席者  佐渡市長 

藤森経営企画部長、鈴木政策推進課長、 

荒巻副主幹、井上主査補、榎本主査補 

 傍 聴 人  １名 

 

 

【事務局】 本日は、公私ともにご多忙中、平成２７年度第１回四街道市まち・ひと・しごと

創生推進協議会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

これより会議に先立ちまして、委嘱状交付式を行います。 

 

（委嘱状交付） 

 

【事務局】 それでは、佐渡市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

【佐渡市長】みなさんおはようございます。市長の佐渡と申します。皆様お忙しい中、本日の

まち・ひと・しごと創生推進協議会、まずは快く委嘱をご承諾賜りまして、心からお礼申し上

げます。 

これから皆様にはこの協議会で様々な議論を展開して頂きたいと思っております。 

さて、日本の人口が平成２０年（２００８年）から日本全体の人口が減少しております。昨

年度５月に、日本創生会議で将来消滅する可能性都市が新聞、マスコミ等で報道されており、

これから日本の社会における人口が減っていく中で、自治体における地方創生が国家的な大き

な課題になっています。 

国立社会保障・人口問題研究所によると、四街道市は、今年２０１５年が人口のピークだと

言われています。その推計は、２０１５年の総人口は８７，０８８人ですが、２５年後の２０

４０年では総人口が７４，５００人になり、２５年間で約１２，５００人の人口が減るとされ

ています。 

住民基本台帳だと９１，０００人、国が出している国勢調査を基にした数値は常住人口であ

るのに対し、住民基本台帳は、その地域での住民登録がベースとされ、実際そこに住んでいる

人口の数値になっています。 

今年度の国勢調査が行われますので、本当に国が推計する四街道市の総人口で８７，０８８

人という数字が正しいのか、証明されると思います。 

四街道市ではこれまで、人口が減少したという年はありません。常に人口は増え続けていま
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す。転入と転出の人口において、これまでは転入者数が転出者数を上回っていましたが、次第

にこの転入者数と転出者数の差がほとんどなくなってきているというのが、四街道市の実状で

す。しかしながら、私自身、市議会議員の方々、また市民も、四街道市の人口が今後減るとい

う感覚がありません。去年の話ですが、千葉県内のある町では、２０４０年２０代３０代の女

性の人口が現在の８０％いなくなってしまうと言われています。 

四街道市も女性が３０％か４０％がいなくなってしまうと言われています。このような見通

しが出ている中、市長就任当初は約６００人の保育所定員数となっていた保育所を、５年間で

約１．５倍の約９００人が入所できるよう施設を増やしました。しかし、保育所の件数を増や

しても、待機児童はどんどん増えています。四街道市には若い世代が多く転入しており、子ど

も達が増えているという嬉しい部分があるなど、全国的に人口が減少する状況と四街道市が抱

える状況が多少異なっていることがわかります。 

国は昨年、２０６０年に日本の総人口を１億人確保するという方針を打ち出しています。そ

して、まち・ひと・しごと総合戦略の四街道市版を策定するために、今回皆様に協議会の委員

としてお集まりを賜りました。産学官金労言の様々な分野の総意を結集して、知恵を出してい

ただいて、四街道の総合戦略、そして四街道の２０６０年の人口ビジョンはどうなるのか、皆

様方にご支援を賜りたいと考えています。このような趣旨で、今年中に四街道市の総合戦略を

策定したいと考えていますので、短い期間ではございますが、また、皆様大変お忙しい中とは

存じますが、お力添えを頂きたいと思います。自由活発にご意見賜れればと思いますので、よ

ろしくお願い致します。以上で挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【事務局】ありがとうございます。次に、職員の紹介をさせていただきます。 

 

（職員紹介） 

 

【事務局】本日は、委員定数１１名のうち９名にご出席をいただいておりますので、会議が成

立していますことをご報告させていただきます。 

それでは、これより会議次第に沿って順次進めさせていただきます。 

 なお、会長の選任までの間、佐渡市長が進行をさせていただきます。 

 佐渡市長、よろしくお願いいたします。 

 

【佐渡市長】 それではこれより平成２７年度第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推進協

議会を開会いたします。 

はじめに､会長の選出を行いたいと思います。四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会要

綱第５条第２項の規定によりまして、会長は委員の互選となっております。どなたか、ご意見

がありましたらお願いします。 

 

【藤﨑委員】 岡本委員を推薦します。 

 

【佐渡市長】 ただ今、藤﨑委員から、岡本委員に会長をお願いしたらいかがかというご意見
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がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（承認） 

 

【佐渡市長】 それでは、岡本委員に会長をお願いしたいと思います。岡本委員よろしくお願

いいたします。会長が決定しましたので、岡本会長に議長席へお移りいただきます 

 

【事務局】 それでは、岡本会長よりごあいさつをいただきたいと思います。岡本会長よろし

くお願いいたします。 

 

【岡本会長】 本日は、お忙しい中、お暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございま

す。四街道市は私が関わっている他の市と比べて、堅実な市の運営をしているのではないかと

思っております。あまり急成長もしていない一方、社会経済が不安定な状態になったとき、あ

まり落ち込むことなく、緩やかに成長していると思います。佐渡市長をはじめ、市役所の職員

の努力、市民の支援、協力があったからこそ成長することができているのではないかと思いま

す。これまでは、これをやってみたい、あれをやってみたいと思ってもリスクを伴うため、進

めることができなかった事業があったと思います。私自身、このような協議会等でそのような

経験を何度かしています。今回、このようなプロジェクトについて国が応援してくれるチャン

スであるため、多少リスクがあったとしても、皆様には様々なアイディアを出し合って、今ま

で躊躇した部分も含め、今回一歩踏み出す良い提案が出来るよう、ご協力していただきたく思

います。また微力ではありますが、協力させていただきたいと思っております。どうか皆様方

よろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 ありがとうございました。この後の会議の進行につきましては、四街道市まち・

ひと・しごと創生推進協議会要綱第５条第３項により、会長が議長となることとなっておりま

すので、岡本会長にお願いいたします。 

なお、大変申し訳ございませんが、佐渡市長は所用のため、会議の途中ではございますがこ

こで退席させていただきますのでご了承ください。 

 

【岡本会長】 それでは、改めまして皆様こんにちは。本日は第１回の協議会となりますので、

会議に入ります前に、委員の皆様に簡単な自己紹介をお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

私は先ほどもご挨拶をさせて頂きましたが、岡本と申します。千葉市若葉区の東京情報大学に

２６年間勤務し、昨年定年退職しました。現在は日本みち研究所に週 1 回、その他はＩＳＯの

１４０００の審査・登録機関にもお伺いしています。また、大学の非常勤で講義をいくつか持

っております。定年退職後、毎日日曜日の生活を期待していたのですが、現実は少し違うよう

です。これからも皆様方、どうぞよろしくお願い致します。 

それでは、関端委員から順番によろしいでしょうか。 
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【関端委員】 千葉みらい農業共同組合の関端と申します。昨年度８月にＪＡが合併いたしま

して、千葉みらいと名称が変わりました。今まではいんば農協という名前で、八街と佐倉と四

街道の３地域のエリアを管轄していましたが、合併により千葉市と習志野市まで組み込まれ、

エリアが大きくなりました。私自身は昨年の暮れに四街道市に異動となり、１年も経っていま

せんが、精一杯やらせていただきますので、宜しくお願い致します。 

 

【藤﨑委員】 印旛地域振興事務所の藤﨑と申します。印旛地域振興事務所は佐倉にあります

が、四街道市も印旛地域に含まれます。千葉県でも、まち・ひと・しごと創生関連の素案を作

っているため、県との関連性や整合性を図っていきたいと思っております。 

 

【國井委員】 京葉銀行四街道支店の國井と申します。私も昨年の１０月から四街道市に配属

されました。四街道市は、京葉銀行でも四街道支店、四街道南支店、千代田支店の３つの店舗

を置かせていただき、非常に重点を置いている市であるため、今回の計画でご協力できればと

思っています。よろしくお願い致します。 

 

【横内委員】 横内と申します。実家は四街道市ですが、学校を卒業してから市外にしばらく

出ておりまして、９年前結婚し、再度四街道市に住んでおります。私の職業は、スーパーバイ

ザー、漢字でいう覆面調査員をしていますが、少しでも何かお力になれればと思い、参加させ

ていただきました。よろしくお願いします。 

 

【松隈委員】 松隈と申します。四街道が市になった今から３６年前にこちらに移り住んで来

ました。その頃と今を比べると、非常に市内が整備され、良い街になってきたなと思っており

ます。今後、四街道市はどう変わっていくのかと、非常に楽しみにしています。よろしくお願

い致します。 

 

【駒井委員】 駒井と申します。約１０年前に千葉市稲毛区から転入し、四街道市民となりま

した。四街道市は主人の地元であり、祖父母もいるため、是非四街道市で子育てをしたいとい

う想いから、引越しをしました。現在、小学生から幼稚園生の４人の子育てをしています。ま

た子育てしている中、「ママのて」という活動団体を立ち上げ、その代表をさせていただいてお

ります。また、ＰＴＡの活動では青少年教育委員会で活動させていただいております。私自身

は微力ではあると思いますが、勉強のためと思い参加させていただきました。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

【金子委員】 通称ケーブルネット２９６の金子と申します。私は番組の制作を行う放送制作

部に所属し、アナウンサー業務と番組制作業務をしております。私たちケーブルテレビは、四

街道市を含む佐倉市、酒々井町を中心に、千葉県北総地域を中心とした１５の市と町をカバー

している放送局です。四街道市にも取材でよく来ており、先日はふるさと祭りに私もリポータ

ーとして参加させて頂きました。メディアの立場、および地元密着の番組を制作している立場

から、いろいろご意見等をださせていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願い
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致します。 

 

【志津委員】 連合千葉中央地域協議会の志津と申します。まず、本協議会への労働団体から

の１枠をいただき、感謝しております。私は約５０年前から四街道市民です。隣の中央小学校、

四街道中学校を卒業し、現在は地域の活動等を行っており、今回のまち・ひと・しごと創生の

会議に参加することで、お世話になっている四街道市に恩返しができるように頑張りたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

【岡本会長】 ありがとうございました。それでは会議を進めさせていただきます。最初に会

議録の作成ですが、「四街道市審議会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、本協議会においても明

記する取扱いとしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

 （承認） 

 

【岡本会長】 それでは、会議録には発言者名を明記することといたします。 

会議録署名人については、私から指名させていただきますが、よろしいでしょうか。 

本日の会議録署名人は、関端委員、金子委員にお願いしたいと思いますが、委員の皆様いかが

でしょうか。 

 

 （承認） 

 

【岡本会長】 それでは、会議録署名人を関端委員、金子委員にお願いいたします。 

本日の会議の公開・非公開につきましては、「四街道市審議会の会議の公開に関する指針」によ

り、公開とさせていただきます。 

また、会議資料につきましては、「四街道市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ものとしますが、このうち、会議次第につきまして

は、配布するものといたします。その他の資料につきましては、本協議会の判断によるものと

されております。私といたしましては、本日の資料については、全て配布するものとしたいと

存じますが、委員の皆様の意見をお伺いします。 

 

 （異議なし） 

  

【岡本会長】 それでは 本会議は「公開」とし、傍聴人に資料を配布することとします。事

務局は傍聴の方がいらっしゃいましたら入室させてください。 

 

【事務局】 １名いらっしゃいますので、ただ今から入室していただきます。 
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【岡本会長】 それでは、議事に入ります。本日の議事は、 

（１）四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

（２）その他  です。 

 それでは、議事（１）「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略について」事務局より説明

をお願いします。 

 

【事務局】 はじめに、資料１－１をご覧ください。「まち・ひと・しごと創生法」の概要でご

ざいます。まち・ひと・しごと創生法につきましては、昨年１１月に制定され、資料上段の第

１条に記載がございますが、「少子高齢化の進展への対応」、「人口減少の歯止め」、「住みよい環

境の確保」などを目的としているところでございます。 

 法では、「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会

の形成」、「地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保」、「地域における魅力ある多様な就業

の機会の創出」について、これらを一体的に推進することを「まち・ひと・しごと創生」と定

義し、これに関する施策を総合的かつ計画的に実施することとしております。 

 資料下段に記載がございますが、法第８条、第９条においては、国や県のまち・ひと・しご

と創生総合戦略に関して規定され、また、法第１０条においては、これらを勘案した市町村の

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について、都道府県と同様、努力義務である旨が

規定されているところでございます。 

 続きまして、資料２枚目をご覧ください。「国と地方における人口ビジョン・総合戦略の構成

（イメージ）」でございます。資料は、国の「長期ビジョン」及び「総合戦略」と、地方におけ

る「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」との対応関係をイメージ図として掲載したも

のでございます。 

 長期ビジョンにつきましては、日本の人口の現状と将来の姿を示すことで、人口問題に関す

る国民の認識の共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示するものでござ

いまして、地方では人口ビジョンに対応するものでございます。 

 また、その右側、総合戦略につきましては、長期ビジョンを踏まえた今後５か年の目標や政

策パッケージをまとめたものでございまして、地方では、地方版総合戦略に対応するものでご

ざいます。なお、国の総合戦略では、「まち・ひと・しごと」に関する分野について、４つの基

本目標を掲げ、これを達成するための施策を設定し、推進することとしております。 

 本市においても、これら国の動向や法等の趣旨を踏まえ、「四街道市人口ビジョン」及び「四

街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するものでございます。  

続きまして、資料１－２をご覧ください。「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方

針」でございます。 

 策定方針の構成は、「１趣旨」から「８その他」までの８項目とし、各項目につきましては、

「四街道市人口ビジョン」や「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に当たっての

基本的な考え方を記載しております。 

 本資料により、市の総合戦略につきまして、その概略をご説明いたします。 

 はじめに、「１趣旨」でございます。先ほどご説明いたしました国の動向等を受け、本市にお

いても、地域性に応じた「まち・ひと・しごと創生」を積極的かつ集中的に推進するため、「四
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街道市人口ビジョン」及び「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定することとし

たところでございます。 

 続きまして、「２策定内容」でございます。策定内容といたしましては、「四街道市人口ビジ

ョン」及び「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するものでございます。「人口

ビジョン」につきましては、本市における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と

人口の将来展望を示すものでございます。また、「総合戦略」につきましては、人口ビジョンを

踏まえ、まち・ひと・しごと創生の実現に向けた、今後５年間の目標や施策の基本的方向、具

体的な施策を体系的に示すものでございます。 

 続きまして、「３対象期間」でございます。対象期間につきましては、人口ビジョンは２０６

０（平成７２）年まで、総合戦略は ２０１５（平成２７）年度から２０１９（平成３１）年

度までの５年間としております。 

 続きまして、「４策定体制」でございます。併せて別紙１をご覧ください。こちらでは、総合

戦略の策定体制を図としてお示ししております。資料中央の黒い太枠にて囲まれている箇所、

これにつきましては、庁内推進組織である「四街道市まち・ひと・しごと創生推進本部」でご

ざいます。人口ビジョン及び総合戦略の策定に当たりましては、この推進本部のもと、全庁的

な取組として進めるものとしております。 

 また、資料右側の上段、「四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会」につきましては、広

く関係者の意見を踏まえた戦略とするため、市民、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、

労働団体、メディア、いわゆる「産官学金労言」で構成する検討組織でございます。本日は第

１回目の会議が開会され、皆様にお集まりいただきましたが、今後は、庁内推進組織である本

市推進本部にて決定した総合戦略（案）等に対しまして、その実効性を高めるため、皆様の専

門的な知見から、積極的なご意見やアドバイスをいただきたいと考えているところでございま

す。 

 その下、中段に記載がございます「市議会」につきましては、策定に至るまでの各段階にお

いて、必要な報告等を行うものとしております。さらにその下、下段に記載がございます「市

民」につきましては、策定過程において、市民意識調査やパブリックコメント等を実施するこ

とで、意見やニーズの把握に努めるものとしております。以上のように庁内、庁外を問わず、

幅広く連携・調整を図りながら、本市の実情に即した戦略を策定してまいります。 

 策定方針にお戻りください。 

 続きまして、「５人口ビジョンの構成」でございます。人口ビジョンは、大きく「人口の現状

分析」と「人口の将来展望」にて構成されます。「人口の現状分析」では、市の人口や年齢構成

の変化とその要因等を分析し、様々な仮定の下での将来人口推計を行い比較いたします。これ

により人口に関する市の今後の課題を明らかにするとともに、人口の変化が市の将来に与える

影響を分析・考察するものでございます。 

 また、「人口の将来展望」では、「人口の現状分析」で明らかとなった課題や将来展望に係る

調査・分析等を踏まえ、市が目指すべき将来の方向を示すとともに、これによる自然増減や社

会増減に関する見通しを立て、将来の人口を展望するものでございます。 

 続きまして、「６総合戦略の構成」でございます。総合戦略は、主に「基本目標」、「基本的方

向」、「具体的な施策」にて構成され、これらに対し「数値目標や重要業績評価指標（KPI）」を
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設定するものでございます。 

 「基本目標」では、人口ビジョンを踏まえた上で、市の地域性に応じた政策分野を定めると

ともに、分野ごとの目標を設定いたします。これらの設定等に当たりましては、国の「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」において定めた政策分野ごとの基本目標を勘案するものといたし

ます。なお、策定方針では、参考といたしまして、国における政策分野ごとの基本目標を記載

しております。 

 また、「基本的方向」では、政策分野ごとの基本目標を達成するために講ずべき施策の方向性

を設定するとともに、「具体的な施策」では、計画期間（５年間）において実施する施策を設定

いたします。 

 次に、「数値目標・重要業績評価指標（KPI）」につきましては、 総合戦略の着実な推進に向

け、実施した施策の効果を適切に評価・検証するため、基本目標ごとに数値目標を、具体的な

施策ごとに重要業績評価指標（KPI）を設定いたします。なお、数値目標や KPIについては、可

能な限り実現すべき成果に係る指標等を設定するものでございます。 

 続きまして、「７策定スケジュール」でございます。 

 併せて別紙２をご覧ください。別紙２では、「策定過程」、「庁内推進組織」、「産官学金労言の

推進組織」、「議会」の項目ごとに、それぞれの工程を示しております。この「産官学金労言の

推進組織」が本推進協議会に対応するものでございます。本年度につきましては、資料に記載

のとおり３回程度の開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、人口ビジョン及び総合戦略は、平成２７年中に策定するものとしておりますが、策定

スケジュールにつきましては、可能な限り工程の前倒しに努めるものといたします。 

 最後に、「８その他」でございます。「その他」につきましては、「四街道市総合計画との関係」

及び「進行管理」の２項目について記載しております。 

 「四街道市総合計画との関係」でございますが、平成２６年度を開始年度とする四街道市総

合計画は、少子化・高齢化により将来的に見込まれる人口減少や人口構成の不均衡への対応を

主要な目的の一つとし、持続可能で質の高いまちづくりを進めるための指針として策定したも

のでございまして、これは、人口減少克服・地方創生を目的とする総合戦略の基本的な考え方

を先取りしたものでございます。また、総合計画の策定に当たりましては、充実した市民参加

等を実施するとともに、議会においても十分な審議が行われるなど、幅広く意見や行政ニーズ

の把握に努め、これを活かすことで、市の実情に即した計画としたところでございます。この

ようなことから、総合戦略につきましては、四街道市総合計画に位置づけられた施策等を継承

することを基本とし、さらに、国や県の施策動向等を踏まえ、これを発展させるものとしてお

ります。 

 次に、「進行管理」でございますが、総合戦略においては、その着実な推進を図るため、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づく適切な進行管理を行うものとしております。 

 ここまでが本市総合戦略の概略でございます。今後は、この方針に基づき総合戦略の円滑な

策定に向け、検討を進めてまいります。 

なお、参考資料といたしまして、「資料１－３四街道市まち・ひと・しごと創生推進本部要綱」、

「資料１－４四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会要綱」を皆様にお配りしております。 

最後に、資料１－５「地方創生の取組経過」をご覧ください。こちらの資料につきましては、
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本市の地方創生への取組経過をまとめたものでございます。 

 上段から主な項目をご説明いたします。４月１７日「四街道市まち・ひと・しごと創生総合

戦略策定支援業務委託受託者選定要領」の施行、４月２２日「第１回まち・ひと・しごと創生

総合戦略策定支援業務委託受託者選定委員会」を開催しています。 

 次に５月８日、「四街道市まち・ひと・しごと創生推進本部」を設置し、次の５月２０日に、

第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推進本部会を開催したところです。なお、議題内容等

につきましては、右の欄に記載されているとおりでございます。 

 次に、同日付けで、資料１－２でご説明した「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略策

定方針」を決定したところです。 

 次に一つとびまして、６月１日付けにて「四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会要綱」

を施行、こちらは資料１－４に添付しております要綱でございます。 

 また、同日の６月１日～１９日まで、公募委員の募集を行いました。 

 次に６月市議会定例会におきまして、総務常任委員会協議会及び全員協議会の場におきまし

て、取組内容等に記載された項目を報告したところです。 

 次に裏面をご覧ください。７月１７日～３１日にかけて、２，０００人の市民の方に対して、

「結婚・出産・子育て、移住定住等に関する意識調査」を実施しました。 

 こちらでは、今後、人口ビジョンを策定する際、若い世代の意識を把握することを目的に行

ったものでございます。具体的な活用例につきましては、若い世代の持ちたい子どもの数や、

実際の出産数を把握、比較することにより、若い世代が希望どおりに出産することができた場

合、本市の将来人口がここまで上昇するなど、仮定値の算出等にも活用していきます。 

 次に、転入・転出の直接の動機、意向等を把握し、社会増減上の課題を分析し、その解消に

向けた施策等を検討するため、同じ期間に、四街道市に転入された方と、四街道市から市外に

転出された方、それぞれ各１，０００人の方に対して、アンケート調査を実施しました。 

 これらのアンケート結果につきましても、総合戦略案に係る施策検討に当たっての重要な基

礎資料となることから、調査結果が確定した段階で、改めましてご報告をさせていただく予定

でございます。 

 また、７月１５日から８月１４日までの１か月の間、市民の方に対して、地方創生のアイデ

ア募集を行いました。 

 市政だより、ホームページ、また、市役所、駅サービスステーション、公民館などの各公共

施設等でポスター等を掲示するなどの周知を行ったところ、２０件のアイデアが提出されたと

ころでございます。 

 次に、８月２４日、「第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会」本日でございます。 

 以上、駆け足となりましたが、議題（１）の説明でございます。よろしくお願いいたします。  

 

【岡本会長】 ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、お

願いします。 

 

【藤﨑委員】 先ほど地方創生の取組についてご説明いただきましたが、最終的に策定の支援

業務を行う業者名と、どのような業務を支援するのかをご説明いただきたいと思います。 
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２点目は７月１９日から８月１４日までに四街道市のまち・ひと・しごと創生のアイデアを

募集したと思います。回収された２０件が、どのような分野でどのような意見があったのかと

いう概要を教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 業者につきましては、全国的に様々なコンサル業務をされていますランドブレイ

ン株式会社にお願いしています。この総合戦略の策定に当たりましては、それぞれの地域の状

況を把握している行政が中心となって業務を進めていくことが求められていますので、庁内組

織などで市の現状と課題を分析しながら進めています。その中でコンサルティング会社の専門

性をお借りし、基礎データを把握するために、人口構造や人口の動向の分析、産業、住環境、

財政のデータに基づいて現状及び動向調査等の支援をしていただいています。また、人口推計、

アンケート調査のクロス集計や分析などの業務に関する支援をお願いしています。 

アイデア募集に関しては、ちょうど締め切ったところで詳細はまだお伝えできませんが、４

つの大きなテーマで募集し、「市での安定した雇用を創出するためのアイデア」に６件、「市へ

の移住、定住を促進するためのアイデア」が７件、「若い世代の結婚、出産、子育ての希望をか

なえるためのアイデア」が２件、「誰もが安心して暮らせる活気のあるまちをつくるためのアイ

デア」が５件となっております。庁内で精査した後、ご報告をさせていただきます。 

 

【松隈委員】 策定内容の中で人口ビジョンという項目がありますが、日本全国の他自治体と

四街道市では、市長が言われたように状況が異なると思います。定住者、移住者などの人口を

増やしていく考え方と、来訪者などといった交流人口を増やしていく考え方があると思います

が、このような人口の流動性の観点がこの人口ビジョンには入っていますか。 

 

【事務局】 平成２６年度からスタートした総合計画は、将来的な人口減少を踏まえ、若い世

代の移住、定住をしていただき、人口を維持、また増やしていくために、交流人口を増やして

いくことが定住促進の基本となっております。その上で、四街道市に定住を続けて頂くために、

四街道市を対外的にアピールして、認知度を高めていくということが必要だと考えています。

四街道市のイメージアップを図るために、シティセールスという形で、四街道市に関する情報

発信を行っています。このような考え方が総合計画では、四街道市未来創造プロジェクトとし

て位置づけられています。若い方の転入促進、定住促進が柱になっておりますので、それを基

に四街道市を積極的に情報発信していくといったプロジェクトです。今回、メディアの方に委

員になって頂いている一つの意味が、四街道市が対外的にアピールしていけるように、また、

市民の方にも四街道市の良さを再認識して頂いて、地域に定着していけるようになればと考え

ています。 

人口につきましては、子育て日本一の施策をどう進めていくか、他の施策をどう進めていく

か、開発はどうなるかなど様々なことを踏まえ、様々な施策を進めて行きたいと思います。ま

た、東京一極集中から地方へと国が謳っていますが、四街道市が東京圏の中にあるため、周辺

の状況を踏まえながら今後施策等を検討していきたいと考えています。 

 

【駒井委員】 ８月から３月までにいくつかの基準の策定とあるが、この委員会自体の基準の
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策定なのか、それとも四街道市における、まち・ひと・しごとの基準を決めるのか、というこ

とに関して詳しく教えて頂きたいと思います。また、８ヶ月程の期間で市の経済や定住、移住、

暮らしについての基準を決めるのにはあまりにも短いのではないかと感じています。 

また、データ分析ばかりに頼るのではなく、創生アイデアを市民の方から頂いたように住民

の意見も反映して頂きたいと思います。先程、アイデア募集のテーマ等を教えていただきまし

たが、５件程度の意見で審議をするのはどうか疑問を持ちました。多くの方々に情報が行き届

いているはずという思い込みがあるため、本当に色々な方に一言でもご意見をもらえるような

取組が出来ないものかなと感じました。 

 

【事務局】 地方創生については、４７都道府県を含め約１，８００弱の自治体が一斉に取り

組んでいます。人口減少や地域活性化を進めていくためには、即効性があることが重要視され、

短い期間で各自治体が地方創生に向けた取組を進めている状況です。４月から各自治体が検討

を始めるために、国も平成２６年度の予算を繰り越しして、予算措置を行っています。市では

平成２６年度にスタートした総合計画があり、その策定の中で人口推計や財政推計などを行い

ました。総合計画で位置づけた子育て等の施策が、総合戦略の内容と一致しているため、他市

よりも短期間で策定が可能だと考えています。そこで、四街道市の場合、未来創造プロジェク

トにおいて、子育て支援に関する事業を進めており、その他にも若い世代に向けた定住促進な

ど人口を増やしていくために、子供医療、学童保育など、他の市と比べても進んだ施策に取り

組んでいます。今の総合計画の内容をただ前倒しにするということだけではなく、新たに加え

る必要がある施策については追加していきます。 

今回地方創生に合わせ、全国的に総合的な子育ての推進に関する制度改正があるため、検討

を進めていく予定です。また、中心市街地活性化について地方創生という考え方を踏まえた中

で、どのような事業を展開していく必要があるかということを考えていきます。その他にも四

街道市民、市外の方にも１ヶ月間募集を行い、四街道の状況を把握しながらアイデアを２０件

いただいているので、そのアイデアの一つ一つに財源や実効性を検討させていただいています。

この委員会内でも様々なアイデアをいただきたく思っています。 

 

【藤﨑委員】 総合計画は、住民、各団体からの様々な意見より策定されているため、問題な

いと思いますが、せっかくこのような協議会ができ、さらに市民からの公募の委員が３名いる

ため、四街道市の良いところ、またこういう事をするともっと良くなるのではないかという生

の市民の声を聞かせていただければと思います。 

 

【駒井委員】 個人的な意見だと思いますが、子育て中の母親の意見として発言します。四街

道市に１０年間程住んでおり、乳児から小学生までの４人の子ども達を育てています。私は千

葉市から転入したため、個人的には他市町村との違いを若干感じています。私自身も主人の育

った所で子育てがしたい、また主人が通っていた幼稚園、小学校に通わせてあげたい、安全な

場所でのびのび育てたいという希望があり、この四街道市に住むことを希望しました。実際に

住んでみて感じたことは、自然もたくさんあり、子育てに関しては市外からみてもとても良い

環境だと思いますが、実際は母親の就労や、習い事など、生活のパターンを考えた時にとても
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選択肢が少ない市だと思います。女性は結婚するかしないか、子供を生むか産まないか、とい

う二択を迫られています。市内で働こうと思っても、自分の希望の時間、就労場所が本当に少

ないと感じています。 

今回公募を受けこちらでお話させて頂けるということで、自分の立場、次の世代を考えると、

田舎だからいいとか、環境がいいから住みやすいよねという表面上のものではなく、定住した

人が四街道市に住んで本当によかったと、他の市の方に言えるようなまちにすることが重要だ

と考えています。そして、住んだ人がいいまちだと思いながら暮らすことが一番だと思います。 

 

【松隈委員】 四街道市を選んだ理由は、当時、緑が多く、交通の便が良く、通勤圏であった

からです。移り住んでからの四街道市の状況を考えると、我々の世代はある程度何か心の中で

不満を持っていると思います。これから何をしたらいいのかとか、次の世代の方々に何を残し

たらいいのかといった議論が多いのですが、今の四街道市と周りの市町の現状を見比べた時、

お金を使う場所は千葉市、佐倉市、酒々井町などの周辺市町であるため、四街道市の中では経

済面で不足していると感じます。また周辺の地域は、酒々井町のアウトレットや佐倉市の歴史

のように核となる地域資源の魅力も有しています。良いところ悪いところを一つ一つ解決して

いくことが、これからの１０年間、総合計画で着実に進めていくことだと思います。 

今後このまま人口が減少する、しかも少子高齢化で子育てを重点的に実施していくことも非

常に苦しいのではないかと思います。やはり、定住人口を増やすばかりではなく、総合的な魅

力をつくり、市外から多くの人を呼び込むことが重要ではないかと考えます。現状、物足りな

いところがあるため、公募されたアイデアの中で、面白いアイデアがどのくらい入っているの

か、非常に興味があります。残念なことに、私の子どもは四街道市に住まず他の地域に住んで

おり、今後どのようにして呼び戻すことができるか考えています。 

 

【横内委員】 行政と市民の温度差があると思います。以前に、公園でブランコが錆びて、そ

の後滑り台が老朽化して撤去された際に、「いつまで遊具がない公園のままなのか」と質問した

際、今は整備する予算がないと回答されました。予算がないことも理解できるが、思い切って

何かやらないと、何も始まらないと思います。例えば、今回、中央公園は遊具を増やしていま

すが、中途半端なお金の使い方だと感じます。遊具だけを立派にしたところで、トイレは整備

されておらず、地面も石ころがいっぱい転がっており、危ないと感じます。桜の季節は良いが、

公園内は少し暗いイメージがあります。市内外の方に、四街道市の中央公園として自慢できる

ものが何かあったら良いなと思います。マラソン大会においても、様々な市から大勢の方が訪

れているのにもかかわらず、大きなイベントの開催など、プラスアルファの取組があれば、も

っと人も集まり、四街道市の知名度も上がっていくのではないかと感じます。 

四街道市には盲学校の施設もありますが、四街道駅から盲学校の間が点字板しか整備されて

いないため、歩きにくく、舗装も壊れているところもいっぱいあり、目の見えない障害者にと

っては住みにくいまちだと思います。現実の課題をきちんと把握した上で、着実に解決してい

く必要があるのではないかと感じています。 

 

【志津委員】 四街道市に在住しており、皆様のご意見に共感していました。行政側からこう
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して欲しいということばかりではなくて、住んでいる市民の皆が環境美化などの自治会の活動

やお祭り等に参加し、住んでいる方々の思いを引き出せたらいいなと思います。このような場

に参加させていただくので、住んでいる人の思いをきちんと伝えていきたいと思います。 

 

【金子委員】 日頃、四街道市を取材していて感じることは、市民活動が盛んであることです。

様々な取組団体やボランティア、環境に詳しい方の活動といった小さな活動が多いと感じます。

今後、このような活動に興味がない方に対して情報発信を行っていくのか、また小さな活動が、

横の繋がりをもち、新たな魅力に創出していくためのバックアップが必要なのではないかなと

思っています。 

 

【関端委員】 四街道市在住ではないため、詳細の内容まで把握していませんが、総合計画の

中で四街道市が住みやすい地域であるという定義があるのでしょうか。また、先ほど人口につ

いて市長が８７，０００人いると述べていましたが、世代別でどのくらいの割合なのか興味が

あるので教えて頂ければと思います。 

 

【事務局】 総合計画の柱となる四街道未来創造プロジェクトを当市は謳っています。四街道

未来創造プロジェクトとは、少子高齢化に伴い将来見込まれる人口減少と、人口構成の変化へ

の対応として、子育てを中心とした若い世代の転入、定住促進の観点から先導的に事業を設定

して進めていくという施策です。一つ目として、充実した子育て環境創造プロジェクトです。

子ども医療費助成や小学校、中学校の施設設備管理等を進めていきます。二つ目として、シテ

ィセールスプロジェクトです。シティセールス推進事業や、地域ブランド創造事業などを進め

ていきます。三つ目として、魅力的な住環境創造プロジェクトとして、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方に転入、定住を図っていきます。緑化推進事業や四

街道駅北口広場再整備事業、交通計画推進事業などを柱として事業を進めています。 

市内の世代別の割合は、団塊の世代の６５から６９歳、その子どもの世代である４０から４

４歳の人口の割合が高いです。 

 

【岡本会長】 委員の方の中には、総合計画の資料をお持ちでない方がいると思います。今後

の議論の中で幾つかの項目が重複したり、議論の際、確認することもあるかと思いますので、

なるべく早いタイミングで総合計画の資料をお配り願います。 

 

【事務局】 本日、概要版はご用意しています。後ほどお配りいたします。 

 

【岡本会長】 ありがとうございます。分からない点がありました事務局の方にお問い合わせ

頂ければと思います。國井委員、何かあればお願いいたします。 

 

【國井委員】 公募委員の方のお話を聞きまして、ごもっともだなと思ったことがあります。

行事が非常に盛んで、ふるさと祭りや各地区の町内の盆踊り等、いろいろな所でお祭りがあり、

素敵な地域だと思います。失礼な言い方かもしれないけれども、田舎っぽく親しみやすさを感
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じます。ただ、先ほど横内委員からもあったように、予算の関係などあるかと思いますが、今

回地方創生では目立ったことをやらないと、魅力あるまちづくりにはつながらないのかなと思

います。私も様々な委員会等に出させていただいて、予算の現状等把握しているため、思い切

った予算づけは難しいとは思いますが、庁内ではシティセールス課を立ち上げて四街道市をア

ピールしていこうという体制になっているため、積極的な事業を展開していただきたいと思い

ます。 

 

【岡本会長】 それでは、次に議事（２）「その他」ですが、事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 はい。次回の開催ですが、市民意識調査の分析結果や将来人口などの具体的な数

値をお示し、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

【岡本会長】 ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、お

願いします。 

 

【藤﨑委員】 本日各委員にご意見を頂いたので、欠席している高橋委員と大橋委員にも意見

を伺っておいてください。 

 

【事務局】 承知しました。 

 

【岡本会長】 これで本日の議事は全て終了しました。事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 特にございません。 

 

【岡本会長】 委員の皆様、全体を通して、ご意見、ご質問等は、ありませんか。無いようで

したら、以上で、平成２７年度第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会を終了しま

す。本日は、お疲れさまでした。 

 

 

 

 

会議録署名人   金 子 絢 子     

 

会議録署名人   関 端 克 昌     

 

 


