
 

 1 

平成２７年度第３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２８年２月１５日（月）１０時３０分～１１時４５分 

 場 所  四街道市役所こども保育課２階会議室 

 出 席 者  岡本会長、高橋委員、大橋委員、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  関端委員 

 事務局出席者  藤森経営企画部長、永易経営企画部次長、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  ０人 

 

 

【事務局】 本日は、お忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから平成２７年度第３回四街道市まち・ひと・しごと創生推

進協議会を開会させていただきます。 

本日は１０名のご出席をいただいております。四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会

要綱第６条第２項に規定する過半数に達しておりますので、本日の会議が成立しておりますこ

とを、ご報告いたします。なお、関端委員につきましては、欠席のご連絡をいただいておりま

すので併せてご報告いたします。 

はじめに、岡本会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

【岡本会長】 本日は、第３回四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会にお集まりいただ

き、ありがとうございます。 

本日の会議では、最終版として策定がなされた「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について」のご説明と、先般、第２回会議におきまして、委員の皆

様からご質問のあった国の財政支援を受けている事業につきまして事務局よりご紹介いただけ

ると伺っております。 

当協議会といたしましても、来年度以降、総合戦略の進行管理に移ってまいりますことから、

個々の事業がどのような内容で推進がなされているのかを把握することはたいへん重要なこと

と考えます。 

委員の皆様におかれましては、疑問点やより良い改善点等ございましたら積極的なご意見、

ご提案をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、今回から審議に加わ

っていただく委員がいらっしゃいますので、ここでご紹介いたします。「四街道市商工会」より

選出の大橋委員でございます。 

 

【大橋委員】 第１回、第２回は、仕事の都合により出席できませんでした。駅前で個人商店

を営んでおります大橋と申します。 
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私自身、２０歳くらいまでは四街道で生まれ育って、その後３０年程、四街道を離れていま

した。１０年程前に四街道に戻ってきたところ、四街道の街がずいぶん変わってきていると感

じているところです。今後、少しでも街の活性化に貢献できればと思います。よろしくお願い

いします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。本協議会の

議長は、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項の規定により、会長が

議長となる旨、規定されておりますので、岡本会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

【岡本会長】 まず、会議録における発言者名については前回同様、明記するものとしたいと

存じますがよろしいでしょうか。 

 

（了承） 

 

【岡本会長】 次に、本日の議事録署名人を指名させていただきたいと思います。志津委員と

松隈委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか 

 

（了承） 

 

【岡本会長】 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、本

日の会議は特に非公開にする場合には当たらないと考えますので、公開といたします。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ことといたしますが、よろしいでしょうか。 

 

（了承） 

 

【岡本会長】 それでは、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】 傍聴人はおりません。 

 

【岡本会長】 それでは、会議次第に従い進めてまいります。議題（１）「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」について事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 議題１「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」

の説明に入らせていただきます。最初に第２回の会議において、委員の皆様からいただきまし

たご意見を踏まえ、加筆修正を行った箇所についてご説明をいたします。 

 資料１「四街道市人口ビジョン」の４３ページをお開きください。こちらにつきましては、

目指すべき将来の方向として（１）から（４）を記載し、本市の方向性をお示ししたところで

す。前回「（２）結婚・出産・子育ての希望をかなえる」の項目においては、特に記載が簡素と
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なっており、「他の項目とのバランスを欠いている」というご意見の他「具体性を持たせた方が

良い」など、ご意見をいただいております。 

 これを受け事務局において改めて検討させていただき（２）につきましては、記載すべき課

題や現況が少ないものであることから、必要な加筆修正させていただきました。内容につきま

しては、記載のとおりです。次に、人口ビジョン全体にわたる修正点といたしましては、図表

等をより見やすいものとなるよう前回、一部白黒でお示ししていた図表をカラーで作成し直し

たところです。また、その他、文言についても一部統一が図られていない箇所がございました

ので、こちらにつきましても全体的な統一を図るため必要な修正を行ったところです。 

 続きまして、資料２「まち・ひと・しごと創生総合戦略」をご覧ください。こちらにつきま

しても前回からの変更点をご説明したいと思います。最初に資料３ページをお開きください。

前回お示しした総合戦略では、左側の２ページに（５）「みんなで地域づくりの視点」という項

目を入れてございました。このような中、会議におきまして「地方創生を進めていくためには、

本市が持つ強みをより伸ばし、また活かしていく必要がある。」とのご意見や「長期的な計画と

なることから、市が継続したい部分、効果の出ている部分を具体的に示す必要がある」などの

ご意見をいただいたところです。 

 このため、会議終了後、事務局において再度検討を行い、本市が目指す地方創生に向け、本

市の持つ有益な地域資源を活かすという視点をより具体的に示していく必要があるとの判断か

ら、３ページ目に新たに「地方創生の視点」を加えたところです。こちらでは、「人」の視点、

「みどり」の視点、「子育ての視点」をそれぞれ設定させていただきました。 

次に、５ページをお開きください。こちらの目指すべき将来の方向につきましても先ほど人

口ビジョンの際に説明させていただいたとおり、（２）結婚・出産・子育ての希望をかなえるに

おいて、必要な加筆修正を行っております。この後のページにつきましては、前回イメージと

しておりました写真の差し替えと文言の統一を図るなど、必要な修正を行ったところです。 

これらの作業を行った後、すでに皆様にご案内させていただきましたとおり、昨年１２月 

２１日から１月２０日までの１か月の間、市民意見を募集するパブリックコメントを実施した

ところです。なお、パブリックコメントの結果につきましては、提出されたご意見はございま

せんでしたので、市では、パブリックコメント実施の際にお示ししたそれぞれの（案）に基づ 

き、平成２８年１月２７日付けで「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」を策定させていただきました。 

続きまして、資料３「まち・ひと・しごと創生を推進するための交付金活用事業」をご覧く

ださい。前回の会議におきまして「国の財政支援を受けている事業については、どのようなも

のがあるのか。」とのご意見をいただきましたので、国の財政支援の全体像を踏まえ、こちらの

資料に基づき、本市の個々の事業を説明させていただきます。表紙をめくっていただき２枚目

の目次をご覧ください。１番目が「地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開」、２番

目が「地域住民生活等緊急支援交付金の概要」、１つとんで５ページ以降の項目が、本市の国の

交付金を活用した事業となっております。 

 次に、１ページをご覧ください。「地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開」と記

載された資料となりますが上段部分の国の箇所に、「２０６０年に１億人程度の人口を確保する

中長期展望を提示した【国の長期ビジョン】」と、「２０１５年～２０１９年度の政策目標と施
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策を策定した【国の総合戦略】」が閣議決定されております。我々、地方におきましては、国の

下に示されておりますとおり、【地方人口ビジョン】と【地方版総合戦略】の策定が求められて

おり、本市においても「四街道市人口ビジョン」と「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定したところでございます。 

国からの交付金につきましては、濃い青色で示されている箇所に「地方創生先行型」と記載

されていることが確認できると思いますが、こちらに記載されておりますとおり、①地方版総

合戦略の策定、②地方版総合戦略における「しごとづくりなど」の事業に対して、交付金の措

置がなされています。本市においては、総合戦略策定を含む、７事業を先行型として実施して

いるところです。 

次に、３ページ目をご覧ください。青色で示している箇所がすでに交付を受けている「地方

創生先行型」でございます。こちらの地方創生先行型につきましては、国の予算として基礎交

付分が１４００億円、上乗せ交付が３００億と２種類が用意されているところです。 

 基礎交付分の１４００億円につきましては、全国すべての地方公共団体に交付される性質の

ものでございます。具体的には、資料にも記載されておりますとおり、総合戦略の策定経費と

して、市町村であれば１０００万円、その他、交付金の額を決定する要因といたしましては、

地方公共団体の人口、財政力指数、就業率や人口流出の状況などの要件から、交付額が決定さ

れています。 

 次に、上乗せ交付の３００億円に関しましては、全国一律に交付金を出すという性格のもの

ではなく、いわゆるコンペ方式のようになっており、地方創生を進めるに当たって、全国自治

体の参考となる先駆性を有する事業に対して交付されるというものでございます。 

次に、本市の交付状況についてご説明します。４ページをご覧ください。まず、基礎交付分

については、右側にお示しているとおり、本市は３８，４８６千円の交付がなされたところで

す。こちらの３８，４８６千円の中には、総合戦略の策定経費として１千万円が含まれており

ます。 

 次に中ほどの「地方創生先行型の注意点」をご覧ください。こちらの注意点に記載されてお

りますとおり、本交付金につきましては、すでに国の補助がある事業に対しては活用ができな

いという点、「建設地方債対象事業」は対象とはならない点などの要件がございます。いわゆる

施設整備などのハード事業については、よほどの理由がなければ認められないということです。 

次に下段の上乗せ交付分をご覧ください。こちらにつきましては、先ほども触れましたとお

り「他の地方公共団体の参考となる先駆性を有する事業に交付」するタイプⅠと、昨年の１０

月までに総合戦略を策定し、その総合戦略を推進する事業に対して交付するタイプⅡの２種類

がございます。 

 本市においては、上乗せ交付分として特に金額が大きなタイプⅠに対して、申請を行ってお

り、２千万円の交付金額が交付されたところでございます。なお、交付の要件としましては、

タイプⅠは、「イの事業分野」で記載のいずれかに該当すること。「ロの事業仕組み」では、要

件をすべて満たすこと、「ハの先駆性」では他の自治体の参考となる先駆性を有することなど、

交付のための条件は、かなり厳しくなっております。 

次に、５ページをご覧ください。本市が交付金を活用している事業の一覧でございます。上

段が地方創生先行型の基礎交付分として活用している事業、下段が本市が上乗せ交付分として
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申請し採択された事業でございます。 

次に６ページをご覧ください。ここからは、地方創生先行型の交付金を受ける個々の事業の

説明となります。７ページをご覧ください。より分かりやすくなるよう本市の総合戦略の基本

目標ごとに地方創生先行型の事業を掲載させていただきました。 

 最初に基本目標１の～四街道市への人の流れを創る～におきましては、記載の２事業でござ

います。№１の「シティセールス推進事業」につきましては、本市の市外における認知度の低

さをどうにかしなければいけない、認知度を高めて本市への人の流れを創るきっかけとなる事

業を推進するというものでございます。具体的に行ったものとしては、本日、資料の後ろにも

添付してございますが、旅行情報誌として有名な「るるぶ」の四街道市版を作成し、また、作

成したるるぶを市外の方が興味を持って手にとっていただけるよう、これをＰＲするためのポ

スターの作成などを行っております。重要業績評価指標（ＫＰＩ）としましては、パンフレッ

ト配布部数としました。 

 №２は、「ドラマチック四街道推進事業」でございますが、こちらの事業は、先ほどのシティ

セールス推進事業がどちらかといえば市外に向けてターゲットを絞っているのに対して、こち

らは、市内の方に向けた定住促進のための事業となっております。 

 具体的には、四街道に関わるすべての人が一体となり作り上げているこのまちには、何気な

い日常の中にもたくさんの魅力が詰まっています。この事業は、四街道の色とりどりの魅力あ

る日常を、市民の方々といっしょに映像として作成し、これを市内外に発信していく取組によ

り、よつかいどうをもっと好きになっていただくなど、ふるさと意識の向上を図ることを目的

とした事業となっております。こちらは、そのドラマ制作の経費やフリーペーパーの作成経費

としております。ＫＰＩには、制作メディア５０００回の再生としています。なお、こちらで

作成した映像につきましては、後ほど委員の皆様にご覧いただきたいと思います。交付金につ

いては、それぞれ記載されたとおりです。 

次に８ぺージをご覧ください。こちらは、基本目標２～結婚・出産・子育ての希望をかなえ

る～では、記載の２事業が対象となります。№３「私立幼稚園等運営補助事業」についてでご

ざいますが、こちらは１つの事業となりますが、補助内容が２つあることから、便宜上２つに

分けて掲載させていただいております。上段の預かり保育でございますが、こちらは今まで、

市内幼稚園におきましては、平日の預かり保育については実施しておりますが、夏休みなどの

まとまった期間の預かり保育は実施しておりませんでした。そのため、夏の期間に預かり保育

がないという理由で、保育園を選ばれた働くお母さん方もいらっしゃるとの声があることから、

今回、試験的に夏の預かり保育を実施するため、先行型としてこれを補助したところでござい

ます。ＫＰＩとしましては夏季休業中の預かり保育実施園数としました。 

次に防災資機材につきましては、幼稚園における安全安心の環境を促進するため、防災面の

充実を図る支援を行ったものです。概要にありますとおり、幼稚園が整備する防災資機材の購

入費に対する補助を行ったものです。ＫＰＩは、市内幼稚園等における防災資機材の設置率 

１００％を掲げています。 

次に、№４の「三世代同居・近居支援事業」でございますが、本市においては、魅力的な住

環境により若い世代の転入がある一方で、同じく本市で育った若い世代の転出も多いという現

状がございます。また、一部の地域においては、高齢化率も上昇しており、子ども世代が戻っ
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てこないなどのお話しも伺っております。そこで、本市への子世代のＵターンや親世代の転入

を目的に住宅を取得する方に対しては、その取得の際の補助を行うという事業です。ＫＰＩに

ついては新築８件、増改築５件となっています。これらの事業においての交付金については、

記載のとおりです。 

次に９ページをご覧ください。基本目標３～地域における安定した雇用を確保する～では、

１事業が対象となります。№５「中心市街地等活性化事業」でございますが、こちらは、事業

の目的にも記載されておりますとおり、長引く景気低迷により、本市の中心市街地においても、

廃業による空き店舗が発生するなどの影響があるところです。そこで、これらの空き店舗を有

効に活用し、地域に活性化を図るため、空き店舗等を活用して出店する事業者に対しては補助

を行うことを目的とした事業を設定しました。具体的な補助件数としましては、ＫＰＩにもあ

りますとおり、２件分として設定しているところです。交付金については、記載のとおりです。 

次に１０ページをご覧ください。基本目標４～安心で快適な暮らしを守る～では、№６「地

域災害対策事業」が対象でございます。こちらは、首都圏直下地震等の切迫性の高まりや東日

本大震災の発生により住民の安全・安心に対する意識の高まりを受け、本市においても積極的

に安全・安心に関する取組を進めていく必要があることから今回設定させていただいたところ

です。本市は、これまでの間、災害発生時に備えて、飲料水、食糧、日用品などの備蓄を進め

てきたところでございますが、災害対応には、高齢者、障害者、乳幼児、女性など、多様性に

配慮する視点が求められています。そのため、本事業においては、このうち、子どもやその子

どもたちの親に焦点をしぼったものでございます。具体的には、子ども向け講座の開催や子ど

もと乳幼児に配慮した防災備蓄用品の購入などでございます。ＫＰＩについては、情報提供に

活用した媒体数を掲げています。交付金については、記載のとおりです。 

次に１１ページをご覧ください。こちらは「計画の推進に当たって」でございます。こちら

につきましては、総合戦略を策定する際は、国から１千万円を上限として経費が交付されるこ

ととなっています。この経費は、まち・ひと・しごと創生に必要な市民意識調査などの実施経

費や会議開催のための経費等も含まれたものとなっております。今後も計画を推進していくた

め、基本目標１～４に位置づけた事業の結果に対する評価、検証を進めて改善に努めてまいり

たいと考えているところです。 

次に１２ページをご覧ください。ここからは、先ほどご説明した地方創生先行型交付金のう

ち、先駆的事業に対する上乗せ交付分となります。 

１３ページをご覧ください。今回、本市が申請した事業の中で採択がなされたのは、こちら

の基本目標３の１事業でございます。事業名としては、「観光支援事業」、事業の目的としまし

ては、本年で開拓７０周年を迎える鹿放ケ丘地区の持つ歴史をあらためて取り上げ、鹿放ケ丘

の持つ魅力をさらに磨き上げることで、本市の観光資源として市内外に効果的に発信すること

を目的としたものでございます。 

具体的には、鹿放ケ丘ふれあいセンターにある歴史民俗資料館を充実させるため、開拓者の

インタビューの映像化や、鹿放ケ丘で生産されるイチゴや梨を活用したレシピの開発などを行

うものです。先駆性のある取組といたしましては、これらの取組は、行政、地域住民のみなら

ず、若い世代にも魅力を感じていただけるよう、大学、高校学校などの教育機関など、様々な

主体と連携することで、より効果的な事業展開を目指している点などが評価されたものと考え
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ます。ＫＰＩにつきましては、着地型旅行商品のモニターツアーの実施等による「ふれあいセ

ンター歴史民俗資料館」への来場者数と市内農産物を活用し、開発された試作品の数の２つを

あげているところです。交付金としましては、記載されたとおりです。 

資料の最後にございますのは、シティセールス推進事業で説明した「るるぶ四街道市」や本

市の特色を説明したリーフレット、三世代同居・近居支援事業で説明させていただきました同

事業のチラシでございます。なお、リーフレットにつきましては、現時点の素案の状態でござ

います。今後、必要な調整を行った後、配布を行う予定です。それでは、最後に「ドラマチッ

ク四街道」において作成いたしました映像をご覧ください。 

 

映像視聴 

 

【事務局】 今回、資料としてご用意しておりませんが、「ドラマチック四街道」の内容につき

まして少し補足させていただきます。本事業につきましては、主に３つの事業から構成されて

います。１点目が本日ご覧いただきました映像事業。この映像事業には、本日ご覧いただいた

「おまつり篇」の他に、「はじまり篇」、「いきいき篇」、「はたらく篇」の３つが作成されていま

す。今回の交付金を活用して「おまつり篇」、「青春篇」を制作させていただきました。なお、

「青春篇」は現在制作しているところでございます。次に２点目として、カレンダープロジェ

クトという事業を行っています。この事業は、２０１３年の４月から日めくりカレンダーに四

街道の市民の方々が登場するという事業を行っており、市民の方々がスケッチブックに四街道

に対する思いを記載し、これを掲げていただいて１日ごとに違う方に登場していただくという

ものです。３点目は、よつぼくんというプロジェクトナビゲーターとしてキャラクターが行う

事業を行っています。これら３つのプロジェクトを通して「ドラマチック四街道プロジェクト」

という名称となっております。 

 今回の交付金を活用して行っているものは、「おまつり篇」、「青春篇」の制作、それと四街道

の魅力を集めた写真集の作成。また、先ほどご説明したカレンダープロジェクトのポスターも

制作しているところです。 

 さらに、リサーチワークショップということで、次世代に残したい「もの」「こと」を参加者

とともに集めて掲載したまとめ冊子を作るという事業を、市民の方々に参加いただきながら進

めているところです。今後、３月に公民館において発表する予定であると伺っています。最後

によつぼくんのラインスタンプ作成事業についても進めているところです。 

 

【事務局】 いかがでしたでしょうか。今後、より市町村間での人口獲得のための競争が高ま

る中、文字だけではなく、視覚的にも本市の魅力を発信していく必要性があるとの考えから、

このように映像も作成させていただいているところでございます。また、これらの映像につき

ましては、多くの市民の方々に協力を得て作成させていただいたものです。 

 なお、資料の最後に、本年度実施しました国勢調査の千葉県速報値を加えているところでご

ざいます。すでにご存じのことと思いますが、千葉県全体につきましては、前回の国勢調査か

ら７７００人弱の増加により、０．１２％の増加となりました。四街道市におきましても、前

回国勢調査より２５００人ほど増加しているところです。今後も可能な限り人口増加傾向を維
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持してまいりたいと考えているところです。 

 以上、議題（１）の説明とさせていただきます。 

 

【岡本会長】 ただいまの事務局の説明に対し、委員の皆様にご確認いただきたいと思います

が、ご意見・ご質問等はございますか。 

 

【藤﨑委員】 前回の会議における意見を踏まえていただき内容も良くなられたと思います。

また、ドラマチック四街道も大変良いと思います。私からは、１点の質問があります。総合戦

略の１０ページでございますが、目標値に「合計特殊出生率」現状値の１．４６より増加する

ということを掲げているところですが、目標値としてはちょっと弱いのではないかと感じます。

これを設定するに当たって、市の内部でどのような議論がなされたのか、または、こちらには、

このような記載となっていますが、事務局においては、このくらいまで上昇するのではないか、

などの数字を持っておられましたら教えてください。 

 

【事務局】 四街道市の合計特殊出生率は、平成２６年時点で１．４６となっています。この

数値は、国平均の数値や千葉県平均の数値よりも高く、千葉県内においても上から４番目とい

う高い順位となっています。委員ご指摘のとおり、現状値より増加という目標は弱いと感じる

部分はあるかもしれませんが、人口ビジョンにおいて、２０３０年には合計特殊出生率が１．

８となるよう目標を掲げており、今回の総合戦略においては、その目標に向けた最初の部分で

あることから、今回の総合戦略終了年度となる２０２３年は、まずは現状値よりも高い数値と

なることを当面の目標に掲げたものとなります。 

 

【藤﨑委員】 最初の５年間であるということから具体的な数値はお示ししていないとのお話

しであると思いますが、２０３０年に合計特殊出生率１．８ということであれば、最初の５年

間においても何かしらどう考えているのかはあるのではないかと、次の総合戦略においても子

育て施策をどのくらいやるのかなどの判断があるのではないでしょうか。 

 

【事務局】 先ほどもお話ししましたとおり、最初の５年間を推進した際、今回実施している

施策で、どの程度、合計特殊出生率が上昇するのかなど、効果を見極めたい部分もあります。

具体的な数値でないことから弱いと感じる部分はあると思いますが、今回は、このような点も

踏まえ、このような目標値としています。 

 

【藤﨑委員】 前回の会議においては、合計特殊出生率のここ数年の上昇の理由もある程度分

析がなされていたようでしたので、今回もある程度の数字を捉えることもできるかと思います。

数値が示されなければ進行管理の際、評価ができないのではないかと懸念しています。 

 

【事務局】 確かに評価の面からすれば、そのような懸念も考えられますが、まずは、最初の

５年間における施策効果として、どの程度、数値が上昇していくのか、これらの結果を、１つ

の物差しとして活用していきたいと考えているところです。 
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【藤﨑委員】 そうであれば、わざわざこの数字を目標値にする必要があったのか、という話

しになります。千葉県の総合戦略では、これをＫＰＩとはしていません。県においても評価す

ることが難しいというものについては設定を見送りました。どうしてこれをＫＰＩに設定した

のかということにもなります。そのため、ＫＰＩとして設定する際は、評価に耐えうるものを

設定すべきですし、仮に設定するものにしても、概ねどの水準を目標とするのかの目安が必要

となります。仮に、この目標値の状態で評価するとなると、甘目の評価となる恐れがあるので、

実際に市が考えている数値と、実際の数値がどうであったのかに基づき評価をしていくことが

重要であると考えます。 

 

【事務局】 今後、人口減少等の課題に向けて、全国の市町村おいて子育て施策の充実を図っ

ていくものと考えています。国においても千葉県においても２０３０年には、合計特殊出生率

が１．８となることを設定し、２０４０年には、２．０７を設定しているところです。本市に

おきましてもこれを踏まえ、子育て施策を充実させ、これらの合計特殊出生率の数値を目指し

ていく必要があると考えており、このように設定したものとなります。 

 

【藤﨑委員】 評価の件については、先ほど申し上げた視点に配慮していただきたいと思いま

す。 

 

【岡本会長】 事務局におきましては、ただいまのご意見を踏まえ、評価の方法を検討してい

ただきたいと思います。他にご意見・ご質問等ございますか。 

 

【志津委員】 １点、気になる点がございましたのでご質問させていただきます。三世代同居・

近居支援事業ですが、交付金として約３７０万円を使っておられますが、これに対しては、ど

の程度効果が見込めるのか。新築、改築に補助金を出すものと書かれていますが、費用対効果

が少ないのではないかと感じます。もともと、市に定住を考えている方が、このパンフレット

を見て、改修したもの対して利用されたりすると人口増加にあまり貢献しないのではないかと

考えます。もちろん市において厳正な審査を実施するものと考えていますが、何かお考えがあ

ればお聞かせください。 

 

【事務局】 ご指摘の事業につきましては、本年度を初年度としてスタートした事業でござい

ます。委員が危惧されるような点もあるかと思いますので、今後、本事業の効果等について検

証を行ってまいりたいと考えます。 

 

【駒井委員】 総合戦略につきましては、委員の皆さんの意見を取り込んでいただきながら修

正がなされているなと感じます。ただし、パブリックコメントの結果については、市民からの

ご意見を頂戴できなかったという点で残念に感じています。私自身もこのような会に参加して

いることを広く市民の方に知っていただくことなど、個々の努力も必要であるということを含

めて、まち・ひと・しごと創生については、もう少し市民の方々に認知されて進めていくこと

が重要であると感じました。 
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【岡本会長】 ありがとうございます。他にご意見・ご質問等ございますか。 

 

【高橋委員】 交付金活用事業の資料３については、わかりやすくまとめられています。その

中での質問ですが、この地方創生先行型で実施した７事業については、平成２８年度以降も続

けていかれるのでしょうか。または先行型の発展型として新たな事業を検討なされているのか、

また、その場合どのように新型交付金につなげていくのでしょうか。次に１１ページのまち・

ひと・しごと創生推進事業におきましては、ＫＰＩは何も設定されていないようですが、しな

くてもよいのでしょうか。最後に１３ページで着地型旅行商品開発というのは、具体的にはど

のようなことなのでしょうか。 

 

【事務局】 １点目の７事業につきましては、今後も継続して進めていきたと考えている事業

はございます。ただし、今後、これらの事業が新型交付金の対象となりえるのかにつきまして

は、来年度、その詳細が示されてからということになります。２点目のまち・ひと・しごと創

生推進事業のＫＰＩの設定につきましては、すべての地方公共団体が総合戦略等を策定するも

のとなっておりますので、こちらに関しましてはＫＰＩの設定等はしておりません。最後に３

点目の着地型旅行商品につきましては、通常、旅行につきましては、旅行代理店やガイドの方

で何処へ行こうかとプランを設定するわけですが、今回、お示ししている着地型というのは、

旅行目的地側の四街道市が旅行商品を企画、発信し、旅行者を呼び込むものでございます。 

 

【岡本会長】 ありがとうございます。他にご意見・ご質問等いかがでしょうか。 

 

【松隈委員】 皆さまのご意見のとおりとなりますが、今回の資料につきましては、私自身も

うまくまとめられていると感じています。私自身、四街道市の色々な資料を見てきましたが、

市民の方々にもきちんとＰＲができる資料であると感じます。 

先ほど、人口の件が出ましたが、私自身も大きく危機感を感じています。合計特殊出生率２．

０７という高い数値を達成しても人口は、７８，０００人まで減少してしまう。このため、今、

本当にやらなければならないのは、四街道の特色でもある自然が良いことや子育て支援など、

何とかこれをやっていこうという気持ちであり、この戦略は、それが伝わってくるものとなっ

ています。今後は、次にこれをどう実行していくのかが大きな問題であると考えます。 

 

【岡本会長】 それでは、次の議題の（２）その他についてですが、事務局から何かあります

か。 

 

【事務局】 本日を持ちまして、平成２７年度におけるまち・ひと・しごと創生推進協議会を

終了させていただきますが、ここで、１点追加のご提案がございます。本来、第１回目におい

て決定すべきことで誠に恐縮ではございますが、四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会

要綱第５条第４項の規定に基づき、会長代理の者を決定していただきたいと存じます。 

会長代理につきましては、必ずしも１名でなければならないものではございません。 

規定では、あらかじめ会長の指名する者となっておりますので、ここでご指名いただいてもよ
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ろしいでしょうか。 

 

【岡本会長】 それでは、先ほど事務局より、代理につきましては必ずしも１名でなければな

らないものではございませんとのことでしたので、２名ほど、ご指名させていただきます。 

学識経験者であられる高橋先生と、行政機関代表であられます藤﨑先生をご指名したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

（了承） 

 

【岡本会長】 それでは、このように決定いたしました。事務局よろしいでしょうか。 

 

【事務局】 了解しました。 

 

【岡本会長】 その他、事務局から何かございますか。 

 

【事務局】 次回、開催までに少しお時間があいてしまいますが、平成２８年度につきまして

は、本日お示ししました「四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理の一環とし

て、平成２７年度実施事業の評価・検証を行いたいと考えております。 

特に、本日ご説明しました「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）」

を活用しました事業につきましも、最終的な達成状況をお示し、委員の皆様からご意見等を伺

いたいと考えております。開催時期が近づきましたら改めてご通知いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

  

【岡本会長】 ただいまの件につきまして、皆様からご質問等はございますか。 

ないようでしたら、これをもちまして四街道市まち・ひと・しごと創生推進協議会を終了しま

す。皆様お疲れ様でした。 

 

 

 

 

会議録署名人   志 津 直 紀     

 

会議録署名人   松 隈 天 三     

 

 

 


