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平成２９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２９年８月９日（水）１４時００分～１５時１０分 

 場 所  四街道市役所新館５階第２会議室 

 出 席 者  岡本会長、櫻井委員、森竹委員、伊藤委員、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  藤森経営企画部長、永易経営企画部次長、石渡政策推進課長 

          荒巻主幹、榎本主査補、川田主任主事 

 （事業担当課）  和田産業振興課長 

 傍 聴 人  ０名 

 

 

【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２９年度第１回四街道市まち・ひと・しごと創生推

進協議会を開会させていただきます。 

本日は９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、高橋委員、大橋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】 本年度、第１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。 

すでに皆様ご承知のとおり、平成２７年度に策定された「四街道市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」は、今年で３年目を迎え、市におかれましては、総合戦略の目標を達成するため、

諸施策の積極的な推進に努められているところと思います。 

本日の推進協議会では、昨年度、国の地方創生関連交付金を活用した事業の報告とその評価

について、市からご報告をいただき、その後、委員の皆様より、様々な視点からご意見・ご提

案をいただきたいと考えております。 

以上、簡単ではございますが、会議に先立ちましてのご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、委員の変更がござい

ましたので、ご紹介いたします。 

「千葉みらい農業協同組合」より選出の関端委員に変わりまして、「千葉みらい農業協同組合

四街道支店長」の櫻井正樹様でございます。 
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【櫻井委員】 櫻井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 続きまして「千葉県印旛地域振興事務所」より選出の藤﨑委員に変わりまして、

「千葉県印旛地域振興事務所長」の森竹津四志様でございます。 

 

【森竹委員】 森竹です。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。なお、本日は、議題において平成２８年度の地方創生

交付金活用事業についての評価となりますことから、担当課についても同席させていただきま

したことをご報告いたします。 

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。 

 

 （承認） 

 

【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。伊藤委員と

金子委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 （承認） 

 

【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ておりますので、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。 

 

 （異議なし） 

  

【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をさせてください。 

 

【事務局】 本日、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）「平成２８年度地方創

生交付金活用事業について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 それでは、ご説明をさせていただきます。昨年度に地方創生の交付金を活用して
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実施した事業が２事業ほどございますが、この交付金事業は、制度要綱の中で「事業実施に伴

う効果について、重要業績指標（ＫＰＩ）を設定の上、その達成度合いについて、効果を検証

し、国に対して報告する」旨の規定がされています。 

 このため、本日は国に報告する効果検証について、事業の実施状況及び効果検証をご報告さ

せていただきまして、この推進協議会においてご意見を賜りたいと考えております。 

 本日、ご説明する事業ですが、産業振興課が申請しました地方創生加速化交付金を活用した

「いんばの玄関口“四街道”交流移住コンシェルジュ事業」と、地方創生推進交付金を活用し

た「観光支援事業」の２事業でございます. 

 最初に、この交付金の概要をご説明させていただきますので、「参考資料１」をご覧ください。 

 こちらは、地方創生加速化交付金の概要となります。本交付金は、国において、平成２７年

度補正予算として、平成２８年３月までに交付金の対象事業が決定されたものでございます。

国全体の予算としては、１，０００億円、事業イメージ・具体例に記載されておりますとおり、

支援対象は、地域のしごと創生に重点を置きつつ、効果の発現が高い事業を対象としています。

交付金割合は、事業費の１０分の１０、本市は、本交付金に「いんばの玄関口“四街道”交流

移住コンシェルジュ事業」の申請が認められ、平成２８年度に予算を繰り越して事業実施した

ものでございます。 

 続きまして、次のページをご覧ください。 

 こちらは、地方創生深化のための新型交付金として、平成２８年度に地方創生推進交付金が

設置されました。国の予算額は、加速化交付金同様、１，０００億円でございますが本交付金

は、加速化交付金と異なり、交付金割合は、事業費の２分の１の交付とされております。 

 本市は、地方創生先行型タイプⅠで実施した鹿放ケ丘の「観光支援事業」が引き続き、本交

付金に採択されています。 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 この資料が国へ提出する報告書となります。 

 最初に２ページ目をお開きください。上段部分は、２事業の概要を記載し、下段にその事業

実施状況に対する表の見方を掲載しております。 

 「実施状況の見方」でございますが、３ページ以降の表の見方を示したものとしています。 

 作りとしましては、基本目標ごとに地方創生交付金の事業を記載しておりまして、左から「計

画」、「実施状況」、「外部有識者からの評価」、「評価及び今後の方針」の順に記載しております。

白色となっております計画欄は、地方創生の交付金を申請する際、実施計画として国に提出し

た内容を転記したものでございます。 

 また、ピンク色で示されております「実施状況」と「実績値を踏まえた事業の今後について」

の欄が実施した結果を記載しています。 

 「事業の効果」につきましては、国で示された評価項目でございますが、真ん中の吹き出し

に記載しております。「地方創生に非常に効果的であった。（指標が目標値を上回ったなどの場

合に選択）」の他、事業効果としての評価は全部で４段階となっております。また、今後の方針

につきましても同様に吹き出しに国が示した５つの方針を記載しております。 

 また、「外部有識者からの評価」欄につきましては、本日、この「まち・ひと・しごと創生推

進協議会」のご意見を記載させていただく予定でございます。 
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 なお、一番右側の「実績値を踏まえた事業の今後」につきましては、本来、外部有識者から

の評価後に、記載すべきところですが、市側の現時点での内容を記載しておりまして、本日の

ご意見を参考に内容の見直しも予定しております。 

 これらの項目が実績報告として国に報告しなければならない項目となります。 

 それでは、資料４ページをご覧ください。 

 ここからは、地方創生加速化交付金事業について報告をさせていただきます。 

 事業の位置づけとしましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標３“賑わいあふ

れる”まちづくり～地域における安定した雇用を確保する～でございます。 

 事業名は「いんばの玄関口“四街道”交流移住コンシェルジュ事業」で、交付金額が 

４千６百８万２千円でございました。これに対し、決算額も同額でありましたので、最終的な

交付決定額に変更はございません。 

 事業の目的は、こちらの資料に記載しておりますとおり、東京方面から見て印旛の玄関口に

あたる四街道市の立地特性に着目し、四街道駅近辺に、印旛郡市の魅力的な商品や観光情報を

提供し、移住・定住情報を発信する拠点等を整備・運営することで印旛全体の交流人口や移住

人口の増加を目的としています。 

 事業概要は、記載のとおりでございます。 

 重要業績評価指標（ＫＰＩ）につきましては、４点ほどございます。 

 １点目が市内での交流のために訪れる日帰り客の数１００人、２点目が本事業のサービスを

通じて市内に居住する世帯数２世帯、３点目が来店した客の数４，０００人、４点目が拠点運

営等に従事するスタッフの数１０人としています。 

 なお、実際の事業成果でございますが、いんば地域交流移住研究会の設立・開催のほか、 ア

ンテナショップ「icoba 四街道一丁目」、交流移住支援施設「まちのコンシェルジュ四街道１丁

目」、無料宿泊施設「icobaSTAY」を設置し、各種、記載された取組を推進したところでござい

ます。これらの結果、４つの重要業績評価指標については、市内での交流のために訪れる日帰

り客の数が８５人、本事業のサービスを通じて四街道市内に居住する世帯の数が１世帯、拠点

に来店した客の数が１万５千人と記載しておりますが１万５００人の誤りですので、申し訳ご

ざいませんが、訂正をお願いします。そして、拠点運営等に従事するスタッフの数が７人とい

う結果でした。 

 このことから、産業振興課による事業効果につきましては、拠点に来店した客の数以外の３

つの指標について、それぞれ未達成となりましたが、拠点に来店した客の数が大幅に目標を上

回る結果であったことから、事業効果といたしましては、「目標値を相当程度達成した「地方創

生に相当程度効果があった」ものとしています。 

 また、「今後の方針」につきましては、事業内容を一部見直しはあるものの、平成２８年度に

実施した事業をベースとして、引き続き事業の継続をしていくものとしています。 

 次に、資料の６ページをご覧ください。 

 こちらは、地方創生推進交付金の対象となった「観光支援事業」でございます。 

 本事業につきましては、平成２７年度に、地方創生先行型交付金のタイプⅠを受けた事業の

継続事業でございます。 

 総合戦略の位置付けにつきましては、先ほどの事業同様、基本目標３となります。 
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 なお、観光支援事業の交付金は２００万円でございます。推進交付金は、事業費の２分の１

が交付されるものとなされておりますので、事業費全体としては４００万円となります。 

 なお、決算額は、３１０万４７０円でしたので、最終的な交付決定額は、その１/２の１５５

万２３５円となります。 

 次に事業の目的でございますが、本市の中でも特に特徴的な地域である鹿放ケ丘の持つ地域

資源の魅力を高め、効果的に市内外に情報発信することで、交流人口の増加を図ること、また、

農家の所得向上をめざしたものとなります。 

 次に、重要業績評価指標の設定につきましては、着地型旅行商品の売上１０万円、６次産業

化メニューの販売セット数２５としています。 

 事業成果でございますが、平成２７年度に実施した成果を活かし、着地型旅行商品や加工品

の販路開拓をめざした取組みを推進しました。 

 具体的には、事業の取組を鹿放ケ丘地域全体で共有する「鹿放の風」の運営、地域農産物に

係る情報を詳細に収集し、販路開拓の情報ツールを作成するほか、農業収穫体験とそば打ち体

験ができる着地型旅行商品の販売を行っています。 

 これらの結果、重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、着地型旅行商品の売り上げが３万

３千４００円、６次産業化メニューの販売セット数が４０となり、本件の事業効果につきまし

ては、「地方創生に効果があった」ものとしています。なお、今後の方針につきましては、平成

２８年度に実施した事業をベースとして、引き続き事業の継続をしていくものとしています。 

 以上が効果検証の結果でございますが、別途資料として「いんばの玄関口“四街道”交流移

住コンシェルジュ事業」と「観光支援事業」において実施した着地型旅行商品の概要を添付し

ておりますので、この後、担当課から事業の概要について説明をさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、この事業に記載した事業効果及び今後の方針の評価内容につ

いてのご意見や、あるいは地域で一体となって推進していくためには、地元の産学官金労言の

皆様との連携も非常に重要となりますので、そのような観点からのご意見でも構いませんので、

よろしくお願いいたします。それでは、担当課から概要を説明いたします。 

 

【事業担当課】 産業振興課の和田と申します。 

はじめに、地方創生加速化交付金を活用した３つの事業について説明いたします。 

参考資料１の４ページをご覧ください。 

１つ目は、いんばのアンテナショップとして位置づけた「icoba 四街道一丁目」という店舗

をオープンしました。印旛地域のよいもの、うまいものを取り扱うことで印旛の魅力を発信し

ています。 

２つ目は、四街道を訪れる人を増やすための取組として、「交流移住支援施設まちのコンシェ

ルジュ四街道一丁目」を開設しました。印旛管内には、歴史的な文化財や観光名所などの観光

資源がありますので、これらの情報を発信・紹介するとともに、印旛管内に人を呼び込み、印

旛地域の魅力に触れる機会を提供しています。今まで印旛管内で７市２町の連携を行っており

ませんでしたので、印旛郡構成自治体による「いんば地域交流研究会」を立ち上げ、その中で、

「どのようにして印旛に人を呼び込むか」を検討しました。 

参考資料２をご覧ください。 
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いんば地域の魅力発信と広域連携による新たなネットワークを活かした着地型観光プログラ

ムづくりの可能性について検討するため、「いんばモニターツアー」として「いんばの寺子屋お

となの時間割」を実施し、２２名のモニターに参加いただきました。 

東京を出発し、１時間目は四街道市の歴史を学んでいただき、次に、給食ということで、鹿

放ケ丘フェアという観光支援事業に協力していただいている「イタリアンレストラン沙久良（さ

くら）染井野店」で、鹿放ケ丘で採れた野菜を使ったお料理を食べていただきました。２時間

目は酒々井町にある酒造の「飯沼本家」、３時間目は佐倉市の武家屋敷を見学し、東京に戻って

くるという行程でございます。 

３つ目は、印旛地域の観光や四街道市への移住希望者を対象として、印旛地域の暮らしを体

感してもらうために無料宿泊施設「icobaSTAY」を開設しました。 

以上が、加速化交付金事業の説明でございます。 

続きまして、地方創生推進交付金を活用した観光支援事業について説明いたします。 

参考資料３をご覧ください。 

鹿放ケ丘を考える集い「鹿放の風」の運営をはじめとして、鹿放ケ丘地区の持つ地域の魅力

を高めながら、平成２７年度実施した地方創生先行型（タイプⅠ）の成果を踏まえて、着地型

旅行商品の開発・販売、着地型旅行商品等で訪れた方々がどのようにすれば何度も訪れたくな

るかを会議で話し合い事業に取り組んできました。 

また、平成２９年３月に着地型旅行商品として「鹿放ケ丘で農業収穫体験＆そば打ち体験」

というツアーを実施し、定員である１０名の方が参加しました。こちらは、鹿放ケ丘で野菜を

収穫し、鹿放ケ丘ふれあいセンターでそば打ち体験をしてもらい、最後にそれらを調理して一

緒に召し上がっていただくといった内容でございます。 

今回の着地型旅行商品に協力していただいた事業者の方々には、鹿放ケ丘地区というのが魅

力的な地域であることに気づいていただき、ツアーの実施により消費者の声を直に聞くことで、

モチベーションの向上・収益の増加に繋がれば良いと考えております。 

以上が、地方創生推進交付金事業の説明でございます。 

 

【岡本会長】 ただいまの事務局の説明に対し、委員の皆様からご意見・ご質問等がありまし

たらお願いします。 

 

【森竹委員】 印旛地域振興事務所の森竹です。３点ほど質問させていただきます。 

１点目は、「いんばの玄関口“四街道”交流移住コンシェルジュ事業」につきまして、ＫＰＩ

は四街道市を対象として設定していますが、事業の目的には「印旛郡全体の交流人口・移住促

進を目的としている」とあります。ここにある「印旛郡全体」とはどのように考えていらっし

ゃるのでしょうか。 

２点目は、無料宿泊施設「icobaSTAY」の実績はどれくらいなのでしょうか。 

３点目は、いんばモニターツアーで設定した３市町は、ど のような理由でその３市町に決

定したのでしょうか。 

 

【事業担当課】 ただいまのご質問についてお答えします。１点目ですが、印旛管内全体の交
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流人口や移住・定住の数字を把握することが難しいことから、ＫＰＩは四街道市を対象として

設定させていただきました。しかしながら、交付金を活用して当該事業に取り組むことで、四

街道をいんばの玄関口として印旛管内７市２町への人の流れを形成していくことができれば良

いと考えております。 

２点目ですが、「icobaSTAY」については、２月末現在で延べ６９名の方に利用していただい

ております。なお、四街道市内に引っ越していただいた方は、単身の男性の方がお一人いらっ

しゃいます。 

３点目ですが、都心のオフィスワーカーから意見を集約し、１日で周ることができるかを考

慮して選定いたしました。 

 

【駒井委員】 事業の目的という項目に「人口減少に危機感がある」とありますが、「icoba 四

街道一丁目」の事業の目的というのは人口の増加にあるのでしょうか。それとも、地域・印旛

郡の活性化にあるのでしょうか。 

また、今後「icoba 四街道一丁目」の認知度アップのためにどのようなことを考えているの

か併せて教えてください。 

 

【事務局】 人口減少に対応したものとしてまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しており、

その中で基本目標を４つ掲げています。それに加えて、「賑わいあふれるまち」になるためには、

観光情報を提供しながら、ファンを獲得し、認知度向上を図る必要があり、最終的に市のファ

ンになってくれる方や四街道市に移住してくれるような方を増やすことができるように「icoba

四街道一丁目」というものを位置づけていると理解いただければと思います。 

 

【駒井委員】 四街道市への移住者はどの地域からの方を想定していますか。 

 

【事務局】 今回のモニターツアーは東京をターゲットに実施しましたが、四街道への移住者

というのは主に近隣の方が多く、千葉市、八街市、佐倉市、八千代市からは特に多くの方が移

住してきます。そのほかには JR 沿線である船橋市からの移住者もおります。都内からの移住者

もおりますが、一部の地域に絞るよりも、近隣を中心にしながら、都心もターゲットの一つに

しているような状況でございます。 

 

【駒井委員】 ありがとうございます。「icoba 四街道一丁目」の利用者数や「icobaSTAY」で

宿泊した方の人数などのデータを細かく集約し、分析することで、より効果的に事業を継続・

運営していくことができるものと思いますのでご検討ください。 

 

【伊藤委員】 「icobaSTAY」の利用者は外国の方もいらっしゃいましたか。また、どれくらい

の方がいらっしゃいましたか。 

 

【事業担当課】 外国人の方も利用しております。昨年度は２月末で延べ６９名の内１１名の

外国人の方が利用されました。 
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【横内委員】 「icobaSTAY」を利用した方に対して、四街道市が今までに行ってきた取組をど

のような方法でＰＲされたのでしょうか。また、宿泊された方にアンケートというのは実施さ

れたのでしょうか。最後に、いんばモニターツアーの募集は定員を超えて応募はあったのでし

ょうか。また、募集の条件として、持家の有無を確認するなどの基準は設定されたのでしょう

か。 

 

【事業担当課】 ＰＲとしましては、「icoba 四街道一丁目」や「まちのコンシェルジュ四街道

１丁目」のホームページ、facebook を通して、四街道市の取組について紹介しました。

「icobaSTAY」に宿泊された方へのアンケートは実施しております。いんばモニターツアーにつ

きましては、応募いただいた方全員がツアーに参加いただきました。なお、交流人口の増加を

目的として開催しましたので、持家の有無などの基準は設定しませんでした。 

 

【伊藤委員】 「icoba」の宣伝看板につきまして、場所が分かりにくいという意見があると思

いますので、JR や京成バスと連携して看板や矢印などを設置し、「icoba」までの経路を周知す

るための工夫を行っていただければと思います。 

 

【事業担当課】 店舗の場所がわかりづらいというお話は多くの方からいただいておりますの

で、場所の周知は課題であると考えています。市政だよりなどの広報で周知していますので、

市内の方には徐々に認知していただいているようです。今後、イベント等において、より一層

の周知ができればと考えております。 

 

【松隈委員】 私も「icoba」がオープンした際に、どこにあるのか分かりませんでしたが、徐々

に「icoba」というものが市民に浸透していると感じるようになりました。非常に評判が良いと

いわれるドラマチック四街道のように、少しずつ着実にシティセールス活動を続け、努力して

いくことにより効果が現れるのだと思います。四街道市には「梨」を代表とする特産品がたく

さんあると思いますので、それらをもっと PR していくことにより、四街道市の交流人口の増加、

さらには四街道市に住んでみたいという方が増えるのではないかと考えます。 

 

【岡本会長】 ありがとうございました。それでは次の議題に移ります。議題（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】 本日いただきましたご意見、ご提案につきましては、事務局にて取りまとめ、平

成２８年度事業評価として国に報告するとともに、今後の施策推進に活かしてまいります。 

以上でございます。 

 

【岡本会長】 ただいまの件につきまして、皆様からご質問、ご意見等ありましたら、お願い

します。 

無いようですので、以上で本日の日程については終了いたします。 
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事務局に進行をお返しします。 

 

【事務局】 ありがとうございました。最後に経営企画部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【経営企画部長】 本日は、お忙しい中、ご出席くださいましてありがとうございました。 

本推進協議会の開催につきましては、８月２３日で任期が終了いたしますことから、本日が

最後の会議となります。委員の皆さま方におかれましては、公私ともにご多忙の中、本市のま

ち・ひと・しごと創生推進協議会委員をお引受けいただきありがとうござました。 

岡本会長におかれましては、委員の皆様からのさまざまなご意見をまとめていただくなど、

本会運営にご尽力いただきました。また、委員の皆様におかれましても、さまざまな角度から

ご議論いただきましたことに対しまして、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

今後とも、当市の計画行政の推進に対しまして、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、はなはだ簡単ではございますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。２年

間、ありがとうございました。 

 

以上を持ちまして「平成２９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

いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 （以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人   金 子 絢 子        

 

 

議事録署名人   伊 藤 隆 行        


