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令和元年度第 2回四街道市総合計画審議会 概要 

 

日    時 令和 2年 1月 31日（月）13時 30 分～15時 30分 

場    所 四街道市役所保健センター3階第 2会議室 

出 席 者 大下会長、伏見会長代理、市川委員、横尾委員、松吉委員、池田委員、 

川﨑委員、安室委員、木本委員、松隈委員、篠塚委員 

欠 席 者 町田委員、平川委員、成田委員 

事務局出席者 和田経営企画部副参事、荒巻政策推進課長、榎本課長補佐、木村、土屋、岡田 

傍 聴 人 1名 

 

 

【事務局】 

本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第 2回四街道市総合計画審議会を開会いたしま

す。 

本日は、11 名の出席をいただいております。総合計画審議会条例第 7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、町田委員、平川委員、成田委員より欠席の連絡をいただいておりますので併せてご報告さ

せていただきます。  

それでは、はじめに大下会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【大下会長】 

それでは、会議に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

本日は、公私ともにご多忙の中、第 2回四街道市総合計画審議会にお集まりいただき、本当にあ

りがとうございます。 

昨年の 12月 16日に第 1回の会議を開催させていただいて、第 2期四街道市まち・ひと・しごと

創生総合戦略の策定方針についての確認をいただくとともに、各委員さんからは、大学との連携な

ど、第 2 期の戦略に盛り込むべき様々なご意見をいただきました。重ねてお礼申し上げたいと思い

ます。 

その決定に基づきまして、本日の会議になるのですが、第 1回の会議があった週の 12月 20日に

国の方では第 2期の総合戦略が閣議決定され、確定されました。 

それを踏まえて、四街道市人口ビジョン及び第 2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

案がまとまったということで、本日、皆様にご意見をいただくためにお集まりいただいたというこ

とでございます。 

この後、本日のご意見も踏まえて形を整えた上で、パブリックコメントで市民の方々のご意見を

伺うということで、かなりタイトなスケジュールになってございます。 

本日、議題としては 2つ、人口ビジョンとそれを踏まえた第 2期総合戦略の案を皆様にご提示申

し上げてご意見を伺うことになっております。両方とも関連する計画になりますので、この後、事

務局より、併せてご説明いただいた後で、皆様それぞれのお立場から様々なご意見を頂戴したいと
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思っております。 

ご多忙だとは思いますが、2時間を限度に進行を努めてまいりますので、本日もご協力をお願い

したいと考えております。 

以上、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。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。 

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 

（配布資料確認） 

 

それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。 

会議の進行につきましては、「総合計画審議会条例」第 6条第 3項により、会長が議長となる旨

が規定されておりますので、以後の進行は大下会長にお願いいたします。 

大下会長、よろしくお願いいたします。 

 

【大下会長】 

それでは、これより進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

最初に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

取扱いとしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（各委員 承認） 

 

【大下会長】 

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。 

次に、本日の会議の議事録署名人を指名させていただきます。今回は、安室委員、木本委員に確

認と署名をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（各委員 承認） 

 

【大下会長】 

それでは、安室委員、木本委員にお願いいたします。 

次に、本日の会議の公開・非公開についてですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関する指

針」の「3．会議の原則公開」の規定により、公開とさせていただきます。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

ものとしますが、このうち会議次第については、配布するものといたします。 
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しかし、そのほかの資料につきましては、今後の審議において変更等行われる可能性があること

から、会議終了後に回収することとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（各委員 承認） 

 

【大下会長】 

それでは特にご異議がありませんので、本日の会議は公開ということで進めさせていただきたい

と思います。 

事務局にお尋ねいたします。傍聴の方はおりますでしょうか。 

 

【事務局】 

1名いらっしゃいます。入室していただきます。 

 

（傍聴人 1名入室） 

 

【大下会長】 

それではこれより議事に入ります。 

本日の議事は大きなものが 2つございます。（1）は四街道市人口ビジョンを見直したものについ

てのご報告、（2）は（1）を踏まえて第 2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）をと

りまとめたものについてのご報告になります。 

それぞれ関連するところがございますから、長くなるかもしれませんが、事務局より一括してご

説明いただいた後で、総合的に皆様からご質問・ご意見を賜りたいと思います。 

また、前回の会議等でいただいたご指摘・ご意見等も今回の第 2期総合戦略の中に含めていただ

いていますので、その旨わかるようにご説明いただくとありがたいのでよろしくお願いいたします。 

それでは、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

～（1）四街道市人口ビジョン（案） 

（2）第 2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について説明～  

 

【事務局】 

始めに、詳細の説明に入ります前に、本日の議題の概要について説明させていただきます。 

 

まず、「（1）四街道市人口ビジョン（案）について」ですが、全体の構成は変更しておりません。 

今回は、本書においてそれぞれ分析しております各種統計データを中心に更新いたしまして、将

来展望を再設定しております。特に人口の統計については、平成 27 年の国勢調査結果と直近の住

民基本台帳人口を用いております。その他の各種統計といたしましては、本市で実施した統計調査

や千葉県の統計調査である経済センサス・住宅土地統計調査、地域分析システムなどを活用して作

成をしたものとなります。 

大きな改訂といたしましては、人口ビジョンの 33ページにあります国立社会保障・人口問題研
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究所いわゆる社人研において、平成 27 年の国勢調査を基に 2045年までの人口を推計した結果が公

表されておりまして、本市においては前回の推計よりも約 1万人の人口増加となっております。こ

のため、本市の将来展望は、社人研の生残率・移動率を用いて作成しておりますので、本市の将来

展望においても人口が大きく増加をしているところでございます。 

人口ビジョンの最終ページとなりますが、前回の人口ビジョンでは、2060年において人口が大き

く減少しており、国と同様に 2060年までに合計特殊出生率が 2.07 まで上がったと見込んだ場合の

人口の 7万 8千人を目標水準としておりました。今回の推計では、2015 年国勢調査の人口と同程度

の人口の維持が見込めることとなったため、9万人を目標水準としております。 

これら人口ビジョンを踏まえまして、第 2期総合戦略を作成しております。 

 

次に、「（2）第 2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について」ですが、第 1期

総合戦略における取組や後期基本計画の取組、特に後期基本計画の重点プロジェクトである四街道

未来創造プロジェクトⅡの各種事業を盛り込むとともに、国の第 2期総合戦略や第 1回の審議会で

いただいた各委員意見を反映させ、各種事業を位置付けたところでございます。 

また、千葉県の第 2 期総合戦略につきましては、現時点では策定されておりませんが、1月 17

日に千葉県のコアプラン（案）への意見照会が市にございまして、その中身を確認したところ国の

施策との整合性が図られており、目指すべき方向性に大きな変更はなく、本市の第 2期総合戦略と

方向性は一致しているものと考えております。 

なお、千葉県においては、今後パブリックコメントを実施し、来年度の早い時期での策定を予定

していることから、本文中の千葉県の動向につきましては、今後、公表された内容に差し替えさせ

ていただく予定でございます。 

本日、第 2期総合戦略は最終案となります。総合戦略は、この審議会、特に産・官・学・金・労・

言の参画を受け策定することとなっておりますので、行政のみならず各委員のお立場からのご意見

などございましたらお願いしたいと思います。 

 

それでは詳細について説明させていただきます。 

最初に「四街道市人口ビジョン（案）」をご用意ください。 

こちらの人口ビジョンにつきましては、市の人口推移が、前回、平成 28年 1月に策定した人口

ビジョンで想定した数値と概ね同様に推移していることから、人口ビジョンの枠組みは維持し、現

状分析を行うための基礎データを最新の数値に更新したものでございます。  

1枚お開きいただきますと目次がございますが、こちらに記載された項目は前回の人口ビジョン

とほぼ同様の構成となっております。項目として「1．四街道市人口ビジョンの概要」、「2．人口の

現状分析」、ページをめくっていただきますと、「3．人口の変化が本市の将来に及ぼす影響」、「4．

人口の将来展望」の 4項目からの構成となります。基本的に、分析・調査の項目である 2項目目の

ボリュームがある構成となっております。 

なお、説明に当たりましては、ページ数の関係から主要箇所の説明とさせて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。 

それでは、2ページをお開きください。 

「1－1．策定の背景」でございますが、日本は急速に少子高齢化が進行していることから、国に
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おいては、少子高齢化・人口減少を克服し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、

「まち・ひと・しごと創生法」を制定しております。本市においても、この法の趣旨を踏まえ、本

市の将来的な人口減少等の構造的な課題に対し、市民と認識を共有するため、将来の人口を示す人

口ビジョンを策定しております。今回は、策定から 5 年が経過することから、最新の数値により人

口ビジョンを改訂するものでございます。 

次に、「1－3．人口ビジョンの対象期間」でございますが、従来の人口ビジョン同様、令和 42年

である 2060年までの 40年間をその期間としています。 

なお、こちらの対象期間につきましては、国の長期ビジョンと同様の期間を設定したものでござ

います。 

次に 4ページをお開きください。 

こちらが「2．人口の現状分析」の「2－1．総人口・世帯」になります。 

まず、総人口の推移でございますが、国勢調査の最新の数値である平成 27年国勢調査の結果、

本市の人口は 89,245人となり、日本全体で人口が減少している中、本市は人口増加基調を維持し

ています。 

また、こちらの中段以降に、年齢 3階層別の記載をさせていただきました。年齢 3階層別の人口

構成比については、年少人口と老年人口が、全国平均や千葉県平均よりも高い数値であること、生

産年齢人口では、全国平均や千葉県平均よりも低い数値であることを記載しています。 

このような点から、本市の人口は、高齢化が進んでいること、生産年齢人口を増やす取組が必要

であるということが伺えます。 

なお、下段には、市の人口の推移、右のページには国、県の人口推移の図を加えておりますので、

そちらについてもご覧いただければと思います。 

次に、6ページをお開きください。 

こちらは、「印旛地域における人口推移」を掲載しております。グラフでも各団体の人口推移が

わかると思いますが、本日は一番下の表でご説明させていただきたいと思います。 

こちらの表は、5年ごとの人口増加率を記載したものです。これまで印旛地域の各市においては、

人口増加基調で推移しておりましたが、平成 22年の国勢調査から増加率がマイナスに転じた自治

体が出てきています。直近の平成 27年では、全体的に人口増加率が低下基調にございます。前回

調査では高い増加率となっていた印西市、白井市、成田市においても、その数値が低下してきてお

ります。本市においては、ここ 15年ほど 2％台で安定した推移となっております。 

続きまして 8 ページをご覧ください。 

こちらは、「1歳階級別人口の変化率」でございます。右側 9ページに男女別のグラフを記載して

おりますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 

まず、表の見方ですが、グラフの真ん中の 1.0から右側に伸びている線が生残率の線となります。

この線より上に変化率の線がくる場合は、死亡率よりも転入超過が、下にくる場合は、死亡率より

も高い転出超過がみられるものでございます。転入超過や転出超過をライフサイクルから読み解く

ため、1歳階級別で算出したものでございます。 

この図によると、男性においては、大学卒業後の年齢にあたる 22歳から 25歳で大きな転出超過

がみられます。その他の年齢層においては、概ね転入超過をしていることが読み取れます。 

また、下段にございます女性においては、その動きは男性に似ているものの、変化率については、
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男性よりも比較的小さなものとなっている特徴がございます。 

続きまして 10ページをご覧ください。 

出生・死亡の「自然動態」の項目でございます。まず、出生数につきましては、近年 680人前後

で推移しております。その一方で、死亡数は平成 30 年に 832 人に上昇しておりまして、平成 22年

以降は、死亡数が出生数を上回る自然減が続いているところでございます。 

なお、下の図に示された国・県のいずれも同様の状況で推移しております。 

次に右側 11 ページの「社会動態」の項目でございます。 

真ん中の図にもございますが、当市においては、平成 26年まで社会増が減少傾向にございまし

た。ただ、それ以降、増加傾向に反転しておりまして、平成 30年には 3,739 人の転入となってお

ります。一方、転出については 2,910人となっておりますことから、本市は、転入超過が続いてお

り、その人数も年々拡大傾向となっているところがこの図からご覧いただけたかと思います。 

なお、裏の 12ページには、転入者と転出者それぞれの異動前・異動後の住所地を掲載させてい

ただきました。転入・転出とも概ね同様の動きがみられます。特に、千葉市の転入・転出が多く、

次いで、佐倉市などの近隣自治体が続いている状況でございます。 

続きまして 15ページをお開きください。 

こちらでは、15歳以上の方の「通勤・通学者流入人口の動向」でございます。 

本市にどれくらいの就業者が流入しているかでございますが、下段の表の一番右下をご覧くださ

い。こちらが平成 27年の就業者の合計となりまして 23,895 人いらっしゃいます。このうち千葉市

からは 4,324 人で割合とすると 18.1％、次いで佐倉市からは 1,868 人の約 8％となっております。 

なお、市内での就業者は下から 2番目にある 12,020 人で、比率は 50.3％となっております。 

続きまして 18ページをお開きください。 

こちらの項目は 15歳以上の「通勤・通学者流出人口の動向」となりまして、先ほどとは逆の就

業者がどのくらい市外に出ているのかでございます。 

先ほど同様、表の一番下の右側が就業者の合計となっておりまして、平成 27年は 39,698人が全

体数となっております。働きに出かける場所としては、千葉市が最多の 11,409 人で割合とすると

28.7％、次いで東京都が 5,786人の 14.6％となっております。ただ東京への流出者数は、年々その

数値と割合が減少傾向で推移しておりますことが、この図からご覧いただけるかと思います。 

なお、市内での就業者は、先ほど同様の数値である 12,020人で、割合が 3割となっております

ので、千葉市と市内を合わせると、全体の 6割の方々が職住の近接が図られている状況がこの図か

らご覧いただけるかと思います。 

続きまして、21ページをお開きください。 

こちらは「合計特殊出生率の推移」の項目でございます。こちらの図にありますとおり、本市は、

平成 16 年に合計特殊出生率 1.06を記録してから増加傾向で推移しておりまして、平成 30 年には

近年最も高い 1.47の数値を記録しております。この数値は全国の 1.42、千葉県の 1.34よりも高く、

県内 6番目の数値となっております。 

次のページからは、婚姻の状況の説明や産業、都市基盤の項目となっておりますが、時間の関係

から説明は割愛させていただきたいと思います。 

ページが飛びますが、33 ページをお開きください。 

こちらは国立社会保障・人口問題研究所いわゆる社人研の平成 27年の国勢調査結果に基づき新
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たに推計し直された 2045 年までの人口推計となっております。 

本市は、平成 22年から平成 27年までの 5年間における転入超過が多かったことから、社人研で

推計し直す際の移動率が前回よりも高くなっておりまして、この要因から 2045年の本市の人口は、

83,335 人との推計が出されています。 

なお、前回の人口ビジョンでは、2040 年までの推計において、74,504 人でしたので、今回の 2040

年の 84,960人と比較すると、1万人ほど増加しているという状況となっております。 

続きまして下段（2）には参考といたしまして、社人研による千葉県内の各市の将来人口推計を

併せて掲載しております。 

このページの裏に、表として各市の推計された人口を掲載しております。 

平成 22年から平成 27年の人口増加基調が高かった、印西市・流山市・浦安市・木更津市におい

ては、人口が増加しておりますが、それ以外の市では 2045年には人口が減少しているとの推計が

出されてございます。 

続きまして 36ページをご覧いただければと思います。 

「3．人口の変化が本市の将来に及ぼす影響」でございますが、こちらは人口構成の変化や人口

減少に伴ってどういった変化が起こるかを 2項目に分けてまとめたところでございます。3－1とし

て「地域経済や雇用に及ぼす影響」、3－2として「生活基盤や住環境に及ぼす影響」をそれぞれま

とめさせていただいております。 

続きまして、少しページを飛ばさせていただいて、44 ページをお開きください。 

「4．人口の将来展望」の「4-2．目指すべき将来の方向」でございます。 

ここでは、目指すべき将来の方向として、「（1）四街道市への人の流れを創る」、「（2）結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」、「（3）地域における安定した雇用を確保する」、「（4）安心で快適な

暮らしを守る」の 4つの方針を掲げておりますが、この内容は、後期基本計画の四街道未来創造プ

ロジェクトⅡの概要を記載したものでございます。 

次に 46ページをお開きください。 

人口ビジョンで最も重要となる「将来人口のシミュレーション」の項目でございます。 

今回、各種数値の修正を行っておりますので、その内容に基づき、新たなシミュレーションを行

った結果でございます。 

まず、シミュレーションの内容でございますが、一番下の表をご覧ください。今回、シミュレー

ションとしてパターン Aからパターン Dの 4種類と、前回の人口ビジョンでシミュレーションした

2 つを参考値として掲載しております。 

パターン Aでございますが、こちらは社人研の 2045 年までの推計に残りの 15 年を加えた推計と

なっております。下のパターン Bは国が掲げる合計特殊出生率 2.07 を達成した場合の推計、パタ

ーン Cは合計特殊出生率 1.8を達成し、その後、その水準で推移した場合の推計、パターン Dは現

在の合計特殊出生率である 1.47で推移した場合の推計、そして、パターン Eとパターン Fは、先

ほど申し上げた前回の人口ビジョンでシミュレーションした目標水準と、その当時の社人研に準拠

した推計を併せて掲載したものでございます。 

このシミュレーションの結果が右の図でございまして、パターン Aの社人研推計では 2060年に

76,800 人、次にパターン B の合計特殊出生率 2.07 を達成した場合のシミュレーションが、この中

では最も人数が多い 93,400 人、パターン Cの合計特殊出生率が 1.8を達成し、そのまま推移した
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場合は 89,400 人で約 9万人、パターン Dの現在の合計特殊出生率 1.47で推移した場合は 81,400

人となっております。パターン Eとパターン Fは前回の人口ビジョンにおいて推計した結果を比較

できるように掲載しております。 

なお、パターン Bからパターン Dにつきましては、令和元年までの人口を考慮した推計値となっ

ておりますことから、平成 27年の数値で推計されたパターン Aよりも高い数値となっております。 

また、前回の推計値よりも大きく人口推計が上振れしている要因といたしましては、先ほども申

し上げましたが、これまでの本市への転入超過に伴う社会増が高く、移動率が前回の推計時点から

上昇していることがその要因となっております。 

次に、49ページをご覧いただきたいと思います。 

「（2）四街道市における人口の将来展望」を記載しております。こちらでは、合計特殊出生率が

現状の水準で推移するパターン Dにおいては人口が減少するものの、合計特殊出生率が改善するパ

ターン Bとパターン Cでは、人口減少が回避できる旨を最初の段落に記載させていただきました。 

前回からの変更点といたしましては、「いずれのパターンにおいても将来的な人口減少が予測さ

れています」という文言は削除させていただきました。 

次に下段の「（3）四街道市の将来人口の目標水準」をご覧ください。 

前回の人口ビジョンでは、いずれのパターンにおいても人口が減少していくシミュレーションで

あったことから、最も人口の減少が少ないパターン Eの 78,000人を目標水準に掲げておりました。 

今回は、これまでの第 1期総合戦略の取組状況と若い世代の希望を踏まえ、少なくとも平成 27

年と同程度の人口維持が可能なパターンＣの約 90,000人を目標水準に掲げさせていただきました。 

ここまでが人口ビジョンの説明となります。 

 

続きまして、「第 2期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」をご用意ください。 

1枚めくっていただきまして、目次をご覧いただきたいと思います。 

第 1期総合戦略との違いといたしまして、「2．第 1期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の検証」と「3．まち・ひと・しごと創生に関する動向」の 2点が今回、新たに追加した項目でご

ざいます。 

それでは、資料 1ページをお開きください。 

こちらのページは、「1．基本的な考え方」をまとめた項目として「（1）第 2 期四街道市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略策定の趣旨」、「（2）位置付け」、「（3）対象期間」といったものを掲載して

おります。 

（1）の策定の趣旨でございますが、中長期的な視点のもと、地方創生に取り組む必要性が法律

により示されております。先ほど人口ビジョンにおいて、2060年までの人口の将来展望を示してお

りますが、その目標に向かって、5年ごとにどのような地方創生に取り組んでいくのか、それをま

とめたものがこちらの総合戦略となっております。 

次に、（3）の対象期間でございますが、第 2期総合戦略は、国同様、令和 2年度から令和 6年度

までの 5年間でございます。 

2ページをお開きください。 

こちらでは（4）として総合計画との関係を記載させていただきました。「①四街道市総合計画後

期基本計画」でございますが、2点目の「・」に記載しておりますとおり、後期基本計画は、将来
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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としており、総合戦略と一体と

なって推進するための指針として策定したものでございます。 

また、「②後期基本計画の重点プロジェクト」に記載されておりますが、人口減少の克服と持続

可能な質の高いまちづくりを目指し、総合戦略と一体となって重点的に推進する取組として四街道

未来創造プロジェクトⅡを設定しております。2点目の「・」で記載しているとおり、四街道未来

創造プロジェクトⅡは、四街道市への人の流れを創るものなどの 4つのプロジェクトで構成されて

おり、子育て世代を中心とした若い世代の転入促進・定住促進のほか、地方創生の役割を担う先導

的な事業をプロジェクトに位置付けたものでございます。 

このため、第 2期総合戦略では、この四街道未来創造プロジェクトⅡに位置付けられた事業を中

心に、国の施策等を勘案した事業を加えた構成とさせていただいております。 

続きまして 5 ページをお開きください。 

ここからは、「2．第 1期総合戦略の検証」の結果でございます。この検証につきましては、第 2

期総合戦略における見直しや継続すべき取組を明らかにするために実施したものでございます。 

この検証方法でございますが、昨年 12月に開催した第 1回の審議会でご審議いただきましたと

おり、進捗状況を検証する方法として、国との比較ができるよう、国の有識者会議で使用された検

証方法を用いております。 

評価基準につきましては、一番下の図のとおりでございます。こちらに基づきまして、第 1期総

合戦略の検証を行ったものでございます。 

次の 6ページをお開きください。 

1つだけ、検証結果としてご紹介させていただきます。「（2）第 1期総合戦略の検証結果」として、

全体の進捗状況をまとめたものでございます。 

右側 7ページの表をご覧いただきたいと思います。 

全体としましては 43件の KPIがございました。そのうちの 76％にあたる 32件で①「目標達成に

向け進捗している」との評価となっております。特筆すべき点としては、この 32件のうち 27件で

①A「現時点で目標を達成している」という状況となっております。 

次に参考として下段に掲載した国の評価をご覧いただくと、①の「目標達成に向け進捗している」

というのが 100件で 92％となっており、本市の達成状況を大幅に上回る評価でございました。 

しかし、その一方で、「現時点で目標を達成している」という①Aの評価は 12件 11％に留まって

おりますことから、この点については、本市は 64％であり、取組の成果が早い段階で表れる好まし

い状況であったものと考えられます。 

なお、次の 8 ページからは基本目標ごとに、国と比較できるような形でまとめたものでございま

すので、説明は割愛させていただきます。 

続きまして 19ページをお開きいただきたいと思います。 

「3．まち・ひと・しごと創生に関する動向」でございまして、（1）が国の総合戦略に関する項

目としてとりまとめたものでございます。こちらの基本的な考え方に記載されているとおり、国は、

将来にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正を共に目指すもの

としております。 

国の第 1期総合戦略では、「しごと」を起点としておりましたが、第 2期では、「ひと」起点ある

いは「まち」起点など、多様なアプローチを推進するものとしております。 
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次の 20ページをお開きください。 

「国の第 2期総合戦略における 4つの基本目標」でございます。基本的には、国の第 1期総合戦

略の枠組みを維持したものとなっておりまして、「1．稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働ける

ようにする」、「2．地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「3．結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」、「4．ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつ

くる」となっております。 

さらに、施策の推進に当たっては、新たに 2つの横断的な目標を加えて取り組むことが示された

ところです。こちらにつきましては、当初、国の方針が 6月に出た際には 6 つの視点として示され

ておりましたが、12月 20 日に閣議決定されました最終的な国の第 2期総合戦略においては、2つ

の横断的な目標として一部の視点等の内容が集約された形に修正されておりましたので、そちらに

ついてもご報告させていただきました。 

次に、右側の 21ページをご覧ください。 

こちらは、千葉県の第 2期総合戦略の情報でございます。最初にご説明させていただいたとおり、

現在、県の総合戦略については策定が終了していないとのことでしたので、8月に出された基本方

針の情報や、県から市町村への照会で示された千葉県コアプラン（案）からの情報をこちらに記載

させていただきました。3 月頃に骨子案が出されると伺っておりますので、公表され次第、こちら

の情報の差し替えや追加を行っていきたいと考えております。 

続きまして 23ページをお開きください。 

「4．目指すべき将来の方向」でございます。こちらは、「（1）市の強み」、「（2）目指すべき将来

の方向」の 2項目で構成されたところでございます。 

「（1）市の強み」につきましては、地方創生においては、それぞれの地域が持つ強みや特色を活

かしていく必要があることから、本市の強みとして、こちらにその内容を記載させていただいてお

ります。本市の強みといたしましては、都心から 40㎞圏内に位置しているということ、政令指定

都市である千葉市に隣接する地域的な優位性、そのほかに「子育て」、「みどり」といった本市の強

みを掲載させていただきました。 

続きまして、「（2）目指すべき将来の方向」でございますが、先ほどの人口ビジョンを踏まえ、

社会動態を見据えた移住・定住の取組といった短期的な施策と、自然動態を見据えた出生率の改善

を目指す中長期的な取組を推進するという旨記載させていただきました。 

具体的な方向につきましては、裏面にある①から④の内容となりますが、こちらは、先ほど説明

した人口ビジョンと同様のものがこちらに掲載されております。 

次に 25ページをご覧いただきたいと思います。 

「5．総合戦略の構成」となっておりますが、こちらは、「（1）基本目標」、「（2）施策の基本的方

向」、「（3）具体的な施策」、「（4）総合戦略の体系」の 4項目で構成されております。この構成につ

きましては、第 1期総合戦略の内容を踏襲しており、基本的な構成に変更はございません。 

次の 26ページ「（4）総合戦略の体系」をご覧いただきたいと思います。 

左側に基本目標があり、真ん中に施策の基本的方向、右側に具合的な施策となっております。変

更箇所として、国の第 2期総合戦略を勘案し、体系の右側に「多様な人材の活躍を推進する」及び

「新しい時代の流れを力にする」という横断的な視点を加えております。 

続きまして 27ページをご覧いただきたいと思います。 
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ここからは、「6．総合戦略の基本目標」でございます。基本目標の内容、目標値、さらにはその

下にある施策の基本的方向を記載しております。目標値や目標自体、第 1期総合戦略から継続して

いるもの、新たに設けたものそれぞれございますが、それぞれの基本目標の指標として適切と考え

られるものを設定したものでございます。 

基本目標 1の人の流れに関する目標値として「転入者数」と「転入者に占める子育て世代の転入

者の割合」でございます。 

次のページ、基本目標 2の結婚・出産・子育ての項目では、目標値として「年少人口」と「出生

数」を掲げております。第 1期では、こちらの箇所の目標値として「合計特殊出生率」を設定させ

ていただいておりましたが、地方創生では合計特殊出生率は最終的な目標という部分が強いことか

ら、その前の「出生数」に変更させていただいたものになります。 

次のページ、基本目標 3は仕事に関する項目でございますので、目標値として「就業者数」と「事

業所数」とさせていただいております。 

次のページ、基本目標 4のまちづくりに関しては、目標値として「四街道が住みよいと感じる人

の割合」と「社会増減数」を設定させていただいております。 

続いて右側の 31ページからは、「7．総合戦略の具体的な施策」の項目となります。 

（1）となっている部分が施策の基本的方向で、その下の①となっているところ、「シティセール

スの推進」の部分が施策名となります。あとは、上段に具体的な施策の方向性の文章、中段に KPI

である重要業績評価指標、そして下段に主な取組といった構成としております。 

主な変更点をご紹介します。KPIの 2つ目、第 1期では「市について何か知っている率」として

おりましたが、今回は「プレスリリース数」に変更いたしました。それに伴い下段の主な取組の 1

つ目にもプレスリリースの文言を加えさせていただきました。 

また、国の視点にございました Society5.0への対応といたしまして、主な取組の 3つ目に「高

度な IT 技術を活用」の文言を入れさせていただいております。 

さらに、第 1 期では入っていなかったふるさと寄附に関する取組も新たに加えております。 

加えて、第 1回の総合計画審議会において金融機関との協力に関してのお話を少しいただいてお

りますので、中段にあります子育て世代の転入を促進するというところで、市内金融機関との連携

を入れさせていただきました。 

次に 32ページ「地域活動支援の充実」でございます。 

こちらでは新たな取組として、主な取組の一番下に、公共交通空白地域等における新たな交通手

段の確保に関する内容を加えております。 

次に 33ページ「ふるさと意識の醸成」でございます。 

こちらでは主な取組の 1点目に、従来、地域の歴史や文化財等について、適切に保護する旨を記

載しておりましたが、このほかに「これらの資産を後世に継承し、活用する拠点等の整備を検討し

ます」という文言を追加しました。こちらは、現在、ふるさと寄附で資金を集めている施設につい

て加えさせていただいたものでございます。 

また、中段にあります「市内中学校出身者の同窓会等を支援する」につきましても、今回新たに

加えたものでございます。こちらにつきましても、ふるさと寄附による資金の獲得を目指して取り

組んでいるものでございます。 

続きまして 34ページの「地域資源を活かした取組の推進」でございます。 
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こちらでは KPIの項目を 2種類とも変更させていただきました。 

また、主な取組につきましては、中段にありますウェルネスツーリズムや一番下のふるさと寄附

に関する文言等を変更しております。 

次に 35ページ、こちらが基本目標 2の「結婚支援の充実」でございます。 

こちらでは KPIの 2 点目について、第 1期の KPI「婚活支援件数」として実施していた婚活支援

が終了していることから、新たな取組に合致した KPI として「結婚を機に本市で新生活をはじめる

若い世代を支援した件数」に変更しております。 

主な取組として、2点目の結婚新生活の件、3点目の結婚から子育てまでの情報支援、4点目の男

女共同参画意識の醸成といったものをそれぞれ追加しております。 

次に 36ページ「子育て環境の充実」でございます。 

こちらの KPI としまして、第 1期は「子育て世代包括支援センターの整備」がございましたが、

こちらの整備は完了しておりますことから、「就業者に占める女性の割合」に変更してございます。 

主な取組として、3点目の保育施設の整備の検討や企業主導型保育、中段にございます子育て情

報のウェブサイト、その下にございます事業所の男女共同参画に対する意識の向上、一番下の千葉

市との連携事業を加えさせていただいたのが主な変更点でございます。 

次に 37ページ「地域子育て支援の充実」でございます。 

こちらは KPI としまして、第 1期は「ファミリーサポートセンター活動件数」を掲載してござい

ましたが、ヘビーユーザーの影響により KPI の数値が大きく変動しておりましたことから、「『こど

も 110 番』の家」登録件数に変更させていただいております。 

主な取組では、中段のファミリーサポートセンターの内容に千葉市との連携を加えており、その

下の取組に「赤ちゃんの駅」、一番下の取組に「よめーる」による不審者情報を追加させていただ

きました。 

次に 38ページ「教育環境の充実」でございます。 

こちらでは KPIとしまして、第 1期では「小中一貫教育実施校数」を掲載しておりましたが、現

在、17校すべてで小中一貫教育を実施していますことから、「将来の夢や目標をもっている児童生

徒の割合」に変更させていただきました。 

主な取組では、中段に外国にルーツを持つ児童生徒の対応、一番下にあります小中学校のトイレ

の洋式化といったものを加えさせていただいております。 

次に 39ページ基本目標 3 の「魅力ある仕事の創出支援」でございます。 

こちらでは主な取組として、1番目の企業誘致事業や 2番目のコワーキングスペース、下から 3

番目の千葉市との自治体連携による仕事創出といったものを今回変更させていただいております。 

次に 40ページ「都市農業の推進」でございます。 

こちらでは主な取組として、一番下に現在実施しております農地バンクの取組を追加させていた

だいております。 

右側の 41ページ「就労支援の推進」でございます。 

こちらでは KPIの 2 点について変更しておりまして、そのほかに主な取組として、下段の精神保

健の推進あるいは千葉市を中心とした自治体連携の 2点を変更・追加させていただきました。 

次の 42ページから基本目標 4になりまして「健康づくり活動の推進」でございます。 

こちらでは第 1期の KPIで「各種がん検診平均受診率」を設定しておりましたが、第１期の途中
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に制度改正があり、数値の算出方法の変更があったりしたことから、今回、「特定健康診査の受診

率」に変更させていただきました。「総合型スポーツクラブの会員数」の KPI についても、「成人の

週 1 回以上のスポーツ実施率」に変更しております。 

主な取組では、1点目の内容にインセンティブの活用による健康づくり、下から 2つ目に地域包

括ケア体制の充実を加えました。 

続きまして 43ページ「良好な住環境の推進」でございます。 

第 1期の KPI では、「市民一人当たりの都市公園面積」と「バス路線 1日平均利用数」を掲げて

おりましたが、第 1回の審議会で皆様からご意見をいただいておりましたので、今回、住環境の推

進に合致した KPI として、「市民の住環境についての満足度」と「一戸建て空き家率」に変更させ

ていただきました。 

主な取組では、1点目の四街道市空家等対策計画に関する記述のほか、中段にあります家庭系ご

み処理手数料制度の導入、少し飛ばして、デマンド型公共交通やグリーンスローモビリティといっ

たものを加えております。 

続きまして 44ページ「持続可能な行政運営」でございます。 

こちらでは主な取組として、上から 2つ目のファシリティマネジメントの手法、その下の AI、チ

ャットボットなどの高度な情報技術の活用、さらに 2つ下の千葉市を中心とした自治体間連携に公

共施設等の相互利用の有効性について協議を進めていく文言を追加させていただきました。 

続きまして 45ページ「災害対応力の強化」でございます。 

こちらでは主な取組として、1つ目の安全・安心に向けた取組に関して、国土強靭化計画を自治

体ごとに策定する必要が出てきたことから、近年、頻発する自然災害に対応していくため国土強靭

化の記述を入れております。 

次の 46ページ「防犯体制の充実」でございます。 

こちらでは主な取組の 2点目に、鷹の台に設置した防犯ボックスの記述を新たに加えております。 

右側の 47ページの「8．総合戦略の推進」の進行管理と検証の体制でございますが、こちらの総

合計画審議会においても検証等の進行管理を行う旨記載させていただきました。 

全体の構成といたしましては、第 1期総合戦略を基本的に踏襲したものとなります。ただ、新た

に国の施策で必要となった国土強靭化や Society5.0 といったものを加えさせていただきました。 

最後に、第 1回の審議会で皆様方からいただいたご意見を反映させた主な箇所について紹介させ

ていただきます。 

44ページの主な取組の下から 2番目などの、大学との連携が可能であろうと思われる部分につい

ては、「大学等と相互に連携」といった文言などを加えているほか、41ページの主な取組の一番下

には、「大学生向けの合同企業説明会」といった文言を加えております。 

そのほかの第 1回審議会でいただいたご意見についても、読み取れるような形で文言を加えさせ

ていただきました。 

第 1期では連携に関する取組はございませんでしたが、今回の第 2期総合戦略では、千葉市との

連携といった近隣自治体との連携を可能な限り盛り込んでおります。 

 

大変長くなってしまい恐縮でございますが、説明については以上でございます。 
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【大下会長】 

ありがとうございました。2つ（1）・（2）がございまして、（1）の人口ビジョンについては、前

回の目標水準では 7万 8千人だったのが、今回の目標水準は 9万人となった。どの期間のデータを

基に推計をするかで目標水準は変わり、前回はきっと悪い時のデータを基にしていて、目標水準 7

万 8 千人というところで頑張ってきたところ、今回は推計がプラスの方に転じている。 

だからといって安心したらダメですが、一つの見方としては、これまで第 1期の様々な施策を打

ったことが総合的によその地域、人口ビジョンを見ると特に近隣の千葉市と佐倉市から四街道市の

方に移り住んでいただいた方がいらっしゃったおかげで、今のベースでみたら目標水準が 9万人と

なっている。だから、安心したらまた下がって 7万人くらいになってしまう可能性はある、という

風な見方もできるのかなと思います。 

四街道市人口ビジョンについては、様々な見方によって専門的な部分がありますし、今回のもの

でいうと、最後のページにありました目標水準として 9万人の人口を維持する、それを第 2期の総

合戦略ではベースに策定しますということについて、皆様からご意見を伺うというのがまず 1点目。 

 

それで（2）の第 2期総合戦略の方につきましては、基本的には第 1 期総合戦略の枠組み、大枠

は一緒ということで、一番大きく違うのは KPIですね。 

前回お話を伺いましたけれど、KPI については、わかりにくいところとか現状に即してないとこ

ろがありました。例えば、市民一人当たりの公園の面積がストレートに住みやすさにつながるのか

といったものを議論しました。市民一人当たりの公園の面積が増えるということは、人口減少して

いくと放っておいても人口当たりの公園面積は増えるのではないかということで、何もやらなくて

人口が減っていけば目標達成するというのは、おかしいというような話があったので、今回 KPIを

変えていただいた。 

皆様からご意見をいただきたいのが、KPI が数値で表れていないところについてです。第 1期総

合戦略の時も既にあったのですが、「現状値を維持」や「現状値より増加」などを目標とするよう

な KPI と具体的な数字が目標の KPI があります。その辺は皆様、なんでこういう表現にしたのです

かということが多分にあると思います。委員の皆様からそのあたりのご意見があれば事務局より回

答いただきたい。 

大枠については第 1 期総合戦略を継承していますが、内容についてはそれぞれのお立場からご意

見をいただきたい。前回の話では、金融の安室委員や川﨑委員からいただいたご意見を踏まえて第

2 期総合戦略に盛り込んでいただいていたり、大学の伏見委員や市川委員から出たご意見を盛り込

んでいただいたりしているのですが、さらに、本日あと 1時間くらいありますので、人口ビジョン、

総合戦略どちらからでも構わないので、皆様からご質問並びにご意見を賜りたいと思います。 

 

【横尾委員】 

県の印旛地域振興事務所横尾と申します。2点ほど質問させていただければと思います。 

 今、議長のお話にもあったのですが、人口ビジョンの目標が 7万 8千人から増えたと、その原因

はこの 5年の間で転入が転出を上回ったということだと思うのですが、四街道市さんの様々な施策

がうまくいった結果ということなのでしょうけども、もし何か人口、転入が増えた原因を分析され

ているのであれば教えていただければというのが 1点。 
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もう 1点は、第 1期の総合戦略は、人口が増えているし、基本目標の数値目標、KPI も概ね達成

できているということで、良い結果になっていると思うのですが、そうした中で、第 2期の総合戦

略は基本的には第 1期を踏襲するということでございますが、第 1期の中で何か問題というか課題

があって、その課題に対して第 2期でこのような対応をしたとか取り組んでいるとかがあればお教

えいただきたい。今のご説明だと基本的に第 1期の戦略を踏襲して KPIだけわかりやすいものにし

たということですが、何か新たな取組があればお教えいただければと思います。 

その 2点になります。よろしくお願いいたします。 

 

【大下会長】 

ありがとうございました。 

転入超の要因がもしわかれば教えてくださいというのが 1点目。2点目が、第 1期総合戦略の中

で課題として出たものが、今回、どう盛り込んで解消したのかの 2点です。 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

まず転入の要因でございますが、四街道市は大型団地というものがいくつか点在しております。

その中で転入者が多い地区は「めいわ」というところです。大型団地を開発するとすぐに入居があ

ってどんどん人口が増えていくというよりも、10 年から 15年かけて転入が増えていくという傾向

があり、近年、「めいわ」で人口が増えています。 

また、「もねの里」という物井にある大型団地は、今まさに開発をされている状況になりまして、

どんどん入居が進んでいて、現在 4,500人くらいが住んでいます。それだけ大型団地があるという

のがまず 1点あります。 

それと職住近接型といった形で、四街道市の近くに仕事を持たれている方の転入が多いのが特徴

です。特に、千葉市、佐倉市からの転入が多くあります。 

これは千葉市で働いている方にとって、四街道市の地価は千葉市の約 2分の１という状況もあり

地価の優位性が働いていて、そういった方たちが四街道の自然豊かな住環境と地価の面で「めいわ」

あるいは「もねの里」の方に引っ越されている。特にファミリー層である 20 代後半から 30代前半

の子をお持ちの方が、新しく住居をお持ちなるにあたって、四街道市に転入される傾向が人口ビジ

ョンからも見てとれます。 

それに加えて、四街道市は、「子育て日本一」を市長が掲げ、子育て支援の充実を図っていると

いうこともございますし、当然この 5 年間で地方創生をやってきましたので、三世代同居や近居、

空き店舗活用、シティセールスといった取組の効果が表れつつあるのかなというのが、人口の増加

要因だと分析しております。 

それと KPI、課題に対する対策については、先ほど第 2期総合戦略の新しい取組はここですとい

う話をさせていただきましたが、これまでの課題に対する説明でなかったので分かりづらいところ

もあったかと思います。 

四街道市のウィークポイントというのは、「しごと」の分野になります。事業所数も減少傾向に

ありますし、通勤者は流入よりも流出している方の方が多いことから、市内での就業者数を増やし

ていくためには、例えば、女性や高齢者が働く場というところの支援をしていかないといけない。
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生産年齢人口が減っていく中で実際に働く人も減っていけば、それだけ経済が活性化されていかな

い、衰退していく形になりますので、こういった点への対応につきましては、千葉市・市原市・四

街道市の 3市連携事業というものでやっています。 

さらに、昨年度から、千葉市・四街道市・市原市の 3市に東金市・茂原市・大網白里市を加えた

「ちば共創都市圏」というものを、千葉市が中心になって連携事業として進めています。こちらは

主に産業、就業の関係の仕事を進めていまして、その意味で、第 1 期の課題に対する対応として、

そういった連携事業を活用して、産業の人材育成、企業立地、インターンシップ制度といったもの

を今回新たに加えているものです。 

それと、課題になるかわかりませんが、Society5.0という分野、これはかなり高度な IT技術を

今後使っていくということで、既に各市町村で AI の導入あるいはチャットボットといったものを

活用しながら住民サービスを含め、業務改善を含めやっていくということもあります。 

こういったことをウィークポイントへの対策として、今回触れさせていただいたところでござい

ます。 

 

【木本委員】 

意見の前に質問を 3 つほどさせてください。 

まず、第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の 30 ページ、基本目標 4の目標値「社会増減数」

の現状値が「自然減を上回る社会増」となっています。具体的な数値は下の方にコメ印で書いてあ

り、タイトルの方でも社会増減「数」となっているのに、現状値を数値でなくて文章にどうしてし

たというところがまずあります。見る方からすると数字、829 人から 147人を引いて 682人になり

ますとの方がわかりやすいと思ったのです、というのが 1つ。 

あと、39ページの KPIの 1つ目の空き店舗のところなのですが、第 1期の時の名称には「支援」

という言葉がなかったのですが、第 2期の名称では「支援」という言葉が入って、現状値が「2件」、

目標値が累計で「10件」となっています。比較するのに同じ条件ではないので、何らかの文章を加

えないといけないのではないかと思ったのが 1つ。 

それと、44ページの KPIのところで、1番目の「新たに検討した広域連携事業数」の現状値が「-」

になっているのですが、実は第 1期を見ると、現状値が「-」になっているものの、目標値が「1

件」になっているのです。要するに何かしら活動はしたはずなので、もし実績が 0件だったのなら、

「0件」と入れた方が良いのではないかと思った次第です。 

この 3つに対して、お教えいただければ助かります。 

 

【大下会長】 

それでは今、30、39、44ページについて、30ページは数値入れた方がよいのではないですかと。

さっき私が言ったものと意図は似ていると思うのですよね、現状値を下回る、上回る、現状値を維

持するということで、数字を書いてないものある。 

 

【事務局】 

「社会増減数」ということで、本来数字を示した方がわかりやすいということは、我々も思って

おりました。社会増 829人、自然減 147人ということで。実際、四街道の転入者超過数は平成 27
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年から 700人・800 人・900 人とかなり増加をしております。 

元々総合計画の基本構想において、人口 9万 3千人というのを令和 5年の目標としておりました

が、それが既に達成しそうな勢いです。そして、人口ビジョンでは、令和 12年をピークに人口が

減っていくとの推計をしております。 

つまり、現在の数値というのが、どちらかというとピークに近い、転入超過がかなり高い段階の

もので、今度、自然減については増えていく。死亡者数が増えてきているものの、出生数について

は 680 人前後で推移していることから、今後、さらに死亡者数が増えていくと、どうしても自然減

が増えていくものになっておりますので、目標値を「現状値を維持」や「現状値より増加」とする

と、現在のピークに近い数値では、目標の達成が難しいのではないかとの懸念がありました。 

いずれにせよ、自然減があったにしても社会増でカバーし、人口は令和 12年まで増やしていく

のだということで今回、目標値に掲げました。 

現状値については、どういった書き方がわかりやすいのかということで、式を 829人から 147人

を引いた数値を入れてもよかったのですが、これをベースに目標値を考えた時に勘違いが起こるの

ではということで、目標値と併せて言葉で現状値を示したというのが、まず 1点あります。 

次に、39ページの「空き店舗等の活用を支援した件数」については、大変申し訳ないのですが、

ここについては「支援した」という言葉が、第 1期で抜けておりました。ほかのところもそうなの

ですが、今回、わかりやすくするため、支援したものは「支援した」と記載することとし、第 1期

では支援していても単に空き店舗活用数になっていたことから、ここを訂正させていただいたもの

になります。 

それと、44 ページの「新たに検討した広域連携事業数」ですが、「新たに」ということで、一旦、

現状の数値をリセットさせていただいて、目標値を入れたものになります。先ほどの 3市連携の話

で、今でも検討している事業はたくさんあるのですが、なかなか前に進まないものもありますので、

今後、仕切り直しでまた新たに検討していくものもあります。 

そういったことも含めて目標値を立てていこうということで、数値をリセットして、現状値を「-」

としました。分かりづらくて大変申し訳ありません。 

 

【木本委員】 

ですが、第 1 期でも実際に連携した事業はあるのですよね。 

 

【事務局】 

あります。それは第 1期の検証結果にも書かせていただきましたけれども、17ページに「新たに

検討した広域連携事業数」ということで実績が 33 件あります。確かにこういう風に書いてもよろ

しいのですが、できれば「新たに」ということで、仕切り直させていただきたい。 

 

【木本委員】 

お答えとしてはわかりました。 

 

【大下会長】 

1つ目は大きな問題なので、あとで皆様にまた確認したいと思います。 
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2つ目の「支援」というのは完全に抜けていたものですね。これは空き店舗活用の事業で、支援

したということは、行政が支援したということ。実際に空き店舗を使って行われたものはほかにあ

るのかもしれないけれど、行政の方では中心市街地の範囲の中でやっている。ここでやりたいとい

う人たちに対し、ある審査基準を通ったものが 2件あるのですね。いっぱい提案はあったのですが、

かなり厳しい審査の中で 2 件だけ支援した。これは完全に「支援」という言葉が抜けていたもの。 

最後の「新たに検討した広域連携事業数」というのは、これは検討でいいのかというのはある。

検討だとすぐできてしまう。 

前回、1回目の審議会で話があったと思いますが、もうちょっと民間のように高い目標を作った

方が良いのではないかと意見をいただいたのですが、行政と民間の大きな違いは身の丈で、あまり

にも目標が大きすぎると、それにチャレンジすること自体は大事なのですが、それで目標が達成で

きないと、それがマイナスの評価になることから、十分吟味した上で目標を設定するというのが多

分に入ってきている。そこのひとつの表れなのではないかと思っています。 

新たに検討しただと直ぐ達成できてしまう。検討しましたと言ってしまえば終わりなので、そう

いう風に取られないようにしたい。そういう指摘がないとも限らないので、新たに実施したという

方がまだ良いのですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

「新たに検討する」というのは、3市連携の中でもなかなか敷居が高いです。 

要は我々も新たな事業を提案するのですが、例えば今回の婚活事業についても 3市で広域的にや

りませんかという意見を出したのですが、うちはできないなとか、うちはこういう事情でやってな

いよとか、これは民間でやるべきでないかといったことで、提案してもその先に進まない場合も多

く、そう簡単に検討はできません。 

検討はあくまでも 3 市で集まって、ワーキングを作って検討していくものであり、なかなか敷居

は高いと思います。 

 

【大下会長】 

今の話で皆様が気になされているところがあると思うのです。「現状値を維持」といった目標は、

現在の数値がかなり高い水準にあるので、その数値を維持することでも結構大変で、だから、「現

状値を維持」というのが表現の判断基準になっている。 

確かに、先ほど木本委員からご指摘いただいた、2つのものが重なっている KPI、これは「市民

一人当たりの公園面積」と同じで、母数の人口が減ると自ずと数値が上がってくる、いわゆる 2つ

の関数が関わってきて、数値として出すと社会増減と自然増減の両方が出てしまう。 

少なくとも「社会増減数」の趣旨からいうと、人口が減らない方向で考えましょうという目標で

すということですね。ただ、現在の数値はページの下に書いてあるこの数値ですと。 

必ずしも今後、社会増は 829人からどうなるかわからないけれども、自然減はこれからどんどん

膨らんでいく可能性はある、そうなった場合でもその自然減の数値を下回らない社会増の数値にし

ていかないといけないということですね。 

 

【木本委員】 
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ただ、いただいたこの人口ビジョンを拝見すると、令和 7年の人口はまだ若干プラスとなってい

ます。これはあくまで令和 6年までの目標値だと思いますので、数値を書いてもいいのではないか

と。 

 

【事務局】 

こちらについては、我々も非常に悩んだところです。基本的に、死亡数が概ねトレンドで推移し

ているのが人口ビジョンを見ていただけるとわかるのですが、ただ、何年にこれだけ亡くなるのか

とは、人の生死に関わることなので、その部分の数字を出すのはちょっと難しいのではないかと判

断しています。 

ただし、自然減が今後増えていくだろうというのは、このトレンドの中で見てとれます。それを

座して待てば人口が減っていってしまうので、社会増の部分でそれをカバーしていかないといけな

い。 

現状の表現が分かりづらいというご意見をいただいたので、この後、我々の方で検討させていた

だこうと思います。社会増の 829人から自然減の 147 人を引いた数字を現状値に記載した方が良い

のか、このままの表現が良いのかについて検討させていただきます。 

 

【大下会長】 

数値があると 1つの目安にはなりますね。一番わかりにくのは、30ページの下にコメ印がついて

いるけれど、それがどこのコメ印かわからないところ。コメ印の文章に現状値と書いてあって、「社

会増減数」の現状値に数値を入れてないから、そのためのエクスキューズなのだろうけれど、それ

がわからないからそこに飛ばないというのもあります。 

先ほど、木本委員から出たご意見に対し事務局から返答がありましたが、ほかのところでも数値

が出ていない KPI のところは、現時点で高い水準にあるということで、努力目標として現状値を維

持します、あるいはそれを少しでも上回るような、あるいは逆に下回る方が良い場合は下回るよう

な努力をしますという目標が掲げられている、という一つの基準があると。 

これらの表現につきましては、最終的に決定されるのは四街道市の市長を中心とされる本部会で

すね、総合戦略の一番後ろのページにありましたけれど、まち・ひと・しごと創生推進本部で決定

されるもので、その下にあります総合計画審議会では、本部から出てきたものに対して、意見具申

をするということですので、今の話は本部に持ち帰っていただいて、わかりやすい表現になるべく

してくださいとお伝え願います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 

【木本委員】 

意見が 2つあります。具体的な数字が記載されていないところは、今の会長の集約でとりあえず

お願いしたいと思います。 

まず、45ページの KPIに「消防団員数」がありますよね、目標値が「現状値より増加」とありま

すが、これはどこかに適正配置数があるものなのか、どこかに載っていないかと探してみたら、実

は 300 人という適正数が四街道市の市政だよりに載っていたのです。ですから、適正数が 300 人な

ら目標値を 300人と書いた方が良いのではないか、というのが私の意見です。 
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もう 1つの意見なのですが、主な取組に関しては、いろいろ付け加えたりして、文章を現状にア

ップデートされているのですが、主な取組の上の文章については、第 1期と同じ文章がずっと並ん

でしまっている。後半の方には更新されているものがあります、地域資源を活かした取組の推進と

か、魅力ある仕事の創出支援とかではこの 5 年間にやった思いが述べられているように思います。 

ただ、前半で文章がまったく変わってないところが多かった、5年間やった以上は何かもう少し

文章があっても良いのではないかと思った次第です。 

 

【大下会長】 

以上 2点ございます。最初の消防団員数については、別に資料に 300 人とあったということです

が、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

この 300人とは、消防団員の定員数として定められたものになります。ただ、消防団員数は年々

減少をしている状況にありますので、今後 5年間で 300人を達成するというのは非常に難しい目標

だと思っています。 

KPI の設定にあたっては、数値が減少していっているということであるならば、現状値より増加

を目指そう、減少を食い止めようということで、まずはそういった 5年間を今回想定したものにな

ります。300 人という消防団員の定員は確かにあるのですけども、減少している現状であれば食い

止めて増加に転じさせようというのが、1つあります。 

それと、2点目のご意見については、確かに文章を変えてないところもあります。例えば、31ペ

ージの「シティセールスの推進」であったり、32 ページの「地域活動支援の充実」であったりと、

変えていないところもあります。 

確かに、表現を変えようと思えば、変えられる部分もあったのですが、この 5年間の取組がこと

のほか、いろいろな効果が出てきているということもありましたので、施策の方向性が概ね第 1期

と同じだろうというところは変更しておりません。確かにそういった工夫が足りず、大変恐縮でご

ざいます。 

 

【木本委員】 

私みたいに、そういう風に見る人もいるかもしれないので、もう一度ご検討いただければ助かり

ます。 

 

【大下会長】 

ほかにいかがですか。 

 

【松隈委員】 

人口ビジョンですが、こちらの目標水準は私達にとっても重要なものだと思っています。将来人

口推計のやり方はここに書いておられるように、パターンを分けてやっておられる。ただ、どの数

値を目標水準とするかは、その時々の情勢を見て決めていくことになるので、社会情勢が変わって

くれば、当然将来人口も変わってくるので、その都度、目標水準を変えていけば良いと思っていま
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す。 

四街道の現状を見ると、いろんな諸政策がうまく回り出していて、結果的に人を呼び込んでいて、

人口が 9万 4千人くらいなっている。皆様が言っているように四街道の強みは立地条件なのです。

今後を考えた時、東京一極集中をやめて、緑のある千葉に人を呼び込むことで、人口が減ってしま

うのではなく、逆に増える要素はいっぱいあると思うのです。 

例えば、労働人口が減っているといっても、県外から人を呼び込もう、外国人を呼び込もうとか

いろいろ対応はあります。しかも、子どもについてのアンケートでは、希望として 2人あるいは 3

人子どもを持ちたい人がいっぱいいるわけですから、子育ての環境を改善していくことで、改善の

余地はいっぱいあるわけです。 

私はこの人口ビジョンのデータを見ると、ただ単に今までの人口を維持していくだけでなくて、

将来人口シミュレーションのパターン Bが目標でも良いのではないかとも思ったのです。 

ただそれとは別に、数字の話ではなく、こういう形でこのようにしたのと説明をしっかりやって

もらえればいいなということで、要は、将来どの程度の人員になるのか、それに対してどういう対

策をとっているのかというのが、やっぱり一番興味があるところです。我々も行政と一緒にやって

いかないといけないので、よろしくお願いします。 

それと、第 2 期総合戦略の目標値を合計特殊出生率から出生数に変えましたよね。今まで合計特

殊出生率を目標としてやってきたのですが、これを簡単に変えてしまうのですかと。それまで頭に

あったものが変わると混乱してしまう、しっかり説明してもらえればわかるのですが、聞いている

だけではなんで変えたのだということになります。 

もう 1つは数字、32ページの KPIの区・自治会加入率について、前回の審議会でも自治会の加入

率が減ってきていて大変だと言いましたけれども、ここの目標値が第 1期では 75％だったのが、今

回は目標値を下げているのです。 

目標が達成可能であるものを設定するという考え方でやっておられると思いますけども、数値と

か成果に固執しないで、別に成果が上がろうが上がるまいが実際にこういうことをやりたいだとい

うのがあれば、目標を大きく掲げてもらいたいと考えているので、よろしくお願いします。 

 

【大下会長】 

今 3つくらいありましたね。1つは人口ビジョンの話で、9万人なんて言わず 9万 3千人が人口

ビジョンの目標でも良いのではないかという話もありましたけれども、それは評価いただいたとの

ご意見ですね。そして、2 つ目の意見、3つ目の意見についてお願いします。 

 

【事務局】 

説明が足りなくて大変恐縮でございます。出生数に変えた理由でございますが、前回の時も KPI

の設定方法について議論があったと思いますけども、基本目標 2の中だけで合計特殊出生率を上げ

ていこうというと、これはかなり難しいものであると。それは、合計特殊出生率が上がっている要

因が、子育て世代が転入すること、基本目標 1のシティセールスをやること、そして、女性が働く

場、活躍する場ができること、つまり基本目標 3や基本目標 4 の持続可能なまちであるといった、

いわゆる基本目標 1から 4がすべてそろった段階で合計特殊出生率は上がっていく数値だろうとい

う風に、この 5年間でわかりました。 
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その関係で、実は人口ビジョンの将来人口シミュレーションのパターン Cにおいて、合計特殊出

生率が 1.8だと人口を維持できることから、これを目標としています。 

それで、基本目標 2の目標値をなぜ変更したのかというと、出生数が現在 680 前後で推移してお

り、これを改善することで、合計特殊出生率あるいは年少人口の増加につながっていくというこ

ともありましたので、基本目標 2の目標値を出生数に変えさせていただいたというような経緯で

ございます。 

それと自治会の加入率については、松隈委員がおっしゃった通り、第 1期の目標値が 75％でし

た。今回なぜ目標値を下げたのかというと、区・自治会の加入率は平成 27 年度に 72.3％あったも

のが、そこから 75％を目指したにも関わらず、数値がどんどん下がってしまったのです。 

それで今回、後期基本計画に掲げた「区・自治会への加入率」の目標値が、69％になっていま

すので、これと整合性を合わせるために区・自治会加入率の目標値を 69％に設定させていただき

ました。 

毎年下がっていくものを、食い止めるというのは非常に難しいのですが、自治振興課という区・

自治会の関係の仕事をしているところで、今後、各自治会への参加を呼びかけていくなど、地道

な活動を含めてやっていこうということで、第 1期の目標値から小さくなりましたけども、まず

69％を目指そうというところでございます。 

 

【松隈委員】 

数字の達成がどうだという話は KPI できちっと管理していく話。そうではなくて、自治会の世代

交代がうまくいっていなかったりして、自治会加入者がどんどん減っていっており、単に自治会に

入ってくれというだけではうまくいかないので、何か支援とか対策を自治会の会合で話し合うなり、

市とこれからきちっと話し合うなどしてやっていくのがベターではないかと思っています。 

これについては、我々も責任あるし、行政の方も支援してくれるというのなら、その辺の支援の

在り方を目標としたら、もっと区・自治会加入率が上がるのではないかと思ったところです。数字

そのものについては、こだわっていないのです。以上です。 

 

【大下会長】 

ありがとうございます。今の話、これ以上数値が下がらないよう下げ止まるような目標にしたと、

もう 1つ、昨年度策定した総合計画の中にあった目標値はそれを持ってきましたと。昨年度策定し

たものをすぐに変えるわけにはいかないので、総合計画の中で目標値としたものはそれを今回目標

値として持ってきましょうということでやっていたわけですね。 

もう 1つ、合計特殊出生率については、それがある分野の中に入っているのは数学的にいうとお

かしい。かたや人口ビジョンの将来人口の目標水準に使っておいて、それが総合戦略の基本目標の

中に入っているのは、本来おかしい話ですね。人口ビジョンの目標水準である 9万人という数字は、

合計特殊出生率 1.8という数字を使っている。つまり、答えは決まっているわけです。 

だから、目標値を入れるとしたら 1.8という数値になるわけですが、それはおかしいよねという

ことで、わかりやすい出生数になったと。それはそういうことでいいのかなと思っています。 

目標値について全体的に言えることなのですが、総合計画審議会としては、出てきた数字が達成

できた、できなかったよりも、努力目標として少し高めの設定をしても良いのではないかという意
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見が出たというのは、本部にもお伝えいただければと思います。 

前回の審議会でも話が出ていましたし、今回もそれに近い話が市民公募委員さんから出たという

ことで、やはり住民生活に近しいところからの意見としましては、自治会加入率は大きな問題であ

るから、数値の下げ止まりがなかなかうまくいかなくても、目標としてはＶ字回復するくらいの気

持ちを持っても良いのではないか、という意見が出ましたとお伝えください。 

まだご意見ございますか。 

 

【伏見委員】 

人口ビジョンの人口分析を読んでみたのですが、文言や施策にどこまで打ち出せるかわかりませ

んが、人口ビジョンの 4ページの真ん中から下の段落に問題がまとめて書いてあります。生産年齢

人口が平成 7年をピークに減少に転じていて、年少人口も減っていて、老年人口は増えている、だ

から全体の人口は増加しているけれども、年少人口と老年人口が高くなっていて、生産年齢人口が

低いという一番の問題がここに書いてあります。 

結局、子育て世代のような生産年齢人口が減っているわけですから、それを呼び込む政策がやは

り大事だろうと思います。 

そうだとすると、人口ビジョンに子育て世代に対するアンケート結果が書いてあるのですが、ア

ンケートの数値だけ見るのではなくて、その人たちに対するアンケートの自由記述って案外大事で、

そちらの方に具体性があるのです。数字を見てそこから政策を立てないといけないのですけども、

自由記述ではこうして欲しいってことが書いてあるのです。 

人口ビジョンの 40ページの「住みやすさ」の上から 2 つ目の段落では、千葉駅や首都圏への公

共交通のアクセスの良さが住みやすさだといっている、ところがその下の段落では、本市の住みに

くい理由としては、交通の便が良くないって書いてあるのです。 

つまり、総武本線は通っているけれど、四街道市としては交通の便がよくないと言っているので

す。だから、そこはどうしても変えてもらわないと、子育て世代は住みにくいと感じるのではない

かと思いました。 

それから通勤者の流入と流出を見ていくと、流入が増えていて、流出は減っているということで

すけど、やはり、流入と流出の差は 1万 6千くらいあるのです。平成 27年の通勤者の流入が 23,895

人なのに対して、通勤者の流出が 39,698人、つまり、単にベッドタウンであって、ほとんど東京

の方とか千葉市に働きにいっているという状況なのです。 

そして、人口ビジョンでこのあたりの説明をされた時に、産業のところは全部飛ばしておられた。

産業の付加価値額のところが収入源になっていると思われますが、四街道市の産業の収入、つまり

事業収入はほとんどないのです。そんな中、事業収入が多いものとして上がっているのが、いわゆ

る福祉施設ですね。ですから、もし、産業として四街道が事業所得を増やすのであれば、そちらの

方が 1つの方向としてあるのではないか思いました。 

それから、男性の方が余所に出ていく振幅が大きく、女性の方が少ないということは、女性の方

が四街道市内で働く確率が高くなるということですね。そうすると福祉施設なんかは、そういう付

加価値で稼げる部分が多くなるのであれば、そのあたりで施策の方向を見据えた方がいいのではな

いかと思います。 

そして、ぜひ西暦を入れてください。年を比較するときは、計算しやすくなるように西暦と和暦
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の両方を入れていただきたい。もしくは、初めに西暦と和暦の対応表をつけるなど何かした対応い

ただければと思います。 

 

 

【大下会長】 

ありがとうございます。先ほど事務局自身からも出ていましたけど、四街道市は「しごと」のと

ころがウィークポイントだと、まさしくそういうのが如実に表れているところだと思います。 

そのあたりについて、もう少し記載をする必要がある箇所があれば、本部の方でご検討願います。

特に「まち・ひと・しごと」の「しごと」のところです。 

 また、西暦と和暦については、確かに昭和・平成・令和と 3つありますから、対応についてご検

討いただければと思います。 

市川委員はいかがでしょうか。 

 

【市川委員】 

今お話し伺っていて、やはり今回、結婚から妊娠、出産という、特に結婚の部分について非常に

力を入れるというのが表れている感じなのですが、結婚してここに住み続けるには、仕事と住む場

所がないと、それを考えるきっかけにならないのかなと思います。そうすると、やはりここの場所

で働き続けられるかっていうところがすごく大きなキーポイントになるのではないかと思います。 

一方、今回女性の雇用の支援などを書いてらっしゃるので、そういう部分で、女性の働く場所は

やはり住む場所に近いところっていうのがどうしても多いところがあるので、そういう視点を持っ

て、是非取り組む内容を増やしていっていただきたいなと感じました。 

ただ、子育て支援については充実してきているのは私も実感しているところです。子育て世代包

括支援センターとかは、実際、非常にきめ細やかに対応されているので、安心して妊娠・出産がで

きるっていうのは、四街道市の売りになる部分だと思っていますので、そこをさらに維持していた

だけると、それこそ合計特殊出生率に反映されてくるのだと感じています。 

目標を達成したものについては、今回、KPI から除かれていると思いますけども、そういう良い

部分は、下の主な取組の中に文章として残されても良いのではないかと思いました。実際の取組を

さらに充実させるという部分もぜひ活かしてもらいたいと思いました。 

 

【大下会長】 

ありがとうございます。いつも思うのですが、目標を達成したから取り除くという話ではなく、

目標を達成したなら今度は維持しなければいけないという話もあるので、そのあたりはもし必要で

あれば加えていただければと思います。 

 

【事務局】 

捕捉で説明させて下さい。36ページの「子育て環境の充実」について、子育て世代包括支援セン

ターの整備が今回達成しましたので、主な取組の一番上にその内容について書かせていただいてお

ります。目標を達成して、主な取組から取り外したというのはありませんので補足いたします。 
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【大下会長】 

子育て世代包括支援センターを 1か所整備したことで、KPI からは消えたけれど、主な取組の中

には入れてありますということですね。 

四街道で一番わかりやすいのは、「ひと」ですね、「まち・ひと・しごと」の「ひと」には優し

いのだけれど、「まち・ひと・しごと」の「しごと」部分がちょっと抜けてないですかと。難しい

のですよね、「しごと」というのは、一人一人の顔が見える、ニーズが見えるというより、立地し

ていただくところのマッチングの話もあり、すぐにはうまくいかないってことでしょうけども、

そういう面の指摘がありましたので、是非、本部のほうでご検討お願いしたいと思います。 

ほかによろしいですか。 

 

【川﨑委員】 

例えば、人口ビジョンに関して、4ページの住民基本台帳と書いてあります右側の棒グラフでは、

毎年 800人ぐらいずつ増えてきていて、平成 31年現在では 9万 4千人が四街道にいるっていうこ

とでよろしいのでしょうか。国勢調査と比べて、1 年で 2千人以上の差があるのですが。 

 

【大下会長】 

9万 4 千人は住民基本台帳上の数値ということで、国勢調査と単純に比較はできないのです。 

 

【事務局】 

要は届け出をした方は 9万 4千人いるのですが、5年ごとに行われる国勢調査は実際の住んでい

る人の数値になりますので、単純な比較はできません。 

 

【川﨑委員】 

わかりました。そういった中で、四街道市の特徴は何かなっていうと、東京から 40キロ圏内と

か、東京通勤圏とかいろんなことが考えられるのですが、例えば、成田に近い、千葉港に近い結

果、外国人の方が多く、特にアフガニスタン、中国、東南アジア系が多いのです。なぜこんなに

四街道に外国人の方が来るのかと聞いたことがあるのですが、成田に近く、千葉港に近く、地形

が平らで、地価が安いというのを言われたことがあるのです。 

千葉銀行は県内をだいたい網羅するくらいありますが、四街道の特徴は、外国送金の被仕向送

金というのがありまして、要は、外国に物を売って外国からくるお金、それが一番多いです。そ

ういったことから、やっぱり外国人が多いのだと思われます。 

 

【大下会長】 

お時間になりました。本日、ご議論いただきましたものが 2つあります。 

人口ビジョンの件と第 2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の中身の件についてということで、

目標値・KPI の設定あるいは文章について、この 5 年間やってみたことの思いをもうちょっと加え

てもよろしいのではないかというご意見をいただきました。 

また、KPI については、総合計画審議会としては、数値が出ているもの、出ていないものについ

て、いわゆる書き分けをされていた基準はわかりました。ただ、例えば、先ほどの「社会増減数」
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のように、計算しないとわからないようなものではなく、もう少しわかりやすくできるよう、その

あたりの努力をしていただきたい。 

もう 1つが、達成ができないから目標値を少し下げておこうという形ではなく、もし必要なもの

であるとするならば、それは高い目標であったとしても掲げておくべきではないだろうかというご

意見。そのあたりについては、まち・ひと・しごと創生推進本部の方でご担当の各分野があり、各

分野からのご意見も踏まえての目標値だと思いますので、そのあたりを担当のところにご確認いた

だきたいところでございます。 

さらに、「まち・ひと・しごと」の特に「ひと」の部分については、十分な取組がなされてきて

いて、現在、人口減少を食い止めるに至っているのではないかということで、第 1期の取組に対し

ては一定の評価をいただいた上で、「まち・ひと・しごと」の「しごと」の部分については、まだ

少し弱いところもあるでしょうから、これもやはりご担当の部署にご確認いただき、さらに、積極

的・加速度的にやっていく必要があるような項目があるとするならば、加えていただきたいと思い

ます。 

それが人口のところに如実に表れている部分もあるので、5年後に第 3期の時期があるかどうか

は国の施策の問題もありますからなかなか確約はできませんが、総合戦略を策定したら評価をしな

いといけないので、5年後に評価する際に禍根を残さないよう、取り組むべきことは時間がかかる

ものでも加えておいていただきたい。 

それで、それが評価の時に、特に松隈委員の方からご意見ありましたけども、目標が達成できな

いようなこと入れて後で評価が下がらないか困るかなあということではなく、高い志を持って書い

てくださいと、ということもありましたので、そういうことも推進本部の方に、お伝えいただけれ

ばと思います。 

あくまで我々、総合計画審議会の責務としては、市長を本部長とするまち・ひと・しごと創生推

進本部に対して、助言なり、諮問を受けての答申なりする立場にあるということで、市が作られる

計画に意見を申し上げる点は、以上の点であったということでお願いしたいと思います。 

ただいま、議題の（1）、（2）をやりました。 

議題の（3）「その他」があるのですが、何かありますでしょうか。 

 

【事務局】 

本日は、さまざまなご意見をいただきありがとうございます。 

今回いただいたご意見につきましては、事務局でとりまとめの上、会長にご確認いただいき、そ

れを踏まえて、まち・ひと・しごと創生推進本部の方で、修正するかどうかの検討をいたしまして、

最終的にパブリックコメントを実施する予定となっています。 

今のところ、2月の上旬から 3月の上旬にかけて、市民参加条例に基づく市民意見提出手続き、

いわゆるパブリックコメントを実施させていただく予定となっております。その後、市民の皆様よ

りいただきましたご意見、その中で大きな変更点がございましたら、場合によってはこの総合計画

審議会を開かせていただいて内容を議論することもあるかとは思いますけども、軽微なものであれ

ば、このまま確定ということになりますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 
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【大下会長】 

ほかにご質問等はございますか。特にございませんか。 

今後パブリックコメントで見ることもできると思いますので、是非ご覧になっていただいて、そ

の中でもご意見いただいても良いかと思います。 

それでは、本日は貴重なご時間いただきましたが、これで本日の議事は終了いたしました。皆様

方のご協力に感謝申し上げたいと思います。 

以上をもちまして、令和元年度第 2回四街道市総合計画審議会を閉会させていただきたいと思い

ます。お疲れ様でした。 

 

 

以上 

 

 

会議録署名人   木本 氏将   

 

会議録署名人   安室 正則   

 


