
会　議 議 事 録

記録者 関ケ原　功

    供　覧 部長 課長 課長補佐 係長 課員

    件　名 第4回龍ケ崎市最上位計画策定審議会

    年月日 平成 28 年 4月 26 日（火）

    時　間 午後4時 00 分～午後5時 30 分

    場　所 龍ケ崎市役所 5階全員協議会室

    出席者 ＜最上位計画策定審議会委員＞

苦瀬会長　　大山副会長　　前田委員（代理：久保田氏）　田賀委員

本多委員（代理：穴田氏）　　石﨑委員　　大熊委員

【欠席 】谷口委員　　膳法委員　　福智委員　　副島委員　　石引委員　　山崎委員

川村副市長　　松尾総合政策部長

＜事務局＞

企画課：宮川課長　大貫課長補佐　　記録者

1　開　会

2　副市長挨拶

3　会長挨拶

4　議　題

　（１）（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン素案（たたき台）について

5　閉　会

  情報公開

 公　　開

部分公開

非  公  開

非公開（一部非公開を含む）

とする理由

（龍ケ崎市情報公開条例第 9 条　号該当）

公開が可能となる時期 

（可能な範囲で記入）
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 発言者                         　 発 言 の 内 容

事務局 　定刻になりましたので，ただいまから第4回龍ケ崎市最上位計画策定審議会を開会

いたします。本日の審議会は，委員定数 13 名のところ，出席者7名でございまして，

龍ケ崎市最上位計画策定審議会条例第6条第2項で定める過半数の出席がなされてお

りますので，本会議は成立していることを御報告申し上げます。

　また，前田委員の代理で茨城県地域計画課の久保田様，本多委員の代理で関東鉄道

株式会社の穴田様が御出席をされておりますので，お知らせをいたします。

　この審議会につきましては，龍ケ崎市附属機関の会議の公開に関する条例により公

開となっておりますが，本日の傍聴人はございませんので，これも併せて御報告をさ

せていただきます。

　それでは，開会に先立ちまして川村副市長より御挨拶を申し上げます。

川村副市長 　皆さん，こんにちは。

　本日はお忙しい中，龍ケ崎市最上位計画策定審議会に御出席をいただきまして，厚

くお礼を申し上げます。

　さて，前回の審議会におきましては，次期最上位計画の骨子となる体系図について

御協議をいただきました。

　本日の審議会では，それを基に更に検討を進め，（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦

略プラン素案（たたき台）をまとめましたので，皆様には，これについて御審議をい

ただきたいと考えております。

　本日も忌憚のない御意見等を頂きますことをお願い申し上げまして，挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 　ありがとうございます。

　それでは続きまして，苦瀬会長から御挨拶をお願いいたします。

苦瀬会長 　皆さま，本日はお忙しい中，御出席をいただきまして，ありがとうございます。

　先ほど，川村副市長からのお話しにもありましたように，本日は，（仮称）第2次

ふるさと龍ケ崎戦略プラン素案（たたき台）について，協議をしていただきたいとの

ことでございます。

　この素案は，たたき台ということでございますので，本日は，これを基に議論を深

めまして，ブラッシュアップさせていければと考えておりますので，委員の皆さまに

おかれましては，忌憚のない御意見を頂きますことをお願い申し上げまして，挨拶と

させていただきます。

　本日も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，ここからの議事進行につきましては，苦瀬会長にお願いいたします。

苦瀬会長 　それでは議題に入る前に，本日の審議会の議事録署名人を決めたいと思います。今

回は，大山委員と大熊委員にお願いしたいと思いますが，よろしいですか。

　それでは，議題に入りたいと思います。本日の議題は，「（仮称）第2次ふるさと

龍ケ崎戦略プラン素案（たたき台）」でございます。

　これにつきましては，前回の会議で骨子となる体系図について皆さまに御協議をい

ただいたところですが，本日はそれをもとに素案（たたき台）をまとめたということ

ですので，これについて，御協議をいただきたいと思います。
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　まずは，これについて，事務局より御説明をお願いいたします。

事務局 　それでは，本日御審議いただく（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン素案（た

たき台）について，御説明いたします。

　次期最上位計画につきましては，1月下旬の最上位計画策定審議会において，骨子

となる体系図案をお示ししまして，御審議をいただいたところです。

　その際の御意見を踏まえながら，体系の一部を見直すとともに，基本目標ごとの数

値目標及び基本施策ごとの重要業績評価指数（ＫＰＩ）について，現時点で想定でき

る項目を例示し，今回，素案（たたき台）として取りまとめたところです。

　なお，委員の皆さまへの資料の送付が遅くなりまして，申し訳ありませんでした。

　郵送にて遅らせていただいた（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン素案（たた

き台）という資料ですが，お手元にございますでしょうか。

　それでは，資料に沿って御説明させていただきます。

　はじめに，1ページ目の第1章の第1で，策定の趣旨を記載しております。

　ここでは，これまでの計画の経緯などを述べまして，次期最上位計画は，まちづく

り基本条例に基づく初の計画として定めることを記載しております。

　また，現行計画における目指していくまちの姿や重要コンセプトは，現状において

も優先して取り組むべき重要事項であると捉えまして，次期最上位計画については，

現行の戦略プランの考え方を基本に据えるとともに，「教育」や「にぎわい」に対し

て新たな視点から取り組むこととした旨を記載しております。

　続いて，第2として，策定に当たっての基本方針について記載しております。

　こちらは，昨年定めました，次期最上位計画の策定に当たっての基本方針 3点をこ

こで記載しております。

　続いて2ページを御覧ください。

　第3として，構成及び期間を示しております。

　構成については，将来ビジョン，目指していくまちの姿，まちづくりの重点戦略と

基本目標，そして，基本目標に沿って展開する基本施策としております。

　計画期間は，平成 29 年度から平成 33 年度までの5年間ですが，将来ビジョンに

おいては， 2060 年の目標人口のほか，土地利用方針，財政収支見通しを示すことと

しております。

　そして，具体的な事業につきましては，アクションプラン（中期事業計画）に登載

し，毎年見直しを行うこととしております。

　続いて，3ページを御覧ください。

　ここからが本編となります。

　第1の将来ビジョンとして，はじめに，龍ケ崎市人口ビジョンで示した本市の総人

口の推移を記載しております。

　昭和 50 年代後半から順調に増加してきた総人口は，平成 22 年をピークに減少傾

向にあり， 2060 年には， 51,479 人になると予測しています。

　続いて，4ページを御覧ください。

　ここでは，龍ケ崎市人口ビジョンで示した人口の将来展望のグラフを掲載しており

ます。

　この将来展望に基づきまして，将来的な目標人口を中期，長期，超長期の3段階で

設定します。

　5ページを御覧ください。
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　中期として設定した 2025 年の目標人口は， 77,800 人

　長期として設定した 2040 年の目標人口は， 73,600 人

　超長期として設定した 2060 年の目標人口は， 65,600 人　としております。

　この目標人口を達成していくためには，合計特殊出生率と人口移動率の改善が必要

なことから，人口ビジョンで設定したそれぞれの目標についてもここで記載しており

ます。

　合計特殊出生率は， 2030 年に 1.8， 2040 年に 2.1まで上昇させ，移動率につい

ては，6ページに記載のとおり， 10 代・ 20 代のうち大幅超過する転出を 20 ％減

らし， 30 代を中心に子育て世代とその子ども世代については，転入を 20 ％増やす

という目標を設定しています。

　このように将来的な目標人口を設定した上で，この6ページにおきまして，本市が

目指すべきまちづくりの方向性を掲げております。

　具体的には，龍ケ崎市人口ビジョンにおいて示した目指すべき将来の方向性ですが，

①として，若者・子育て世代が安心して結婚・子育てできる環境を創出する

②として，住みよさの向上など，住んでみたいと感じるまちづくりを推進する

③として，少子高齢型社会に対応した地域活力を創造する

に加えまして，龍ケ崎市教育大綱による本市の教育分野における基本方針や行政改革

の視点などを勘案しまして，次期計画における重点戦略を定めていくこととしており

ます。

　また，現在，検討中でありますが，この将来ビジョンの中で，土地利用方針や財政

収支見通しなどを定めていく予定となっております。

　続いて，7ページを御覧ください。

　こちらは，目指していくまちの姿となっております。

　現行計画におきまして，「人の元気がまちの元気につながり，愛着と誇りが生まれ，

ついつい自慢したくなる」というまちの姿を目標に掲げ，まちづくりに取り組んでき

たところですが，この考え方は，持続可能な地域づくりを推進する上で，これからも

引き継いでいくことが必要と考えられることから，次期計画においても，目指してい

くまちの姿を「人が元気　まちも元気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」を掲げる

こととしました。

　また，現行計画の重点施策である「市民活動日本一を目指したまちづくり」と「子

育て環境日本一を目指したまちづくり」については，次期計画においても重点施策と

位置付け，重点的に取り組むとともに，今回，新たに２つの重点施策を掲げ，より積

極的・優先的な取組を進めることとしました。

　1つ目は，「スポーツ健幸日本一を目指したまちづくり」です。

　本市は，平成 19 年にスポーツ健康都市宣言を行っておりまして，来年度に 10 年

の節目を迎える中，これまでスポーツ施設を充実させてきており，また，流通経済大

学の運動部の活躍など，スポーツが盛んなまちという市の特徴があります。

　また，国体やオリンピックなどの開催を控え，今後ますますスポーツへの関心が高

まることが予想されることや，高齢化社会への対応が迫られる中，健康寿命の伸長が

望まれるというような現在の社会動向を踏まえまして，「スポーツ健幸日本一を目指

したまちづくり」を掲げ，本市のスポーツ環境を活かした健康づくりを推進し，市民

が生涯にわたり健やかで幸せな生活を送れるようなまちづくりを進めようとするもの

です。
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　2つ目は，「防災・減災日本一を目指したまちづくり」です。

　これまでも本市では，災害に対する備えをあらゆる面で強化してきたところですが，

最近でも熊本で大地震があり，昨年は常総市で水害が発生するなど，近年，日本各地

で頻発している大規模な災害を教訓として，これまで以上に市民一人一人の防災・減

災の意識を高めていくことなどを主眼とし，いつ発生するか分からない災害に対処で

きるよう「防災・減災日本一を目指したまちづくり」を進めようとするものです。

　また，7ページの一番下の段落を御覧いただきたいのですが，ただいま御説明しま

した重点施策とともに，新たに「教育」と「にぎわい」に関してコンセプトを設け，

まちづくりに取り組むこととしております。

　8ページを御覧ください。

　まず，1つ目のコンセプトとして，（仮）という形にしておりますが，「わんぱ

く・おてんばが大好きなまちづくり」を掲げております。

　教育に関しては，もちろん，義務教育の充実や学力の向上は重要課題であり，次期

計画においても基本目標に位置付け，積極的に取り組むところですが，それに加えま

して，本市の豊かな自然，充実した公園施設やスポーツ環境の中で，子どもたちが野

外活動やスポーツに親しみ，様々な実体験を通して，成長することを願うとともに，

家庭，学校，地域などが連携・協力し，子どもたちを健全に「大人に育てる」まちづ

くりに取り組んでいこうとするものです。

　2つ目のコンセプトは，「にぎわいを感じるまちづくり」です。

　にぎわいを創出する根源は人であり，本市に人を呼び込み，さらには定住を促進す

ることがポイントであるとの考えから，龍ケ崎市駅への改称，道の駅の設置，シティ

プロモーション活動の展開などによる認知度向上の取組をスタートとして，通えるま

ちづくりの推進や，企業の立地促進，創業・企業支援，地域資源のブランド化などに

より，移住・定住促進に努めていこうとするものです。

　なお，この2つのコンセプトに関しては，多くの分野にまたがるため，次期計画の

基本目標などに様々な形で反映することとしました。

　続いて，9ページを御覧ください。

　ここでは，重点戦略を5つ定めております。

　まず，重点戦略1ですが，若い世代の希望の実現「若者・子育て世代の定住環境の

創出」を掲げております。

　こちらは，今後，少子化と人口減少が更に進むと予測される中，子育てしやすい環

境づくりと住んでみたいと感じる魅力あるまちづくりで，若者・子育て世代の希望を

かなえ，定住人口の増加を図るものです。

　続いて，重点戦略2ですが，教育環境の向上「まちづくりを担う人づくり」を掲げ

ております。

　こちらは，まちづくりを担うのは人であり，人づくりがまちづくりの基本と捉えま

して，「教育は人づくり」との観点から，子どもから大人までの幅広い年齢層に対応

した教育環境の向上に取り組んでいこうとするもので，現在策定を進めている教育大

綱の内容を反映した内容となっております。

　続いて，重点戦略3ですが，地域活性化「まちの活性化と認知度向上」を掲げてお

ります。

　こちらは，豊富な知識・経験を持つ市民と意欲あふれる市民活動団体などの力，そ

して，豊かな自然，農業や商工業，歴史・文化，流通経済大学などの多くの地域資源

龍ケ崎市 総合政策部 企画課　　P 5/19



を活かしたまちづくりを展開することで，まちの活性化と認知度向上を図るものです。

　続いて，重点戦略4ですが，地域力の向上「安全・安心で住みよい環境づくり」を

掲げております。

　こちらは，安全・安心の確保と住みよい環境づくりは，まちづくりの基本的要素と

捉えまして，防災・減災のまちづくりと，本市のスポーツ環境を生かした市民の健康

づくりを推進するほか，誰もが安全・安心で快適に住み続けられるよう，様々な観点

から地域力の向上を図るものです。

　続いて，重点戦略5ですが，持続可能な行財政運営「将来につながる基盤づくり」

を掲げております。

　こちらは，本計画に位置付けました政策を確実に実行していくため，ヒト・モノ・

カネなどの経営資源を効率的に活用し，将来にわたって持続可能な経営基盤の構築を

目指すものです。

　続いて， 10 ページを御覧ください。

　こちらは，計画の体系図となっております。

　ただいま御説明しました重点戦略に沿って，御覧のとおり 13 の基本目標を定めて

おります。また，基本目標を実現するための具体策として，それぞれ基本施策を定め

ることとしております。

　また，先ほども御説明しましたが，基本目標 1 の「子育て環境日本一を目指したま

ちづくり」，基本目標 7 の「市民活動日本一を目指したまちづくり」，基本目標 10

の「防災・減災日本一を目指したまちづくり」，基本目標 12 の「スポーツ健幸日本

一を目指したまちづくり」につきましては，重点施策と位置付け，重点的に取り組ん

でいくこととしております。

苦瀬会長 　すみません。この後も説明が続くのでしょうが，ここまでの所で一旦区切って，皆

さんから御意見を頂くということでよろしいでしょうか。

　では， 10 ページまでのところで何か質問はございますか。 

　確認のために聞かせてください。

　 10 ページに体系図があります。 << 目指していくまちの姿 >> 「人が元気　まち

も元気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」の所です。これは分かりました。 

　それから，重点戦略というものが9ページから出てきます。重点戦略は5つあると

いうことでよいですね。 

　しかし，そこから先が分からなくなってしまいました。何が分からないかというと，

基本目標と重点施策と基本施策の違い，関係です。そこを整理したいと思いました。

　具体的に申し上げると，7ページで重点施策が出てきます。「人が元気　まちも元

気　自慢したくなるふるさと　龍ケ崎」を実現するために，前計画の「市民活動日本

一を目指したまちづくり」と「子育て環境日本一を目指したまちづくり」という2つ

の重点施策があるということですよね。 そして，そこに新たな重点施策が 2つ加わ

った。 ということは，私は重点施策は 4つであると理解したのですが，それでよろ

しいのでしょうか。

　私の読み方だとその4つというのが， 10 ページの基本目標①の「子育て環境日本

一を目指したまちづくり」と⑦の「市民活動日本一を目指したまちづくり」，そして，

 ⑩の「防災・減災日本一を目指したまちづくり」と⑫の「スポーツ健幸日本一を目指

したまちづくり」。これで4つ出てきました。

　そうすると，基本目標と重点施策は何が違うのですか。 13 の目標がありますが，
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他の目標は重点ではなく，これをやらないということなのですか。そうではありませ

んよね。

　それでは，なぜ重点目標と言わないのですか。なぜこれが施策になるのですか。そ

れが分からなくなってしまっているのですよ。 

　まず，基本施策と重点施策の関係を教えてください。基本のほうが大きいのですか。

それとも重点のほうが重たいのですか。例えば，基本施策がいくつかあるけれども，

その中で重点的にこれをやるということですか。 

　重点施策の中，そして，重点施策ではないところでも基本施策が出てきますが，こ

れらを同じものであるように捉えてしまいます。

　単純な言葉遣いの議論なので，後で整理してくださればよいのですけど，お話を聞

いていて 10 ページで今，思考が止まってしまっています。

事務局 　まず基本目標の 13 の項目があって，その中に重点施策が4つあります。この重点

施策4つというのは重要な施策なのですが，特に市のカラーを出していく，独自の施

策を打ち出していくような特色を持った施策がこの4つです。市内外にアピールして

いく施策として，取り上げたというような形です。 

苦瀬会長 　言葉尻を捕らえるようで申し訳ないのですが，重点戦略として5つ挙げたのに，2

番目は重点施策に入らないというように聞こえてしまいます。 

事務局 　確かに，言葉の遣い方，施策の表現の仕方があまり良くないので，その辺は少し修

正する必要があると思います。 

　 7ページを御覧になっていただくと分かるのですが，「目指していくまちの姿」と

いうキャッチフレーズがあり，その説明で急になお書きで重点施策を新たに2つ加え

るという説明が出てきてしまっていて，実は重点戦略の説明がありません。

　そして，9ページでいきなり重点戦略の話になってしまうものですから，関係性が

非常に分かりづらくなっていると思います。 

　併せまして，言葉遣いについても，施策と目標など，整理が不十分であると思いま

すので，特にこの7ページの「第2　目指していくまちの姿」以降のところで再整理

させていただければと思います。 

　また，その基本施策という一番下のレベルで書かれているものについては，従来の

総合計画とは違い，このふるさと龍ケ崎戦略プランについては総花的なものではなく

て限定的，特にこれはというものを掲載していました。これらは基本施策といっても，

実は一つ一つの個別の施策なのです。総花的にやってはいないという意味合いを含め

て基本施策という表現を使ってたのですが，このように分かりづらいと思いますので，

再度整理をさせていただければと思います。 

苦瀬会長 　7ページの一番下から，「この重点施策とともに，新たに『教育』と『にぎわい』

に関して次のコンセプトによるまちづくりに取り組む」と始まりますが，このコンセ

プトは 10 ページのどこに入ってくるのですか。

　 いろいろな言葉を遣っていただくのは構いません。「わんぱく・おてんばが大好き

なまちづくり」も良いと思うし，「にぎわいを感じるまちづくり」も素敵だと思いま

す。それを駄目だと言っているのではなくて，どんどん新しい言葉が付け加わってく

るので混乱してしまっている感じがします。重点施策が出て，次にコンセプトが出て，

そして次は取り組み方が出てきて，次はアイデアが出てきてと，どんどん出てくる可

能性がある。それが少し心配です。悪くはないのですが。 
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　例えば，「わんぱく・おてんばが大好きなまちづくり」が，実は②の教育環境向上

のサブタイトルですと表現する。そうすれば，私にとっては分かりやすくなります。

そこをうまく整理をしていただけませんか。 

　結局，この2つのコンセプトが多くの分野にまたがり，様々な形で反映するという

ことが我々には分かりづらく見えてしまうのではないかと少し気になりました。 

石﨑委員 　おそらくこれはキャッチコピー的に使われているのだろうと思います。特に，先ほ

どから問題になっている重点施策には必ず日本一と付いているのですが，これを真面

目に捉えると少し現実離れしたイメージを持ってしまいます。 

　これはもうキャッチコピーとして意気込みを表しているという意味合いなのでしょ

うか。背景をお聞きかせいただきたい。 

事務局 　おっしゃるとおり，意気込みを表しています。重点施策は2つでは足りない，4本

は欲しいということがありまして，このようになりました。 

大山副会長 　重点施策について意気込みということで訴えているのであれば，例えば，この基本

目標の並びも並列に置かずに重点施策は完全に段を上げて表示するなど，最初からア

ピールしてしまったほうがよろしいと思います。

事務局 　先ほど申し上げた通り，7ページ以降で全体の体系の説明が不足していると思いま

す。言葉の遣い方が統一されていないということもありますので，ただいまの御意見

を踏まえまして，この辺については再度修正をさせていただければと思います。 

　先ほどの日本一シリーズの話に関してなのですが，実は現行の戦略プランを作った

際に市民の皆さんのワークショップの中で特色ある事業を龍ケ崎として打ち出すべき

だという議論が出ました。

　少子高齢化を見据えた形で「子育て環境日本一」，また，同じく少子高齢化，特に

高齢化社会を見据えた形で，地域の声を上げていかなければならないということで

「市民活動日本一」の2つが打ち出されたと聞いております。

　今回，第2次プランでは，社会環境・情勢が全く同じですので，その思い，考えを

引き継いでいかなければならないということで残しました。 

　併せて，急激な人口の減少ということが現実味を帯びてきているということ，一方

で，高齢化率が高くなってきている，高齢層の絶対数が多くなっている中で，健康寿

命の伸長が一番の関心事であるという思いがございました。

　ここ龍ケ崎市の場合は，ご存知の通り流通経済大学があり，特に流通経済大学にお

いてはスポーツが盛んであるということで，日常的に市と大学の関係の中で各種取り

組みがなされています。平成 19 年にスポーツ健康都市宣言として 29 年，来年の4

月でちょうど 10 年の節目を迎えることもあり，スポーツを切り口にして，その健康

寿命をいかに延ばしていくかという取組を全市的に強力に進めていきたいという意気

込みを表しています。

　それから，「防災・減災日本一」については，平成 23 年の東日本大震災以降，龍

ケ崎市では専属専任の危機管理監を置いて，さまざまな防災・減災活動の取組をして

参りました。それについては，龍ケ崎市と同程度の団体の中では，相当前向き，先進

的な取組をやってきたという自負があります。

　しかし，一方で，防災・減災は公助の部分だけでは不足です。よって，自助，共助

の部分をさらに進めていかなければならない。そういうことをトータルで進めていき，

いざという時に備えることをきちんと市民の皆さんと共有してやっていくためには，

龍ケ崎市 総合政策部 企画課　　P 8/19



このような旗を立てなければならないということで，この4つ目の柱を建てようとな

りました。

　熊本で大きな地震があった関係で，それと関連付けて考える方もいらっしゃるかも

しれませんが，以前からこれについては検討していたもので，偶然このタイミングに

なってしまったということを御理解いただければと思います。

苦瀬会長 　私も熊本地震では土木学会の調査団で物流の担当をやっておりますし，青森県で今2

年間掛けて防災の対策を一緒に立てているので，防災のことはとても重要だと思って

います。 

　ただ，一つ一つは非常によく分かるのですが，全体を見た時に重点戦略が5つある

のだけど，重点施策は4つで，重点戦略のうち2つは重点施策がないように見えてし

まう。そうすると，なんのための重点戦略だったのかと，そんなものは重点の戦略で

はないと揚げ足を取られると少しまずいなと。だから，その辺をうまく整理しなけれ

ばならないと感じました。その辺はぜひお願いいたします。 

　他に何かございますでしょうか。

　すみません，私が止めてしまって申し訳ございませんでした。

　 11 ページ以降は，今度は重点戦略，基本目標そして基本施策という， 10 ページ

の表のそれぞれの施策，例えば， 11 ページの「子どもと住みたい龍ケ崎」の実現と

いう施策に関して，どのような指標・指数がいるかという議論になると思います。こ

こから再開していただけますか。 

事務局 　それでは 11 ページ以降の御説明をさせていただきたいと思います。

　 11 ページから 12 ページまでが基本目標 1 となっております。重点施策と位置付

けている「子育て環境日本一を目指したまちづくり」をこちらで掲げております。

　こちらの概要ですが，本市の合計特殊出生率が国や茨城県と比較すると低い水準で

推移しているという現状を踏まえまして，若い世代が安心して結婚し，子どもを産み，

育てられるよう，子育てしやすい環境の整備，それから，出会いから結婚，妊娠，出

産，子育てなど各ライフスタイルに応じた支援を展開することで子育て環境日本一を

目指したまちづくりを推進するというような内容となっております。

　なお，数値目標及びＫＰＩにつきましては，本市の合計特殊出生率や待機児童数の

ほか，子育て環境と子育て支援の状況，それに対する支援の評価を見る指標などを設

定しております。 

　続きまして， 13 ページから 15 ページまでが基本目標 2 となっております。ここ

では「住んでみたいと感じるまちづくり」を掲げております。

　こちらは 20 歳代前半の年代が就職などによりまして大幅な転出超過となっている

現状を踏まえまして，市内から都心へのアクセス性の向上などによる通えるまちづく

りを進めることや，特色ある教育環境の構築や生涯学習・生涯スポーツの推進などに

より，住んでみたいと感じるまちづくりを進めるものです。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，人口の移動数などのほか，それぞれ交通環境，

教育環境，環境問題に対する市の状況，そういうものに対する市民の評価など，定住

促進に関連する指標を設定しております。 

　続きまして， 16 ページから 17 ページまでが基本目標 3 となっております。「人

口減少社会に対応したまちづくり」となっております。

　こちらにつきましては，竜ケ崎駅北地区の土地の高度利用，それから佐貫駅周辺地
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域の整備のほか，まちなか再生など，にぎわいや交流の拠点を形成することで，交流

人口の増加と定住促進を図るとともに，公共施設の縮充や多極ネットワーク型コンパ

クトシティーの推進などにより，人口減少社会に的確に対応するためのまちづくりを

進めようとするものです。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，住み心地やにぎわいに関する市民の評価のほ

か，公共施設の総量削減の状況を見る指標などを設定しております。 

　続きまして， 18 ページから 19 ページまでは基本目標 4 となっております。「龍

の子の生きる力を育むまちづくり」を掲げております。

　こちらにつきましては，少子高齢化や人口減少の進行による社会の変化に柔軟かつ

弾力的に対応していけるよう，子どもたちの生きる力を育むため，知・徳・体のバラ

ンスのとれた教育の推進や，自主性や社会性を育む環境の整備など，義務教育の充実

を図るものです。

　数値目標につきましては，義務教育に関する市民の評価を見る指標の設定をしてお

ります。ＫＰＩにつきましては，現在，教育大綱の策定を進めているところでありま

すので，その検討状況と併せて具体的な事業の検討の方を進め，整備をして参りたい

と考えております。 

　続いて， 20 ページから 21 ページが基本目標 5 となっております。「子どもの健

やかな成長と自立心を育むまちづくり」を掲げております。

　こちらにつきましては，家庭環境の充実に向けて支援を行うとともに，子どもたち

が安全安心な環境と地域のつながりの中で健やかに成長し，自立心が育まれるような

まちづくりを進めるとともに，幼児教育の充実にも取り組んでいこうとするものです。

　数値目標につきましては，子どもの健全育成や幼児教育に関する市民の評価を見る

指標の設定をしております。ＫＰＩにつきましては，基本目標 4 と同様に今後，具体

的に事業の検討を進めながら整理をして参ります。 

　続いて， 22 ページから 23 ページまでが基本目標 6 となります。「生涯にわたり

学び，文化やスポーツに親しめるまちづくり」を掲げております。

　こちらは市民一人ひとりが生きがいを持ち，心豊かで健康な人生を送ることができ

るよう環境整備を図ることで，「個」の充実を「まち」の充実につなげていこうとす

るものです。具体的には子どもから大人まで各年齢に対応した生涯学習環境を充実さ

せるとともに，文化芸術の振興を図るものです。また，文化財の保存・活用を進め，

次世代に継承していくとともに，市民の地域に対する自信や誇りの醸成を図ります。

さらには，市民誰もがスポーツを通じて健全な心身を養い，楽しく健やかな生活を送

れるよう，生涯を通じてスポーツに親しむ環境を整備していこうとするものです。

　数値目標につきましては，生きがいづくりや趣味を楽しむ環境，芸術や文化に触れ

親しむ環境，スポーツに親しむ環境などに関する市民の評価を見る指標の設定をして

おります。こちらのＫＰＩにつきましても，今後の検討の中で整理をしてまいります。

　次に 24 ページから 25 ページが基本目標 7 となります。「市民活動日本一を目指

したまちづくり」を掲げております。

　こちらは市民一人ひとりがまちづくりの担い手として意識を持って行動し，活発な

市民活動を展開することによってまちの活性化を図っていこうとするものです。その

ために市民と行政の情報共有や，まちづくりへの市民参加を促進しながら，協働のま

ちづくりを進めることなどによる市民活動日本一を目指したまちづくりを推進するも

のです。
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　数値目標及びＫＰＩにつきましては，市民活動の進捗に対する指標や，市民との協

働の取組状況や，市民参加に関する市民の評価を見る指標のほか，市役所の情報発信

の状況や市民の評価を見る指標などの設定をしております。 

　次に， 26 ページから 27 ページまでが基本目標 8 となっております。「地域の潜

在力を活かした仕事とにぎわいを創出するまちづくり」を掲げております。

　こちらは既存企業の支援，企業の立地促進や起業・創業支援などによる地域産業の

維持・強化と，経済の活性化を図るとともに，若者・女性・アクティブシニア層のス

キルアップ支援や雇用の場の創出を図るものです。また，自然環境，歴史・伝統や農

産品などの地域資源の魅力の向上と効果的な情報発信による認知度向上とイメージア

ップを図り，地域のにぎわいを創出していこうとするものです。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，就職者数や立地促進のための支援企業数のほ

か，市民の本市への愛着や認知度に関する指標の設定をしております。 

　次に， 28 ページから 29 ページまでが基本目標 9 となっております。大学と連携

した特色あるまちづくりを掲げております。

　こちらは現行計画に引き続き，流通経済大学と連携したまちづくりを進めようとす

るものです。龍・流連携事業や大学情報の積極的な情報発信による認知度向上や，市

民大学講座の充実，企業等も交えた連携体制の充実など，まちと大学の双方の活性化

につながるような連携体制を今後も充実させていこうとするものです。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，龍・流連携事業の市民への広がりや，大学と

市民との交流状況を見る指標などを設定しております。

　次に， 30 ページから 31 ページまでが基本目標 10 となります。「防災・減災日

本一を目指したまちづくり」を掲げております。

　これまでも本市では災害に対する備えを強化してきましたが，今後も継続して防災

基盤の充実を図るとともに，消防団を中核として地域における防災体制の充実を図る

ほか，市民一人ひとりの防災意識の高揚を図るなど，自助，共助，公助のバランスの

取れた取組を進めることで，防災・減災日本一を目指したまちづくりを推進するもの

です。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，今後具体的な事業を検討する中でさらに整理

を図って参りたいと考えておりますが，現時点におきましては，地域における防災活

動の取組状況や自然災害対策に関する市民の評価を見る指標などの設定をしておりま

す。 

　次に， 32 ページから 33 ページまでが基本目標 11 となっております。「地域が

つながる，安全・安心なまちづくり」を掲げております。

　こちらは人口減少や少子高齢化が一定程度進行することが避けられない現状におい

て，地域の住民が互いに支え合い，安全・安心に住み続けられるよう，地域の力を維

持・向上させようとするものです。具体的には，公共交通網の充実により，市民や各

地域からの移動の利便性を高めることで，地域間で機能を補完し合うことや，地域コ

ミュニティーの活性化により人と人とのつながりを生かした地域づくりを進めるほか，

地域防犯活動の充実や空き家等の適正管理により，安全・安心のまちづくりを進める

ものです。

　数値目標及びＫＰＩにつきましては，地域での交流，コミュニティ活動に関する市

民の評価を見る指標のほか，防犯活動や地域の安全・安心の状況や市民の評価を見る

指標などを設定しております。 
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　次に， 34 ページから 35 ページまでが基本目標 12 となります。「スポーツ健幸

日本一を目指したまちづくり」を掲げております。

　先ほども御説明したように，本市では，平成 19 年にスポーツ健康都市宣言を行い，

これまでスポーツの振興や発展に努めてきました。高齢化社会の進行とともに，生涯

にわたる健康維持が大きな関心事となる中，本市もスポーツ環境を生かした市民の健

康づくりなどをより一層推進するとともに，高齢者が「健幸」な長寿社会を目指すな

ど，市民が生涯にわたり健やかで，幸せな生活が送ることができるよう，「スポーツ

健幸日本一を目指したまちづくり」を進めるものです。

　数値目標につきましては，スポーツ環境や健康づくりに関する市民の評価を見る指

標を設定しております。基本施策（1）のスポーツ環境を活かした健康づくりの推進

に関するＫＰＩについては，今後具体的に事業の検討を進める中で整理をしていきた

いと考えております。また，基本施策の（2）の高齢者の「健幸」力の向上におきま

しては，介護を必要としない高齢者の割合や，生きがいづくりの環境に関する市民の

評価を見る指標の設定をしております。 

　次に， 36 ページから 37 ページまでが基本目標の 13 となります。「健全で効率

的な行財政運営の推進」を掲げております。

　こちらは本計画に位置付けた政策の実行を担保するための行財政改革の取組となり

ます。具体的には，市民ニーズの多様化や需要増に対応できる人材の育成と確保，有

効活用の観点による公共施設の効率的な管理運営などに加えまして，財政健全化に努

めていくことで，将来を展望した経営的な視点による，健全で効率的な行財政運営を

推進するものです。

　数値目標に関しましては，具体的な事業の検討と併せ，整理してまいりたいと考え

ております。基本施策とＫＰＩにつきましては，市役所の仕事ぶりに関する市民の評

価を見る指標や，財政運営の基本指針等に関する条例に基づき定めます，財政の目標

に関する指標のほか，民間活力の導入状況を見る指標を設定しております。 

　以上が（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン素案の全体像となります。今後，

このたたき台を基に具体的な事業や成果指標の検討を行いながら，素案として整理を

図って参りたいと考えております。 

　説明の方は以上になります。 

苦瀬会長 　ありがとうございました。 

　それでは，それぞれの目標に関して何か御意見がございましたら，どこからでも結

構です。1番目，2番目と区切ると少し大変だと思いますから。どこでもお気付きの

点で御指摘いただければありがたいと思います。 

　それでは最初，皮切りで御意見が出ないのであれば。 

　いくつか感じたことがあります。この基本的な方向性についてなのですが，市がで

きる話と市ができない話が分けられていない。その辺が少し気になっています。例え

ば， 13 ページの住んでみたいと感じるまちづくりで，「快適な住環境を維持しつ

つ」というのは市が頑張れると思います。しかし，「市内から都心へのアクセス性の

向上により」というのはおそらく，市が向上するわけではないでしょう。上野東京ラ

インができたとはいえ，これは市が向上したとは言えないと思います。つまり，自分

たちが頑張った結果が数値目標やＫＰＩに関係するというものと，そうではないので

はというものがあるような気がするというのが1つ。

　それから，2つ目は方向性の内容と指標がうまく合っているのかということです。
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これはおそらく今日いろいろな議論になると思います。

　コミュニティバスの利便性を上げるというものがありましたが，地域内，例えば 32

ページで，市内各地域間の利便性を高めるといって，それの指標はコミュニティバス

の年間利用者だと。それは利便性と関係あるのでしょうか。1時間に走る本数が増え

るということが利便性が高まったことになります。しかし，利便性は高めたけど，利

用者は増えないということだってあるかもしれませんが。内容と指標の関係に対して

気になるところがいくつかあったということが私の勝手な感想です。

　いかがでしょう。 

久保田氏 　計画自体は総合的な計画という理解でいいですよね。 

　例えば，商工業者への支援や，中心市街地なのか分かりませんが，そういったとこ

ろの「にぎわい」が強調されていますが，具体性がないと感じました。 

　あと，先生が内容と指標について指摘されていましたけど，細かく見ていくと，指

標と主な事業との関連についてもいくつか指摘できると思います。

　例えば， 12 ページなんですけど，指標に年間の出生数とあって，出会いのサポー

トの充実と主な事業の例として書いてあるんですけど，少し遠いと一瞬思ったところ

はありまして。 

　あとは施策としてその前段の「子どもと住みたい龍ケ崎」ということで保育環境の

充実が前段入っていて，後ろに出会い，結婚，妊娠から各ステージの支援があります

が，個人的な感覚では，保育が後ろの (2)に近いのかなと思います。そこらへんはい

ろいろ整理していく中でブラッシュアップされてくのかなと思ってます。 

　自分でも気づいた点があれば追ってまた御提供させていただきたいと思います。以

上です。 

苦瀬会長 　では，もう少し私が気付いたことを。

　コンパクトだけど開発するとありますが，目標間で言っていることに矛盾がないか

どうかのチェックはいずれしたほうがいいかもしれません。

大山副会長 　目標や重点施策の並び順の関係で，ひょっとしたら類似性があり，それを並びかえ

ることによって，施策の方針，方向も変わってくるのではないかと思いました。 

　重点戦略④の地域力の向上にある「スポーツ健幸日本一を目指したまちづくり」が，

一部重点戦略②の教育環境の向上の「生涯にわたり学び，文化やスポーツに親しめる

まちづくり」と一部，類似性が出そうなので，これは目標を隣り合わせしてもう一度

施策検討してみると，また新たな展開が見えたりするのではないかと思います。

　また，基本目標①と⑤の「子育て環境日本一を目指したまちづくり」と「子どもの

健やかな成長と自立心を育むまちづくり」は，特に似たようなところが出てくるので

はないでしょうか。並べてもう一度見てみると，何か気が付くことが出そうな感じが

します。 

苦瀬会長 　私からもう一つよろしいでしょうか。

　まず，私が気にしているのは， 10 ページの基本目標が，⑬の「健全で効率的な行

財政運営の推進」を除いて，全部語尾が「まちづくり」だということです。それが龍

ケ崎市の方向であるのであれば，それはそれで否定するものではありません。ただ，

基本的方向性というところも「まちづくり」という言葉がたくさん出てきていて，そ

こが気になります。

　実は今度，日本計画行政学会というところの副会長になるのですが，そこで私は昔
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「まちづくり」とは何かということを書いたことがあります。

　例えば，下水を引くのもまちづくりだし，お祭りをやるのもまちづくりで，「まち

づくり」といっていればだいたい雰囲気が分かるので誰も反対しません。だから行政

としては非常に使いやすい言葉なんだけれども，じゃあ具体的に何なのかというと，

ものすごく難しいのです。

　例えば，「子育て環境日本一を目指した保育制度と施設の充実」と書いたらいいの

だけど，おそらくそういうふうには書かないほうがいいのでしょう。それで，そうい

うふうに直すとたくさん直すところが出てきてしまいます。

　だから，それをあえて「まちづくり」という言葉にしておいたほうが，実は誰も抵

抗がないし，雰囲気として柔らかい。偏った意見では，都市計画とか都市づくりとい

うと行政のものだけど，まちづくりは市民がやるからみたいな雰囲気になって，それ

でみんなが受け入れられる。そういう効果がすごくあるんだけれども，逆に言うと何

をやるのかという。 

　そういう意味で，少し心配をしているということを申し上げておきたいところです。

これをやめてしまえと言っている訳ではなくて，そうしないとですね，どこでも全部

最後に「まちづくり」で市民のための健康なまちづくりをします，防災のまちづくり

をしますとみんなまちづくりになってしまうということが，私は少し気になりました。

　以上です。 

田賀委員 　私もこの文章を読んでいると，すごく良い方向に受け止めます。だけど，一体これ

で本当にできるのか，それから何をやるのかがわからない。要するに，きれいごとで

終わってしまうのではないかという心配が強いです。

　例えば，出生率を1.3のところから，2.1 に上げるってものすごいことだと思いま

すが，本当に人が増えて子どもたちが増えるようなまちにするために，何を良くすれ

ばよいのかと考えたときに，環境を良くする，又は人が龍ケ崎を良いと思うようにす

るなど，方法はいろいろあります。しかし，このプランでは本当にこれを実現するた

めにできることとできないことを分けず，そこをなんとなくきれいごとで書いていて，

なんとなく立派な計画ができました，これに期待しましょうとみんなが言って，本当

にやり始めると，では何ができるのかと疑問を抱くのではないかと感じます。

　地域団体で何かやろうとすると，本当にできることとできないこと，やっても効果

ないことは分かってくるのだけど，こういう計画書を作ると，とにかく書いてみんな

に方向を示すことはできても，具体案が非常に示しにくいからバラ色にしてあるとい

うか。

　このような表現になって申しわけありません。こういう計画で市民に提示をすると

いうやり方を今までしているのだとすると，これ以外に方法がないのかもしれません

が。

　施策でこれを1発やるというとお金がかかる，住民の反対の意見も必ず出てくるも

のもあるだろう，だから，みんなが喜ぶようにバラ色に見せるように書くしかないと

いう事情があるのかもしれませんが。

　立派な計画ですばらしい，頭を使わないとこれだけの表現はできないと思います。

でも，これが本当にみんなに理解されて動くのかという疑問を持ちます。

石﨑委員 　私は割り切って考えていまして，これはあくまでも戦略プランで方向性を示すもの

としての道しるべと捉えています。この下には必ずこれを具現化するためにアクショ
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ンプランが必ずついてきて，それは明確に誰がどんな施策を打つかというところを明

確にしたものが紐付くことが前提なのだろうと思っています。その辺が検討されてく

ると，もう少し具体的になってくると思うのですが，その見通し，これからどのよう

な計画があるのか，その辺をお聞きしたいです。 

事務局 　おっしゃるとおりで，これはまちづくりの基本方向を示す道しるべ的なものです。

具体的な事業というのは毎年，この下に中期事業計画といいまして，各所管課から具

体的な事業が上がってきます。それが，この 10 ページで言えば基本施策の下に位置

付けされるものでございまして，今回のこの最上位計画についてはこの基本施策まで

をこの計画に位置付けております。ですので，今おっしゃられたようなきれいごとに

見えてしまうというふうに考えています。 

苦瀬会長 　ありがとうございます。 

　致し方ない面があることは私も理解しています。

　例えば，東京の下町のある区のお手伝いをしておりますが，そこは水辺に親しむた

めに船を使って何かをしようと書いてあります。だけど，その区はもうやめてるので

すよね。毎年何億円か赤字出すから。だけど，皆さん方はやれというわけです。分か

りました，では区で一人当たり税金が500円くらいずつ上がりますがいいですかとい

うとみんな嫌だとなるのです。しかし，相変わらず「水辺のまちづくり」は残るので

す。

　まあ，そういうものなんだろうという感じはしますけどね。それは割り切っていか

ないといけないのかもしれませんね。 

　他にいかがですか。どうぞ。 

石﨑委員 　転出者を 20 ％削減し，転入者 20 ％増加させる，また，子どもの出生率も上げる

という目標に関するさまざまな施策の根本になってくるのは，やはり仕事づくりが非

常に大きいのではないかと思います。

　しかし， 26 ページの基本目標 8 のように仕事と言いながら後ろにまちづくりがく

っつくと，仕事づくりという非常に重要な部分がぼやけてしまう気がするので，その

辺をもう少し明確に打ち出したほうがいいのではという印象を持ちました。 

苦瀬会長 　表現で致し方ない面があるのだろうとは思うので，それはそれで受け入れるという

ことで問題ないと思います。

　しかし，一度頭の訓練というか，思考の訓練ということで，このまちづくりを外し

て別の言葉にだったら何が入るかを考えてからまた戻してもいいかもしれません。そ

れは「まちづくり」を使ってはいけないと言っているわけではなくて，これは本当は

何を言いたかったのだろうと想像する。

　例えば，地域のにぎわいを創出するまちづくりというのは，地域のにぎわいを創出

する大型スーパーを呼ぶというふうに読むのかなとか。要するにこれはどういうこと

なんだろうかと考えてみるのもいいかと思います。 

田賀委員 　シャッター通りになっている旧市街の活性化をしないといけないような気がします。

旧市街を活性化するためにいろいろなことを，まいんコロッケをやっているのもそう

かもしれませんが，あそこで何かできることがないかと。大型店舗よりはそこに人が

集まるようにしようということですよね。 

　では何ができるかと考えた時に，仕事がないと人が来ない。だから，遊びでは駄目
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なのではないかと。

　要するに，観光地化という目標があるのだけど，みんなに来てもらうことは一時的

なもので終わってしまうので，住みやすくして，永住してもらわないといけない。し

かし，そこで仕事ができないと，あるいはそこから仕事に行けるような状況を作らな

いといられなくなってしまう。そういう理由で，遊びで来るだけじゃ駄目だなという

ことです。 

苦瀬会長 　そうですね。 

　他にいかがでしょうか。大熊さんいかがですか。 

大熊委員 　わんぱく・おてんばが大好きなまちづくりの中で，一番下に「家庭，学校，地域な

どが連携・協力し，子どもたちを健全に『大人に育てる』まちづくり」というのがあ

りますが，かぎ括弧を「健全に」の前に持ってくるほうがよいのではと思います。そ

うすると，子どもが健全に育っていくというような意味合いが強くなるのかなと考え

ました。 

苦瀬会長 　穴田さんいかかですか。

穴田氏 　今日突然，本田の方が都合で来れないということで，資料の方もこちらに伺ってか

ら目を通させていただいたので，今先に皆様がいろいろ意見を言ってくださった中で，

私もそれぞれなるほどという形で今共感させていただいて，ちょっと拝見している次

第なので，今のところ私の方からはここはっていうの正直ありません。申し訳ござい

ませんが。

川村副市長 　「まちづくり」という形でまとめてありますけども，今までの行政の設計書という

ような，行政が仕事をしているようなイメージでつくった総合計画から変えて，第1

次戦略プランからこれを市民のみんなの計画にしていこうと。

　それで，行政や市民，団体，企業それぞれに役割があるみんなの計画にしていこう，

市民力を活かしていこうということがあって，こういう柔らかい表現でまちづくりと

いう形にしました。

　あと，たぶん分かりづらいのは，先ほど言われた具体的な事業ですね。アクション

プランから作り上げていくと分かりやすいのですが，これは目標から説明しているの

で，分かりづらい部分があると思います。

　ただ，市民に説明していくためには，やはりそういう具体的な事業を例示しながら

説明し，理解していただくというようなことが必要だと思います。そういう説明をし

ないと分かりにくいという気がしました。そのようにしていきたいと思ってます。 

苦瀬会長 　おっしゃるとおりで， 11 ページから具体的には待機児童数を減らすとか，利用者

の割合を増やすと書いてあるから，それを通じてまちづくりができるんだとこういう

理解をしていけばいいのだろうと思うので，それはそれで受け入れられる範囲だろう

と思います。 

　次に感じたのが，防災あたりがもう少しあってもいいのかなと思いました。

　例えば，耐震化率はどうなってるのかとか。それから，これから関東で地震が起き

たときに最大の問題は備蓄ですよね。家庭内の備蓄がどれだけあるかとか。

　例えば，龍ケ崎に住んでいる全部の家庭は1週間分をみんな持ってるから，1週間

物が来なくても大丈夫だということになるとすごい防災日本一ですよね。そういうよ

うなこともあってもいいのかなというふうに思いまして。これは今後，皆さん方に御
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注意御指摘いただいて。 

大山副会長 　今ちょうど防災の話が出たんですけど，今回の九州での現地での情報の充実度とい

うのは，実際どのような状況だったか，どなたかもし，分かる方がいらっしゃれば。

　その辺が，やはり行政側としては重要ではないかなと思っているのですが。 

苦瀬会長 　明日土木学会で報告をしないといけないので，その資料を作っている真っ最中です。

　私の場合は物を，救援物資，緊急支援物資と言っていますが，地震が起きてからそ

れをどう届けるかを 3.11 が終わって半年後に，私と流通経済大学の矢野先生と，そ

れから，神戸の方の3人で議論して，国交省と作ってきました。それをずっとやって

きましたが，すごくうまくいったと感じています。

　我々が言ったのは物流事業者の能力を最大に活用することや，行政の人は物流のプ

ロではないという前提，それから災害時の協力協定の見直し，また，情報通信手段の

用意，物資の発注様式の統一とかですね，そういう非常に具体的なことをやりました。

　それから，物資の集積拠点をあらかじめ選定しておくことを呼びかけ，選定は終わ

っていました。

　あと，指定公共機関というのがありまして，前は日通だけが担当だったのですが，

他の会社にも広げました。

　それから，平成 25 年度にはですね，そういう物資拠点を開設するのに，事前準備

のハンドブックを作り，それから災害が起きたときのシミュレーション，訓練をして

おりました。自衛隊とも一緒にやったりしたんですね。ですから，比較的そういう意

味では慣れている人がいたと思います。

　実は，熊本県の物を溜める予定地だった体育館は全部潰れてしまったのですが， 14

日に最初の地震が9時何分に起きて， 14 日の夜にはもう政府と日通の話し合いが始

まってます。そのような早さで動いてますから，それはうまくいってるのだろうと思

います。 

　ただ問題は，市町村までは届いていても，そこから避難所に行くのが大変だと。東

日本の時は 2000 か所あったのですけど，今度は600か所ぐらい。指定避難場所が200

何十か所ぐらいだったのですが，それ以外に逃げているのですよね。満員でしようが

ないから指定外の場所にみんなで行こうということがあったのでしょう。それは致し

方がないことなんですけれども，指定した所は物が届くようにはなっているのだけれ

ど，指定していない所はどこにいるか分からないので届かないという状況がよくテレ

ビで報道されています。 

　ですから，そういうところを少し変えなければいけないということを今回の地震で

は思いました。ただ，いろいろ見ると，結構皆さんよく頑張ってくれているのではな

いかなという気がしてほっとしてます。

　東日本の時よりも今度は道路がだめなのでその分うまく届かないということはあり

ますけど，でも実際には，都市のほうからヘリコプターで持っていくなどいろんなこ

とをやっているので，随分物に関してはうまくいったのかなと，テレビの報道とは違

って，自分のひいき目かもしれませんが，そんなようなことを感じてます。 

　あと，私自身の専門から言うと，東京都の調査では飲料水と食糧を備蓄している家

庭は 65 ％なんですね。それしかなくて，それもだいたい3日分ぐらいだということ

です。仙台市が 77 ％かな。

　それで，ぜひ各家庭で1週間分ぐらいは持って欲しいと。各家庭でも職場でも持っ
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て欲しいということを国が随分言ってますね。理由は非常に簡単で，人間が被災して

から 72 時間は生きている可能性があるので， 72 時間に人命救助をせずに水を運ん

でいると大変なことになります。だから， 72 時間は物が来ないと思って欲しいとい

うのが我々の希望ですし，東日本のときも3日間は，自衛隊は救命しかしていません

から，4日目からやっと物を運ぶことを手伝うというくらいなので，ぜひ備蓄はして

欲しいという気はしています。 

田賀委員 　よろしいでしょうか。 

　今，市が防災計画をどのように作っているのかはよくわかりませんが，ハザードマ

ップのような龍ケ崎市全体の水害と地震に対する地盤の図面を各家庭に頂いた記憶が

あります。

　確か今，自主防災組織で小学校公民館には乾パンと飲み物が備蓄されていますが，

その辺のところを龍ケ崎市全体，それから地域のコミュニティでやらなければいけな

いことなど，防災に対する全体計画がもう少し明確にあるといいと思います。

　昨年度防災士の養成をやったことは，自分たちの地域ごとに危険箇所ハザードマッ

プを作り，何かあったときにどういう体制で，どう対応したらいいのかというのを作

っていけということだという解釈をしていますが，その辺のところも市民に分かるよ

うな龍ケ崎全体の防災計画みたいなものを住民に分かりやすく伝えていただけたらと

思います。

　自分たちでやること，家庭内の地震対策から始まって備蓄，それからいざという時

に弱者がどこにいて，どういう救助をしなければいけないのか，また，命を大切にす

るということを考えたときにどういう行動をすればよいかというような，防災に対す

ることを市民に知らせるものもあるといいと感じています。

　住んでいる場所から逃げ出すわけにはいかないけど，その場所は危険だという認識

がある場合，何をしなければいけないかという次の手段がわかるような計画が住民に

知らされてるといいと思っています。 

川村副市長 　今，実は避難行動マニュアルというものを市民向けに作っております。去年の常総

市の洪水の被害を受けて，今，利根川と小貝川の決壊を想定したハザードマップも作

り直しまして，今度は市民向けの避難行動マニュアルを作って市民の皆さんにお配り

すると。 

　また，防災訓練を身近な所で，地域を主体にやっていこうということで今年の6月

に北文間地区，川原代地区で実施するという考えでおります。 

　それと，地震のマニュアルを作っているのですが，市の大きな防災計画があります

けれども，各地域で，地区の防災計画を作って欲しいと要望をしておりますので，い

くつかモデル地区を作り，それがうまくいけば全体に波及すると思います。避難行動

や備蓄品がどこにあるという具体的な指示をするような，そういう市民の避難行動計

画を作るという目標で今考えてます。 

田賀委員 　ありがとうございます。 

　地域のコミュニティで防災・防犯委員会を持っている組織は増えてきていると思い

ますが，ただ避難訓練だけをやるのではなく，やはり本当に何か起きたときに，何が

できるかということをきちんと記述するような防災計画を地区ごとに作りたいと思っ

ています。

苦瀬会長 　震災があったときに僕は都市計画学会でも言っていたのですが，みなさん関東大震
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災の火事のイメージがあるので，最初の防災計画は避難を考えるのだけど，別に避難

しなくてもよいのではないかと。

　例えば，スイスは核シェルターを各戸，各家に1個ずつ設けなきゃいけないとなっ

ています。世界の大地震の4分の 1が日本で起きているのですけど，日本ではそんな

シェルターは1個もありません。

　だから，市役所，学校，体育館がシェルターであれば，学校に避難所を設置しなく

ても，そこに行けば自動的に備蓄するものがあって，自動的にそこは寝られると。自

分のマンションにいれば安全だったとか。

　学生に意見を聞くと，学校にいれば安全だったというような学校にしたいと言って

います。市で小学校とか中学校を強化するなど，学校はコミュニティの核だからそう

いう防災があってもいいと思います。いろいろな方法論があると思うので，ぜひ頑張

っていただければありがたい。

　時間よりも早いのですが，今回の（仮称）第2次ふるさと龍ケ崎戦略プランの素案

ということで，最初に私がちょっとかき回してしまってすみませんでした。

　 10 ページ前後に関して整理をできたらお願いしたいということ。それから， 11

ページ以降の指標がまだまだこれから候補が出てくると思いますので，基本的な方向

とうまくすり合わせるように，指標も選んでいってほしいという話があったように記

憶をしております。

　それ以外にはまた皆様方からここに御注意いただきたいと，アドバイスいただいた

と思いますので，その辺をくみ取っていただいて，またブラッシュアップしていただ

ければよいかなと思います。そんなようなところでよろしいでしょうか。

　それではちょっと予定よりも時間は早いのですが，一応意見が出尽くしたというこ

とだと理解いたしまして，このぐらいでよろしいでしょうか。その他ございますか。 

　最後に事務局よりお願いいたします。 

事務局 　次回の審議会についてですが，7月中旬頃に開催したいと考えております。 

　審議内容につきましては，本日頂いた御意見を踏まえまして，素案の方の検討，整

理を進めまして，次期最上位計画のパブリックコメント案という形でお示しをしまし

て，御協議をいただければと考えております。詳細につきましては，調整の上，改め

て御案内させていただきたいと思います。

　以上です。 

苦瀬会長 　委員の皆さまには，お忙しい中，お集まりいただきまして，ありがとうございまし

た。これをもちまして，本日の審議会を終了させていただきます。お疲れさまでした。

　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　長　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　　　　　　　

龍ケ崎市 総合政策部 企画課　　P 19/19


