
開会回数

秋葉委員 小林部長 洞田課長 柳町
石澤委員  坂口室長 中村事務局長 宮下
下平委員 柳嶋課長
両澤委員 荒井課長
渡邉委員 西澤課長

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
90 担当説明 産業振興

課長

91 担当説明 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

箇所

【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

　委員がおっしゃるとおり、残念ながら屋代駅前は大分寂し
くなってしまったし、戸倉駅前はほぼ真っ暗になった。肉屋
や魚屋があるのは良いというご意見だが、やはり商売とす
ると成り立たないため継続がなされない。
　これから大事なのはエシカル消費。なぜ地元で買わなけ
ればいけないのか、そういったところで買うことで自分の将
来にも影響があるという考え方に、消費者も変えてもらう必
要がある。
　お得だから、便利だからスーパーやホームセンターで買う
のではなく、将来的なことも考えて、色々な社会的な課題を
解決するために地元のお店で買う。そういった気持ちを消
費者に持っていただく。それによって商店が潤い、商売が
成り立つといった展開となします。

　改めて素案確認したところ、変更した方が良いと思われる
点が二点あったので、それを含めて本日ご審議いただきた
い。
　まず、90ページ4-1-1（1）の表題「緊急事態への支援」の
記載があるが、これでは事後の支援のみと読めてしまう。
内容的には事前と事後の支援の両方があるため、「緊急事
態対策・対応への支援」としたい。
　（5）の一番下「外国人技能実習生」という表記があるが、
現在は技能実習生以外にも特定技能1・2といった資格で
働いている皆さんもいることから、「外国人材」と記載を修
正したい。

回答・処理事項

事前意シート№1 　事前意見№1については少しやり取りをした方が
かみ合うと思う。まずは担当課よりご説明をいただ
きたい。

質問・意見・要望事項等

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

1 審議会委員 策定委員 事務局

開催日時

令和３年10月11日（月）
9：30～12：00

開催場所

302会議室

素案変更
4-1-1（1）

素案変更
4-1-1（5）
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員 産業振興

課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　4人に1人が高齢者といわれ、この傾向は今後も
顕著になる。そういった現状で、昔ながらの店舗が
難しいのは分かる。
　しかし、高齢者の事故率の高さなどから、免許の
返上という考えがある中で、どのように買い物を確
保するか。例えば、屋代駅を降りた所に、ミニスー
パーを第三セクターで運営してもらえないか。
　高齢者の状況を考えて、「駄目です」ではなく、こ
れからの状況を見据え、弱者のために温かい手を
差し伸べるべき。アイデアを探って欲しい。

　高齢者のことは問題と考えている。例えば、駅前に介護
施設を持ってくる自治体もある。それにより駅前の需要が
発生して商売が成り立つ。
　千曲市は小さいが人口の集積地がない。現在、中心市街
地という名称は残っているものの、そこが中心市街地であ
るという概念をしっかりと持っている市民は少ないのではな
いか。住宅地は分散しているので、駅前に商店があれば皆
が買い物に行けるかというとそうではない。
　買い物弱者が発生しないようにする対応は、商工会や商
店街などと相談して進めなければならない。ただ、商売に
関しては行政が色々言うことはできないので、課題ではあ
ります。

　買い物難民はどの自治体でも共通の課題。もっと
厳しいところもある。千曲市はフラットな地帯が多く、
まだメリットがたくさんある。駅前に限らず買い物に
困るという状況をどうするかということ。
　新しい販売形態もどんどん出てきており、例えば
必要品を車に乗せて販売して回るとか、事前オー
ダー制であったりとかの産業は生まれている。行政
が直接やるのではなく、民間事業者が新しい産業を
やりやすいような仕組みを作る。小さなものでも良
いので、そうしたビジネスが生まれることを市の施
策として後押しし、それを明確に打ち出すと市民が
年をとっても安心して暮らすことができる。
　市が直営でやるのはリスクが高いが、無人運転で
回るといった実証実験をやっている自治体もあり、
色々な取り組みが進んでいる。例えば、4-1-2あた
りに含まれているのであればそれで良いがどうか。

　4-1-2（1）の一番上の項目あたりに含まれてくると考えて
いる。買い物の利便性向上や販売促進といったところで取
り組みができるのでは。
　千曲市でも、飲食店の移動販売は大分出てきている。新
しいビジネス展開は読み取れるのではと考えています。
　買い物に行く足がないのも問題で、循環バスの活用など
も解決方法になるのではないかと考えています。

　権堂では地元の強い要望により綿半ができた。歩
いて行ける距離に日用品や食料品を買える店が欲
しい。
　車に乗って事故をおこす高齢者のニュースも良く
聞かれる。今後の時代を見据えた千曲市としての
アイデアを出して欲しい。

（続き）
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
質問 委員 産業振興

課長

質問 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

意見 委員

箇所 質問・意見・要望事項等

　商店街の店主も高齢化し、疲弊している。昔は、
アイデアに対して支援するということができたが、今
はスタンスが変わっている。行政は情報を持ってい
るので、指導する必要があるのでは。
　買い物の拠点ということでは、コンビニは大変あり
がたい存在なので、固定資産税を安くするなど、幅
広い視野で検討すべき。

　普通の物を売っていると、安い所に行ってしまう。ここでし
か買えない物とか、そこに行くことによってコミュニケーショ
ンが取れるといった、スーパーでは無いようなプラスアル
ファがあると、お店に行ってもらえるとは思います。

　単体の店舗では、どうしても力不足で、力が出な
い。行政のサポートが必要。そこで潤滑油を得られ
れば頑張る意欲が出る。個々の事業者に銀行はお
金を貸してくれない。行政が手厚くサポートすべき。

　行政や商工団体などで構成する「中心市街地活性化協
議会」を今年まで5年間やってきており、今年で最終年とな
る。その中で、商店街の代表の方も、これからは中心市街
地という名称や形態にこだわる必要はないのではないかと
言っていた。
　中心市街地以外にも、市内には商業集積地といえる場所
がある。例えば、中心市街地というと更埴地域では屋代駅
前しかなく、川西の稲荷山などは入っていないが、そういっ
た所に商店がなくて良いわけではない。今後は商業集積地
を中心に活性化していくことが必要と考えます。
　確かに駅前は寂しいが、今は駅を観光客が使うケースが
昔に比べると減ってしまった。戸倉駅前も以前はあったお
土産物屋がなくなったが、戸倉上山田商工会からも、駅前
の話はあまり聞かない。温泉街や駅から少し離れたお店の
集積地を使っていただいていると思います。

　現在も、商店街には毎年補助金を出している。例えば、
商店街の集客のためにイベントをする場合にも活用でき
る。アイデアを出していただけばある程度のものはできると
思います。

回答・処理事項

　市として屋代駅前や戸倉駅前をどうしたいという
方向性や考え方はあるのか。

　屋代の宮前通りは、今は商店が1～2軒しかない。
しかし、いわゆる埴生商店街は非常に頑張ってい
る。頑張っている所に市として何か手厚いサポート
は考えているか。

　個性的な店も出ている。

（続き）
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員 産業振興
課長

箇所

　そういう点では、先ほどお話のあった介護系の施
設を駅前に持ってくるというのも、いくつかの自治体
で挑戦している。上手くいっている例とそうでない例
があり、難しいところではあるが、屋代駅であれば、
そんなに大きな規模感ではなくても人が集まること
も可能ではないか。
屋代駅はしょうがないという話ではなくて、頑張って
いる商店主もいるので、事業承継であったり、場所
をお任せするといった方法もたくさんある。見捨てる
訳ではないということ。

　屋代の駅前は市の顔だと私は思っている。 　駅前商店街で頑張っていらしゃる皆さんは多い。今は止
まっているが、GoTo商店街にも取り組んでいただいてい
る。そういったところで国のお金を活用して頑張っていると
ころもある。
　以前は、ウォリアーズで流れを作る取り組みもやっていた
が、何か仕組みが作れたら良いと考えています。
　固定支援はどうしても行政はやり切れないし、商工会議
所などの持ち分になる。大きな仕組みは行政でないと作れ
ないと思うので、そういったことを考えていかなければなら
ない。それによって屋代駅から商店街へといった人流は確
かに必要と考える。
　上山田方面も駅から温泉まで歩いてくる人もいるので、上
手くいけば活性化するのでは。

　行政側から見ると、鶏と卵のような話。難しいとこ
ろもある。もう半歩でも行政が踏み込む姿勢が見え
ると安心できるというニュアンスだと思う。
　回答にもあるが、4-1-1や4-1-2にも具体は入って
くるし、もっと言えば実施計画にも依存する形になる
と思う。今すぐ文言を盛り込むというご指摘ではな
く、思いを受け止めて欲しいということで良いか。

　先ほどの話だと、屋代の駅前はこれ以上は難しい
と受け取れるが、人流を作り出すアイデアが必要で
は。　市職員は全員電車で通うなど。人の流れを増
やすことが取っ掛かりになるのではないか。

回答・処理事項質問・意見・要望事項等

（続き）
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員

意見 委員

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

意見 委員

質問 委員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　この「エシカル消費」という言葉は、一般的な言葉
になっているのですか。

事前意見シート№4

　事前意見については具体的に回答いただいてい
ますので、私の意見についてはこういった改訂で結
構。

事前意見シート
№2・№4・№5・№6

　エシカル消費を進めるのはすごく良いことだが、ど
う進めていくのかが期待するところ。推奨すると一
言で言うと簡単だが、それをどう推奨していくのか。
エシカル消費について来れている方は、まだまだ少
ないと思う。

　色々な仕掛けを考えることにより、人の流れが増
え、賑わいも生まれる。店主が喜び活気も出る。そ
うすると、後継者問題も明るい見通しがいくらか出
る。すべてリンクしている。しなの鉄道も検討材料と
して加えて欲しい。
　余談だが、屋代で夏祭りをやった。たくさんの親子
連れが集まった。大したことをやったわけではない。
区などと立体的な仕掛けを構築すべき。

（続き）

　皆さんから大切なご意見を色々いただいた。まと
めての提案となるが、88ページの4-1と、91ページ
の4-1-2の部分に関する意見が多かった。
　例えば4-1-2（1）「商業・サービス業の活動支援」
の一つ目に、「販売促進事業などを支援します」とあ
るが、この「販売促進事業」の後に、「人流の創出」
というフレーズを挿入してはどうか。
　即答が難しければ、来週の全体会で対比表をご
提示いただくときに入れていただくと、意見交換が
実りある形になる。

　持ち帰って検討します。

　もう少し、しなの鉄道の活用を活発にするべき。そ
うすれば人流も増えるし、国の施策としてCO2の削
減にもつながる。各市町村がもう少し援助して、運
賃を安くする。以前、65歳以上に安いパスを出した
が、やめてしまった。千曲市だけでなく、他の市町村
と関係していくべき。

5 / 15 ページ



【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員

質問 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

　事前意見シートの回答にある注釈文の表記例をご覧いた
だくと、二つ書いてある。上段は消費者庁による定義だが
分かりにくいのではないか。下段は、消費者庁のHP内で、
上段部分の注釈として書かれている。全く知らない方に対
して、総合計画の注釈としては下段の方が良いか。スペー
スがあれば例示も含めて説明したいと思うが。

　まずは、こういったことがエシカル消費であるとい
う事例を入れたほうが良い。アナウンスから入るべ
きではないか。

（続き）

　充分浸透していないというご指摘を踏まえるなら
ば、この機会を使って浸透させるツールにするとも
考えられる。その場合は、分かりやすい表現が良い
かもしれない。

　上下段すべてを続けて書いた方が分かりやすいか。

　学校教育の現場では、小学校の教科書に載って
おり、必修となっている。中小企業の支援をする中
で、事業主が孫からエシカル消費やSDGsをやって
いるか聞かれているという事例が出てきている。教
科書は去年から変更され、全国でやっている。特に
熱心な先生がいるところでは、早い所で3年前から
やっている。中高でも順番に進んできており、具体
的に入試に出てきている。
　大人とこどもで逆転現象が起きている。世界的な
流れでは、日本は遅れを指摘されている。欧米は、
十代が持続可能な経済のあり方に強く情報発信し
ている。グレタさんが特別ではなく、意思表示がか
なり力強く出てきている。日本ではこれからだが、都
内などでは教育から浸透している。世の中がそうだ
からではなく、新しいチャンスととらえて推進すべ
き。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員 産業振興

課長

意見 委員

質問 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

意見 委員

　啓蒙には限界があるため、段階的にすべきでは。
マイバッグも万引きが多いため、レジ袋を復活させ
ようという動きもある。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　私も頂いた回答で良い。持続可能な循環型社会
への取り組みというところになる。

　国からの啓発で定着している。この言葉を使って
おくことで、国の施策で何か出てきたときに、それを
千曲市が取りに行く場合には、この文言が総合計
画に入っている方が良い。

　文言がある方が良いのは分かる。

　私の指摘は書き方の問題なので、回答の対応で
問題ない。

　県でエシカルマップを作っている。エシカル消費の
事業者のマップだが、そうした県の動きをを引用し
たような形でも良いのでは。注釈文内でフェアトレー
ドといっても、さらに語句の説明が必要になる。

　社会的課題となるが、注釈としてはもう少しかみ砕く必要
があると感じます。ただ、総合計画の一部であるため、あま
りボリュームを取れない。

　すでに実践段階になっている。

　突然カタカナ造語が出てくると分かりにくい。浸透
するまでは、やって欲しいことはこれといった例を示
す方が良い。

（続き）

　現段階で啓蒙ではないのか。

　言葉そのものや概念を否定しているのではない。
具体的にどうするのかということ。書き方の問題に
ついては、消費者庁の引用が一番だが、分かりや
すさを考えると注釈的な表現も必要。

　持ち帰って検討します。

事前意見シート
№9.№10.№11.№12.№13
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員

意見 委員

意見 委員

質問 委員 事務局

意見 委員

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興
課長

箇所

　ちょっと違うと感じた。 　それも含めてもっと広い話ということで良いか。

　そういう広い意味である。

質問・意見・要望事項等

　委員からのご指摘は就職活動が難しい方に関す
る問題ではない。充分に意を汲んでいないのではな
いか。

回答・処理事項

　柔軟な働き方の推進なので、ダイバーシティという
キーワードが関わってくると思う。
　関係人口を増やすといった中で、副業の促進は大
事。働き方の多様性の中で、それを推進していくに
は行政側で税制優遇や、規制緩和をする。そうする
とどんどんとダイバーシティが促進され、柔軟な働
き方が推進されるのではないか。

　「就職活動が難しいと思われる方などが」という回答は、
質問の意図とは違うということでしょうか。

　例えば、引きこもりでも引きこもっていながらできる
仕事があるのではないか、ということであれば含ま
れる。

　「多様な個性を活かし」でも良いが、それは就職活動が難
しい方に関わらずということで良いか。

　「多様な個性を活かし」と、「多様な働き方で活躍できるよ
うに」といった文言の方が良いか。

　事前意見シートの回答では、91ページの4-1-1(5)にこの
文を追加するということになっています。

　千曲市も引きこもりが飛びぬけて多い訳ではない
が、顕在化しているので行政施策として位置付けを
していただきたい。
　私の回答はこれで良い。

事前意見シート№18

　移住して起業しなければならない訳ではなく、東
京にいながら千曲市に貢献できる副業をする体制
づくりなどを盛り込んでほしいという意味。ワーケー
ションもそういうことだと思う。

　追加の文章がミスリードするように見える。
　千曲市では、よくワーケーションなどをやっている
が、ああいったこと。

　多様な働き方があるということでしょうか。

事前意見シート
№15.№16.№17

　こういった回答であればそれで良い。

　ご指摘いただいている92ページではなく、91ペー
ジの19行目になっているのか。事務局から説明い
ただきたい。

8 / 15 ページ



【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員 産業振興

課長

意見 委員

意見 委員

意見 委員

意見 委員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

（続き） 　そういうことである。 　では、「多様な個性を活かす」ということと、「色々な就労
形態・働き方を使って活躍できるような形で支援していきま
す」ということで良いか。

　インクルーシブ（包摂的である）とダイバーシティは
若い世代にとって当たり前。そういったことへの感
度が高い。皆がこうしているからこうしろというような
所は避けられる。今の時代、選択肢は日本だけで
はない。
　18番のご指摘は重要。柔軟な働き方は重要なの
で矮小化せずもう一歩進めるべき。やるのは民間だ
が、行政も価値づけをして欲しい。

　私もその考えです。

　情報共有的に申し上げると、学生は福利厚生で企
業を探しているのではなく、柔軟な働き方ができる
かどうかを見ている。副業なども会社の規定で認め
られているかチェックしている。テレワークを実態と
してできているかも確認している。上の世代は上場
や福利厚生など、実利的な選び方をするが、若い
世代は自己実現できるかを見ている人が多い。
　人口増の話にもつながるが、若い人に限らず、U
ターンなどもテレワークができれば多様な個性を活
かせる。
もう一歩踏み込んで良いのでは。普通のサラリーマ
ンも、介護しながら働けるかも重要。それができれ
ば千曲市もダイバーシティ都市で良いといわれる。

　あまりこの周辺でそれを全面的に推進している市
町村がないと思ったので、千曲市がダイバーシティ
都市ということで個性を出していただきたい。
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員 産業振興

課長

建設課長

質問 事務局

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員 産業振興課長

意見 委員 産業振興
課長

意見 委員

意見 委員 産業振興
課長

　働き手から見せるか事業者から見せるのか。これ
をきっかけに人口増も目論むのであれば92ページ
かと思う。何だったら両方入れるのも良いと思う。意
図を矮小化せずに入れてください。

　了解しました。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　91ページと92ページはリンクはしているということ
で良いか。

　リンクはしている。91ページはどちらかというと企業側の
立場。92ページは働く方の立場で書いています。
　ただ、副業という話であれば、企業側よりも働き手側の話
が良いと思います。

　その方針で検討します。

　関係ないかもしれないが、信州大学が飯田に新学
部を設置するというニュースがあった。千曲市は手
をあげなかったのか。学校の誘致は考えていない
のか。そういうものも賑わいとリンクするのでは。

　位置付ける場所はお任せします。

　先ほどの議論から、事前意見シート№18の件で確認した
い。
事前の回答では91ページの4-1-1(5)に追加となっている
が、92ページの4-1-4（3）に文言を追加するという議論で良
いのか。

　場所は91ページでも良いが、「引きこもりなど」の
ように矮小化しないようにということ。

　下平委員の「副業」「本業以外にも活躍する場」という意
図としては、92ページの4-1-4（3）にした方が良いか。

　そちらの方が良い。

　新潟薬科大学の関係など、色々と調査、検討はしてい
る。屋代南高校の方向性に合わせて何かあればというもの
もある。また、市長の考えとして情報系の専門学校はどう
かということも検討しています。
　ただ、流れやタイミングがあるし、学校側の考え方もあ
る。国が学校の数を制限していることや、地方に学校を分
散することを検討しているので、どうしていくか検討はして
います。

　前々から高等教育の誘致について話は出ています。（続き）
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
90、91 進行 委員

意見 委員

91 質問 委員 産業振興課長

意見 委員

質問 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

質問 委員 観光交流
課長

意見 委員

　了承。

　了承。

　外国人材という表現は国と整合しているか。 　あっています。4-1-1（5）

　冒頭に担当課から提案のあった表現変更につい
ては良いか。

4-1-1（1）、4-1-1（5）

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

事前意見シート№27 　具体的な回答をいただいているが、市から補足説
明あるか。

　移住定住に関し、市民課で転入者を対象として9/1からア
ンケートを開始しましたが、半分以上から回答いただけて
いない。プライバシーの関係もあるかと思う。９月には対象
者が数十名いたが、回答いただいたのは1件だった。どうし
て千曲市に来たのかといったデータは欲しいが、中々難し
い。若者にUターンしてもらうには何か魅力がなければ難し
いと感じています。

　千曲市の魅力を聞かれたときにさっと答えられな
い。あんずや棚田はあるが、同窓生に聞かれたとき
に答えられないのは悲しい。
　前回の部会でも話したが、松本市を真似ろという
のではなく、色々な仕掛けが単発で終わらず、軸足
をしっかりと置いて色々な施策を打つ必要がある。
そういったものをしっかりとらえていかないと流出が
増えていく。何をするか難しいところではあるとは思
うが。

　生活環境、住環境、雇用環境、子育て環境のすべてに関
して推進して、最終的に選ばれる市となる必要がある。
　観光分野だけでなく、全庁あげての取り組みが必要にな
ります。

　仕掛けをしてもキャパシティの問題もある。あんず
ホールは500人。1000人収容できるホールが欲し
い。人流を増やすことが一番だが、商店街だけでな
く千曲市全体で考える必要がある。カルチャー関係
で発掘はできないのか。

　あんずホールは750人。上山田文化会館は1000人以上
入る。ただ、文化芸術振興事業も予算がかかる。市が主催
すると300万円から600万円かかる。キャパシティの問題で
一杯になっても200万は赤字になる。
　松本市は確かに色々進めている。千曲市も全庁あげて取
り組まなければならないと考えています。

　千曲市でイベントをやりたかったが、主催者から
収容人数500人ではできないと断られくやしい思い
をしたことがある。
　500人・600人を一杯にする仕掛けをして欲しい。
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員

意見 委員

意見 委員 建設課長

質問 委員 建設課長

質問 委員 建設課長

事前意見シート№28 　ネーミングの話は関係する所が多く難しいと思う
が、前向きな回答をいただいたと感じる。

　費用については以前調査した。市議会からも要望はあ
る。
　市の名前が変わった際に変えるのは良いが、それでもお
金がかかる。高速道路や駅の名前を市の都合で変えると
なるとすべて市の負担となる。以前ネクスコに確認したが、
数十億はかかる。屋代のインター計画があるが、そのタイミ
ングで変えるなど、何らかの理由があればそれに合わせて
変えた方が経済的ということ。

　千曲市に合併したときになぜ変えなかったのか。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　了承。

　ご指摘は、市がやるということでなく、市内でそう
いうシチュエーションを生みだせるかということ。ど
の自治体もお金がなく、こういったイベントは市民の
理解を得ることが難しいのが実情。だからといって
無くて良いというものではない。
　今多いのは、実行委員会形式で、市とリスクを取
り合う所が上手く回っていると思う。松本市は昔から
文化のまちだが、市民が頑張っている。
　書きぶりの変更ではなく、長く住んでいる方の思い
として、賑わいの創出を市だけがするのではなく、
後押しをして欲しいということだと思う。規模が大きく
なくても回数をこなすなどもある。渡辺委員のご意
見を実施計画に落とす際に意識して、検討して欲し
い。
　市が全面的に責任を負うのではなく、市民を巻き
込んでやっていくことを提案する。
　未来形での着地ということで良いか。

（続き）

　変えても良かったが、お金は別。当時のネクスコからの回
答では、「千曲市」という名称以外への変更ならば変更に
係る費用が全額市の負担になるとされたため。

　インターできて何年か。 　30年くらい。
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
意見 委員 建設課長

意見 委員 建設課長

質問 委員 建設課長

意見 委員 建設課長

意見 委員 建設課長

意見 委員

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

前回からの持ち越し事項№4
（日本遺産のイベント状況につ

いて）

　月に関するイベントということ。 　観月祭と月の撮影会だけ。あとは別紙３のとおり。

（続き） 　いつまでも更埴ではみっともない。 　ネクスコからは、全国的には「更埴」で知れ渡っているの
でこのままの方が良いと言われたほど。
　市としても以前から総合計画の中で名称を変えていくこと
は掲載しており、一番良いときに変えたいと考えています。

　千曲市としてのイメージが悪い。 　「千曲」とつけると、佐久から飯山までどこにいるか勘違い
されるとネクスコから言われた。
　名前を変えるためには何かきっかけがないと難しい。市と
市民が一緒になって千曲市の知名度を上げ、千曲市に人
が来る状況をつくるべきと考えています。

　更埴インターの名称を残すことは良いが、「月の
都」などの枕詞はつけられないのか。

　高速道路の看板には難しいが、パンフレットなどには良い
と思います。

事前意見シート№29 　地域おこし協力隊はミッション型でお願いしたい。
県内でも差が出てきている。
　回答は事前にいただいたもので良い。
　能力の高い方が多いので、ただの人足として使わ
ないようにしていただきたい。

　千曲市はどこにあるかと聞かれたときに、更埴イ
ンターがある所というと通じる。
市は市内外に対する発信力を考えていくと良いの
ではないか。

　千曲市は色々な資源があるが、それを上手く使えていな
い。行政だけでなく、政財界、市民みんなでやっていく必要
がある。市民が盛り上げることで、皆が上手く動くところが
ある。
　そのため、市民協働を一生懸命進めている。月の都につ
いても、皆で一緒になってやるべきと考えます。

　変更自体は費用が掛かることを承知の上で何か
ポジティブにできないかということ。
　第5章にも関係するが、委員の意を汲んでお金を
掛けずにできることは進めるという認識を持って欲
しい。
　庁内でも共有をして欲しい。

　承知しました。

　千曲市は「月の都」のコンセプトだが、千曲市にお
いて月に関するイベントはいくつあるかということを
お聞きしたかった。

　市全体のイベントということか。
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
事務局

観光交流
課長

意見 委員

意見 委員

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員

98 観光交流
課長

質問 委員 観光交流
課長

質問 委員 観光交流
課長

質問 委員 観光交流課長

質問 委員 観光交流
課長

　来年の観月祭などでいただいたご意見を盛り込みたい。

　要望になるが、月に関することは千曲市に行けと
なるようにしたらどうか。
　毎月何らかのイベントをやり、年に一、二回は
JAXAから講師を呼んできて、宇宙飛行士から話を
聞くというのはどうか。
　図書館には月に関する書籍を揃えるといった特色
を持たせたらどうか。

委員意見（続き） 　要望として承った。実施計画や個別施策で検討します。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　実施計画などで、こういった色々なアイデアを汲み
取ってください。
　せっかくキャッチフレーズがあるので、もう少しカロ
リーアップするべき。
　全国区で来てもらえる年間行事を固定化するな
ど、月の都を広くPRするのであれば定着するものに
すべき。

　エビデンスベースという単語を入れた方が施策的
に良いと思うが、市が良いのであればそれで了承し
た。

前回からの持ち越し事項№5
（宿泊客からのデータ収集につ

いて）

　エビデンスベースということをどこかに書けないの
かと期待していたのだがどうですか。

　4-3-2に含まれているということで、あえて入れてない。
　観光局とも相談し、4/1からアンケートは実施するというこ
とで話をしたが、総合計画の文言としては入れられない。

4-3　素案訂正
③各主体に期待される主な役

割
◎事業者、団体、ボランティア

　98ページ上から3行目に「観光ボランティアが自立し～」と
記載したが、この「自立し」を削除したい。
　理由としては、楽知会という観光ボランティアがいるが、
すでに自立しているため。

　楽知会は何人いるのか。 　市内に15名。→※「市内に25名。」に訂正（10/12）。

　男女比は。 　半々。→※「男性が多い。女性は若干名。」に訂正
（10/12）。

　年齢層は。 　75歳以上。→※「約70歳」に訂正（10/12）。

　無償か。 　委託はしていないので無償。
　ただ、姨捨駅の4名には委嘱して記念切符を販売してい
ただいている。また、土日は観光客にお茶出しなどもお願
いしています。
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分 発言者
回答

部課長
質問 委員 観光交流

課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員

99 観光交流
課長

意見 委員

97 意見 委員 事務局

意見 委員

意見 委員

意見 委員

質問 事務局

意見 全員

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

　楽知会について市報で紹介できないか。会員のプ
ライバシーに引っかからない程度に紹介するべき。

　検討します。

（続き） 　インバウンドがメインターゲットか。 　11月まで観光列車「四季島」の観光客が毎週土曜に来
る。
しなの鉄道の「ろくもん」やJRでやっているナイトビューなど
もあります。

　市民に向けても情報の発信が必要。地域的には
共有されているが、市全体に対するPRが必要。

　ケーブルテレビでも紹介しています。

　ケーブルテレビに入っていない人もいる。オールマ
イティに発信すべき。

　検討します。

　色々な切り口で市民に情報を届けていくということ
が、全般的に言えること。デジタルの方がローコスト
なのは分かるが、それ以外の方にも情報が届くよう
に検討していただきたい。

素案訂正
4-3成果指標

　99ページの成果指標「宿泊者数」の「基準値」を、30万人
から17万人に訂正したい。日帰り入浴者が含まれていた。

　純粋な数字訂正ということで了承。

4-3 　要望として、棚田に定点的にカメラを置いて、今日
の棚田を発信してはどうか。

　HPに載せられるか検討します。ご意見として頂戴します。

　リアルタイムに近い情報発信というご趣旨を汲み
取っていただいて。

　知名度向上と記載しているので、それも含めてPR
活動を見直すべき。

　具体的な施策は実施計画に基づき動いていくの
で、意見を幅広く汲み取るよう進めて欲しい。

了承。

　本日の持ち帰り事項は18日の全体会で回答を報告する
ことで良いか。
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