
NO. 策定委部会・事務局回答

第４章
達成方針
【　４-１　】

88 ページ 5 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　１、「持続可能な商店街などの地域社会が形成される」ことを
目指しますが、それには市民、事業者、商工団体などの様々な
理解・協力が必要と思いますので、エシカル消費などをはじめと
する動機付けの啓発等を行います。なお、90㌻4-1-1持続可能
な経営環境を整備する、91㌻4-1-2まちに賑わいをもたらす商
業・サービス業の振興で施策を示しています。
　２、魚屋さん、肉屋さん、八百屋さんなどの事業を行う方が現
れた場合は、商店街、商工団体、行政等が役割分担し事業者を
支援します。

第４章
達成方針
【　４-１　】

88 ページ 6 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　エシカル消費とは、自らの損得だけを考えるのではなく、環境
や社会、人などに配慮されたものを選ぶなど、社会的な課題の
解決につながるような消費をすることです。
　例）①地産地消、②再生可能エネルギーを使った商品・サービ
ス、③伝統工芸、④応援消費、⑤リサイクル商品など幅広い消
費の形があります。例示を使い、わかりやすく表現するよう努め
ます。なお、冊子作成時に注釈をつけます。

第４章
達成方針
【　４-１　】

88 ページ 9 行目 意見 回答担当課：地域開発推進室

　第二次総合計画では、「上信越自動車道西側の市街地誘導
地区への大　型商業施設の誘致により、まちの賑わい創出を目
指す」としていましたが、今年3月の方針転換により「大型商業
施設を核とした開発を見直し、幅広い産業や文化が集積し、市
内外から人が集う新たなまちづくりを目指す」ことになりました。
　現在、事業主体である屋代地区土地区画整理組合設立準備
会において「まちづくり構想案」の策定作業が進められているこ
とから、市は引き続き技術的な支援を行います。
　なお、本件については、第1章、達成方針1-4【都市基盤】の具
体的施策に位置付けています。

1

2

3

　上信越道更埴IC近く、雨宮地籍？に進出していたイオンが出店断
念。その後の進捗状況はいかに？
　より具体的な鮮明度の高い情報が欲しいところ。

内容

　現状、どこも商店街らしきものはなく、シャッター街と化している。魅力
向上なんてとても図れるものではない！市としてはこれをどう捉え、ど
うしようとしているのか？少子高齢化顕著の中、昔ながらの歩いて行け
る魚屋さん、肉屋さん、八百屋さんなど、日用必需品が手軽に購入で
きるお店が欲しい。そんな街であってもらいたいと思う。できれば屋代
駅付近に欲しいとの声が結構あります。いかがお考えか？

　エシカル消費とは何ですか？
　具体的にわかりやすく説明してください。

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【４-１】

88 ページ 18 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　№２でお応えしたように表現を改め、冊子作成時に注釈をつけ
ます。

第４章
達成方針
【４-１】

88 ページ 下から11 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　「事業者と連携して・・・」については、90㌻（2）産業活性化の推
進の・1つ目、３つ目の施策の内容で包含しています。読み取り
づらいと思われますので一部修正いたします。なお、いづれも事
業者と連携し協力に支援いたします。

第４章
達成方針
【４-１】

88 ページ 22 行目 質問 回答担当課：産業政策課、総合政策課

【産業政策課】
　事業用の土地を指しておりますので、「事業用地」に改めま
す。

【総合政策課】
　”など”と”等”については、該当文の構成に応じ使い分けを考
えます。

第４章
達成方針
【４-１】

88 ページ 25 行目 意見 回答担当課：産業政策課

１、総合計画公表時の表現については、全体的なものであるた
め総合計画課と検討いたします。
２、「企業経営に大きな影響を受けている業種と受けていない業
種がある」についてですが、新型コロナウイルス感染症の拡大
により、テレワーク、就職説明会のオンライン化、半導体、木材
等サプライチェーンの途絶など、どの業種の経営にも大なり、小
なり影響があったものと考えます。表現については改めます。

・また、市民によるエシカル消費・・・　→　また、事業者と市民が連携す
るエシカル消費・・
＜理由＞
エシカル消費は、すでに市民のみが消費者運動とスタイルから、事業
者と連携して面的に進むスタイルに変わってきています。

　”交通基盤の整備や用地確保の支援などにより”箇所ですが、用地
確保とは何の用地確保なのでしょうか？交通基盤の用地確保というこ
とか、それとも企業誘致用の土地のようなことか解りませんでした。
※全体を通して、”など”と”等”が両方使われています。

　”エシカル消費（倫理的な消費）”箇所のカッコ書きが直訳すぎて、知
らない人にはわからない表現になっていると思います。大事なキー
ワードなので注釈つけても丁寧に触れておいた方が良いと感じました。

5

4

6
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　”新型コロナウイルス感染症はいまだ収束が見通せず、企業経営に
大きな影響を与えています”箇所ですが、新型コロナウイルス感染症
の終息ではなく収束であるならば、総合計画公表時には、状況が変
わっている可能性があるのではないかと感じました。
　行政力も関係する問題ですので、あまり否定的な観測はやる気のな
さととられる危険性があります。
　また、企業経営に大きな影響を受けている業種と受けていない業種
があると思っています。
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【　４-１　】

88 ページ 下から5 行目 意見 回答担当課：健康推進課

※感染症対策についてですので、【3-2】の分野ですが、
ワクチン接種については、当初、ご意見のとおりの方法も検討
いたしましたが、ワクチンロスが許されない状況であることから、
当市では、ワクチンロスが発生しやすい状況が想定されました
ので、今回の方法といたしました。
ご意見として承らせていただきました。

第４章
達成方針
【４-１】

89 ページ 7 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ご指摘のとおり、表現を参考に改めます。

第４章
達成方針
【４-１】

89 ページ 16 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ご指摘のとおり、事業者も含め全体的に表現を改めます。

第４章
達成方針
【４-１】

89 ページ 下から18 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　ご指摘のとおり、全体的に表現を改めます。

11

9

10

8

③の第1項　　修正。
・SDGsを学び、大量生産や大量消費、フェアトレードなどについて・・
⇒SDGsを学び、フェアトレード、循環型経済（サーキュラーエコノミー）
などについて・・
＜理由＞
大量生産や大量消費については、反省的理解を深めなければならな
いので、書きぶりを修正する。

　コロナワクチン接種については電話予約でなく高齢者に直接、郵便
物で接種日時を明示したものを配付して欲しい。近隣市町村でもそれ
を実施して大成功を収めているところがある。市職員もズルすることな
く手間ヒマかけて対応してもらいたい。何十日もかけてもつながらない
電話やパソコン不能者が多くいる現状、是非とも再考願いたい！いか
がですか？

　”大学生など若い世代はSDGｓの意識が高く”箇所ですが、一概に言
い切るには語弊があると思います。
　SDGｓ教育に力を入れている大学等の学術機関が多く、若い世代の
SDGｓへの関心が年々高まっていくことが予想される、という事なので
はと思いました。

　”SDGｓやエシカル消費など循環型社会を意識した消費者が増加し”
箇所ですが、消費者だけでなく、事業者や行政の目指す姿についても
言及した方がいいと感じました。
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【４-１】

89 ページ 27 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ご指摘のとおり、表現を改めます。

第４章
達成方針
【４-１】

89 ページ 10 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　ご指摘のとおり、参考にさせていただき表現を改めます。

第４章
達成方針
【４-１】

90 ページ 6 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ご指摘のとおり、参考に検討させていただきます。
　なお、例示いただいた事業については、実施計画で検討いた
します。

第４章
達成方針
【４-１】

91 ページ 4 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　ご指摘のとおり、創業の機運醸成も含めた表現に改めます。

15

12

14

13

４－１　全般に、千曲市でなら、わくわくする、新しい働き方・生き方がで
きそうだ、と思えるような書きぶりにならないだろうか。SDGsやサーキュ
ラーエコノミー、カーボンニュートラルへの対応は、新事業創出の大き
なチャンスであるし、コロナ禍もテレワーク・移住検討が加速している。
書きぶりの修正。（具体の文言提案まで出せず恐縮ですが）

４－１－１　(4)　第2項に以下の追加。
・・講座などを案内し・・　⇒　講座などを案内し、期間限定でチャレンジ
できる機会を創出し、起業・・
＜理由＞
激変する現代の起業は、その事業の存在意義を持ち、顧客志向で、ア
ジャイル型であるべき。不足しているのは、事業の構想と、気軽に挑戦
できる雰囲気及びその機会。

　”自社の特徴を適応させるなどにより”箇所ですが、言葉として話した
時に違和感があると思いました。違う文章表現が好ましいと感じまし
た。

　”（１）緊急事態への支援”箇所についてですが、”適切で迅速な避難
誘導”についての施策を盛り込んだ方が千曲市民の納得感が出ると思
います。
　例えば、千曲市のDX化事業の一環として、マイナンバーカードor公式
LINE等のSNSを絡めてのICT、AI、IOT等の技術導入により、リアル災
害状況通知、リアル避難所誘導、リアル会見等での正確性、俊敏性を
示すなど

　例えば、ドローン実証事業として、避難勧告、避難命令を局地展開
し、避難遅れ防止やけが人の早期救助、孤立地への物資配送活動を
行うなど
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【４-１】

91 ページ 19 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ひきこもりなど不登校であった方や生活保護廃止後の方、安
定就労が難しい方などを「就職活動が難しいと思われる方」と表
現しました。

第４章
達成方針
【４-１】

91 ページ 下から8 行目 意見 回答担当課：産業振興課

　91ページ（4）起業・創業の一つ目に包含していますが、ご指摘
の内容が読み取れるよう改めます。

第４章
達成方針
【４-１】

92 ページ 22 行目 意見 回答担当課：産業政策課

　ご指摘のとおり、ダイバーシティ（多様な人材）について読み取
れるよう改めます。なお、副業についての所管は厚生労働省と
なっておりますが、現在、自治体関与の通達等はない状況で
す。

第４章
達成方針
【４-２】

94 ページ 下から10 行目 意見 回答担当課：農林課

　４－２②の修正については、承知いたしました。
　４－２－１　3項目の修正について、「みどりの食糧システム戦
略」では2050年までに有機農業面積の割合を、全耕地面積の
25％まで拡大するとしていますが、併せて、2040年までに次世
代有機農業に関する技術を確立する、といった目標も掲げられ
ており、具体的な方策は示されていません。いずれ有機農業の
普及は、目標として大きく掲げる必要はあると思いますが、現段
階では時期尚早と考えます。

18

19

17

16

４－２　②第2項に以下の修正
・・有機農業に取り組む農家が増えつつあります　⇒
・・・有機農業が評価され取り組む農家が増えつつある
４－２－１　3項目の修正　（95ページ）
・高付加価値化志向や若手の新規就農者の誘致ならびに・・
＜理由＞
2021年5月の「みどりの食糧システム戦略」（農水省）で、国は大きく有
機農業に転換している。2050年に国内耕地面積25％を有機農業転換
するロードマップが、2022年から予算措置と共に始まる。慣行農法から
の転換を行政が強く打ち出すべき。このことは、若手の新規就農への
魅力化にもなる。

４－１－２　(1)に以下の追加。
・事業承継を契機とした新業態への転換の支援、小規模事業者の起業
の支援を推進する
＜理由＞
学生、若い人、移住者など、新しい人々の新しい発想での事業創出を
応援する雰囲気を醸成して欲しい。特に、移住者が兼業でも実施可能
な、資本を要しない小規模なサービス業の創出。

　”（３）柔軟な働き方の推進”箇所についてですが、ダイバーシティも加
味する中で、副業を促進する施策（税の軽減措置など）を盛り込むと他
市町村に比してダイバーシティ都市としてインパクトがあると思います。

　”就職活動が難しいと思われる方など”箇所ですが、具体的にはどん
な方温ことでしょうか？
　公開文書に曖昧な表現は避けた方が良いと感じました。
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【４-２】

96 ページ 3、12 行目 意見 回答担当課：農林課

　ご指摘のとおり３行目は誤植です。

　上記のとおり、いずれ目標として掲げる必要はあると思います
が、国から具体的な方策が掲げられていないため、現段階では
時期尚早と考えます。

第４章
達成方針
【　４-３　】

97 ページ 6 行目 意見 回答担当課：スポーツ振興課（都市計画課）

　戸倉体育館周辺を中心とする「千曲市総合運動公園基本構
想」を今年度より策定しております。
　野球場の建設や体育館の建替え等施設の見直しを含め、令
和4年度末を目標に方向性を示してまいります。

第４章
達成方針
【　４-３　】

97 ページ 9 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　以下のとおり修正します。
　”国内旅行の需要は、人口減少や少子高齢化に伴う人口構成
の変化、旅行形態の変容および新型コロナウイルス感染症の
影響により落ち込みました。今後も、観光需要を回復するため
に、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、新たな展開を図る必
要があります。”

第４章
達成方針
【　４-３　】

97 ページ 下から7 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　どんしゃんまつりにつきましては、平成22年度を最後に終了し
ました。理由としては、行政主導によるお祭り運営の限界と認識
しています。
　これからは、行政主導ではなく、地域・市民が一体となること
が、賑わいのある地域づくりには重要であると考えます。

20

22

21

23

3行目　文章がつながらない。誤植？

成果指標に有機農業の耕作面積、有機農業に取り組む農家・事業者
数を追加。
＜理由＞
同上。国の大きな転換に、しっかりついていくべき。

①現状と課題
　一日も早い市営球場の建設を強く望みたい。ここで県や国のような
様々な学生から大人までの大会が行われることで、人的交流が生ま
れ、経済効果も大いに期待できる。観光客誘致の一環ともいえる。この
進捗状況は？建設完工はいつ頃なのか？市としてビジョンはあるの
か？

③各主体に期待される・・・
◎地域
　にぎわいのある地域づくりの一環として、かつての市民まつり”どん
しゃんまつり”の復活を是非求めたい。何故止めたのか？今だにその
理由がはっきりしない。
　これ程、地域密着型のイベントは他に無い。長野びんずる、上田わっ
しょい、松本ぼんぼん　など　　どう考えているのか？

　”新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいます”箇所で
すが、計画公表時Go to キャンペーンとかで事態が変わっている可能
性がありますので、どう転んでも通用する文章表現の方が良いのでは
ないかと感じました。

6 / 8 ページ



NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【　4-3　】

98 ページ 4 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　具体的な取組み内容については、現在策定中の「観光振興計
画」で検討し、盛り込んでいきたいと考えています。

第４章
達成方針
【　４-３　】

98 ページ 9 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　市内には魅力ある観光資源があるため、まずは既存観光資
源の磨き上げを考えています。
　今後は、日本遺産「月の都　千曲」を活かした具体的な施策を
検討してまいります。

第４章
達成方針
【４-３】

98 ページ 11 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　他自治体における「ふるさと市民」「応援市民」といった制度を
想定されているのでしょうか。地域への愛着を高め、継続的な
かかわりの機会をとおして、関係人口や移住者の増加、定住の
促進につながる取組は大切と考えます。
　制度設計や実施方法などについて、市民や地域団体と連携し
た効果的な情報提供や交流の場の創出が重要になると考えま
す。

第４章
達成方針
【　４-４　】

100 ページ 6 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　本年9月から、市への転入者を対象にアンケート調査を開始し
ました。記述式による意識調査の設問はありませんが、今後集
計・分析を進めてまいります。
　市の魅力や選んでもらえるための要因は、価値観の多様化に
より様々だと考えます。マクロな視点での千曲市の魅力向上と、
ミクロな視点での個別ニーズに応えられる住民サービス改善な
どとの両立が重要と考えます。

25

27

26

24

４－３－１　に以下の項、追加。
・千曲市出身で県内他市や他府県在住者対象に「e-千曲市民」（仮称）
を制度創出（ふるさと千曲市の情報提供や交流案内）
＜理由＞
流出者が多いことを逆手にとり、関係人口を増やす。流出を認め、それ
でも何かふるさとに関わって頂く機会創出できないだろうか。民間と連
携して制度設計から市民とともに（市民主体で）。あるいは、高校三年
生、県外に出て行った大学生を中心に対象として。

④施策の項目・内容　4-3-1
　既存のものではダメ。飽食状態で新鮮味に欠けまたか！の感じ。松
本のSOFや歌舞伎のような全国ネットでお客様を呼べるようなものを千
曲市でも何か一つ取り組みたい。これが定着すれば一つの大きな地域
ブランドにもなろうかと思う。できればカルチャー関係がベターかと？
　どう捉え、考えますか？

①、②リンクして
　千曲市の魅力って何だろうか？住んでみたいとかついの棲家として
千曲市を選んでくれるだろうか？若者たちのUターン組、定年退職組が
どう思っているんだろうか？転入された人たちの意識調査した結果は
出ているのか？併せて市の捉え方と考え方を教えていただきたい。

　”③各主体に期待される主な役割　◎市（行政）”箇所に、ロケツーリ
ズムの施策やアーティスト輩出、育成の施策、マスコット（杏姫）を使っ
た施策を盛り込んで欲しい
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NO. 策定委部会・事務局回答内容

審議会合同部会　第４部会　事前意見シート（基本目標について）

第４章
達成方針
【　４-４　】

101 ページ 5 行目 意見 回答担当課：総合政策課

　更埴IC、更埴JCの名称変更については、多額の費用負担が
見込まれることから、名称変更による経済効果等を勘案し、適
切なタイミングで変更を行うことを検討してまいります。
　現時点で考えられるタイミングとしては、上信越自動車道の新
たなスマートチェンジの設置と併せて行うことが効果的かつ効率
的なタイミングではないかと考えます。

第４章
達成方針
【４-４】

101 ページ 最下段 行目 意見 回答担当課：観光交流課

　H28年度以降、6名採用（任期終了：2名、途中退任：4名）
　協力隊を募集する分野や、募集時からのマッチングの重要性
など、市としての方針を定め、まずは活躍の機会創出に努める
ことが必要と考えます。
　退任直後　市内居住：2名、市外転出：4名、定着率：33.3％
　広く各地での活動を希望する方もいること、また退任数年後の
居住状況の把握が難しい面もあるため、上昇・正確を目標値と
して定着率を成果指標とすることは困難と考えます。

29

28

成果指標に　地域おこし協力隊の追加
・地域おこし協力隊ののべ隊員数、卒隊後の定着率
＜理由＞
長野県は北海道に次ぐ地域おこし協力隊の人気県であることを、もっと
活かして欲しい。隊員を単なる労働者と捉えず、多様なスキルとキャリ
アを持つ人材と捉え、積極的に活躍の機会を創出して欲しい。

4-4-1　選ばれるまち、住み続けたい・・・
　更埴IC、更埴JCの名称について。いつまで更埴をつけておくのか？
もう変えてもいいですよね！これぞ千曲市だ！と言われるような、千曲
市をよりイメージアップさせるネーミングを早急につけ替えてもらいた
い。いつ実施しますか？
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