
稲敷市パブリックコメント実施結果報告書 

 

平成２７年１０月 ８ 日 

 

施策等の名称 
いなしきに住みたくなっちゃう❤プラン 

「稲敷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」 
№ １ 

実 施 期 間 平成２７年 ９ 月１８日 ～ 平成２７年１０月 ７ 日 

提 出 日 平成２７年 ９ 月２６日 

意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

稲敷市民の流出が止まらず、移住者が

少ないのは、稲敷に魅力がない、魅力が

感じられないからである。 

今回の「総合戦略」では、その面での

徹底した分析がない。そのことから総花

的で細々した政策が羅列されているだけ

で、抜本的な解決先が提示されていない。 

まず、本社機能を移転する企業に「3000

万円の補助」と謳っているが、その程度

の金額では多人数の雇用に結びつく業種

の企業が移転してくると考えるのは妄想

に近いし、そもそも人口減が続く地方に

魅力を感じる企業は少ないのではない

か。 

しかし、新たな雇用を創出し、市民の

働く場を確保しなければ人口流出が止ま

らないのも事実であるので、まず市自ら

が企業用地のインフラを整備し、企業が

出店、移転しやすい環境を作り、その上

で、補助金や税制面での優遇措置を充

実・拡大していくことが重要と考える。 

また、圏央道を活用した広域的な公共

交通網の整備も早急に進める必要があ

る。企業の誘致が進まない、あるいは人

口流出が止まらないのは、稲敷から近隣

市町村や首都圏に通じる公共交通機関が

あまりにも脆弱であり、「不便さ」を感じ

ることが大きな要因であると考える。予

柱となる重要施策を絞って事業を実施するべきとい

うご意見でございますが、「しごと」が「ひと」を呼び、

「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環の確立を目指

すことを念頭に置き、ハードとソフトの両面をパッケ

ージ化した施策を検討いたしました。 

本社機能移転の優遇制度につきましても、その企業

にお勤めになる「従業員」の居住や暮らし等について

も併せて支援する制度を構築することで、他の自治体

との差別化を図っております。 

また、延伸した圏央道の波及効果を的確にとらえ、

圏央道を活用した広域的な事業について、今回の施策

に挙げております。 

頂きましたご意見に関しましては、今後の事業推進

やプランの見直しを含め、参考にさせていただきたい

と存じます。 

 



算がないという理由で「撤退」や「縮小」

を余儀なくされていることは理解する

が、それでは政治ではない。他の市町村

では、逆にバスの本数を増加したり、停

留所に限らずどこでも乗車可能にするな

ど、利便性を向上させることで、収益率

を向上させたという事例もあるので、参

考にすべきである。 

他は紙面の関係で省略するが、とにか

く今回の「総合戦略」は、「応援」「拡充」

「推進」「活性化」など美辞麗句が羅列さ

れているが、まず柱となる重要政策を数

本に絞って市の人的、物的、金銭的資源

を集中的に投入していかないと、稲敷市

はますます活力を失い「夕張」の２の枚

になる恐れがあると危惧する。 

 

  



稲敷市パブリックコメント実施結果報告書 

 

平成２７年１０月 ８ 日 

 

施策等の名称 
いなしきに住みたくなっちゃう❤プラン 

「稲敷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」 
№ ２ 

実 施 期 間 平成２７年 ９ 月１８日 ～ 平成２７年１０月 ７ 日 

提 出 日 平成２７年 ９ 月３０日 

意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

全体的な意見 

現在全国的に人口減少傾向がある中、

各自治体も人を集めることに躍起になっ

ています。 

他の自治体と人集めの競争をしている

といってもいいと思います。この状況で

まず自治体がしなければいけないこと

は、制度の充実、補助金額の増加もそう

ですが、それでは自治体の運営が厳しく

なる一方だと思います。もちろんあった

方が嬉しいですが、それ目的で人は集ま

らないということです。今後の自治体は

企業としての心構えを持ち、現在住んで

いる人々をここに住んでくれている「お

客様」という目線で考えるべきだと思い

ます。 

つまり、役場に来てくれるお客様には

笑顔で接客し、お客様へ広報という名の

チラシを配り、お客様が住みやすい環境

を整えるということです。今まで通り考

え方では他の自治体への流動化は避けら

れません。だからこそお客様の声を拾い、

そしてもっと住民へ危機感を煽り、住民

参加型の素案を作らなければならないと

思います。 

 

追加素案 

①子供憩いの場 

ご意見のございましたとおり、様々な施策を実施し

人を呼び込むことも確かに人口減少に歯止めをかける

には効果的であると考えておりますが、当市としまし

ても、現在住んでいる市民の皆様や企業に対する応援

も重要と考えており、支援する施策を盛り込んでおり

ます。 

①のご提案につきましては、閉校後の利活用につい

ては、今後、稲敷市公共施設再編方針及び学校跡地等

利活用計画に基づき、ご意見を参考にしながら有効に

活用していきたいと存じます。 

②のご提案につきましては、情報発信の仕方と方法、

見せ方を検討し行っていくことは非常に重要なことと

考えております。当市としましても、「フェイスブック」

による情報発信は有効なものと捉えており、当市の地

域おこし協力隊や職員（地域情報発信の社会実験段階）

によって、内外からの視点で様々な稲敷市の魅力を発

信しているところでございます。 

今後はシティプロモーション推進室の設置を予定し

ており、ＳＮＳ等を活用しながら情報発信していく体

制の強化を盛り込ませていただいております。 

③のご提案につきましては、当市のよさを理解し、

また発展を願い郷土愛を深める施策として、若い世代

の方（小学校～高校生）を対象に「ふるさと学習推進

事業」として、「ふるさと学習」を来年度より取り入れ

ることを盛り込んでおります。 

④のご提案につきましては、テレビ等のメディア等

の活用を含め、ご意見を参考にさせていただき、今後

も引き続き、婚活をサポートできる効果的な施策を検



廃校が決定している 2 校の今後の使い

方はもう決定しているのでしょうか？廃

校になったあとの小学校の使い方は問題

になっていますが、基本的には地域の憩

いの場、もしくは民泊施設など様々あり

ます。稲敷市の状況を考えると運動施設

などにせず、無料のドックランや子供の

憩いの場として使ったりするのがいいか

と思います。この場合、子供と一緒に食

事が出来るカフェやレストランがあれ

ば、他の施設と差別化出来、利用客も増

えると思います。 

②SNS 

自治体で実施している SNS はまだ少数

ですが、将来的にはほぼどの自治体も実

施すると思います。稲敷市に住む人への

発信は広報などチラシがありますが、日

本、世界に発信するならば断然フェイス

ブックです。昔のように待っているだけ

では人はきません。自ら発信し、また住

民の方へ情報をリアルタイムで公開する

ことで迅速な対応ができると思います 

。 

しかし、フェイスブックを立ち上げて

も、いいねが集まらない、内容がつまら

なくても意味がありません。フェイスブ

ックの運営は難しいものがあるので、他

の自治体、企業を参考にし、場合によっ

ては企業と協力して運営した方がいいと

思います。(佐賀県武雄市がとても良いで

す) 

③学校教育に盛り込む 

若い世代の転出が目立つことから、学

校教育の中に地域と密接に関わる授業が

あった方がいいと思います。地域をもっ

と愛してくれる若者が増えれば、地元に

戻ってきたいと思う人も増えると思いま

す。 

④結婚促進 

特に男性の未婚率が増加傾向なのは、

討していきたいと考えております。 

⑤のご提案につきましては、現在、稲敷ふれあい座

談会、「市長への手紙」やメール等で市民の皆様からの

ご意見・ご要望を頂戴しております。 

今後、さらにご意見を頂戴できるよう、広く市民の

皆さまの声を施策に反映できるよう検討していきたい

と考えております。 

頂きましたご意見に関しましては、今後の事業推進

やプランの見直しを含め、参考にさせていただきたい

と存じます。 



男性が地元の工場などで勤務し、女性と

知り合う機会が少ないということも要因

だと思います。某テレビ番組のお見合い

大作戦などテレビ番組の力を借りること

も視野に入れ、街コンも大々的に行うべ

きだと思います。 

ただチラシを役場やショッピングセン

ターに貼るだけではなく、先ほど言った

SNS に全面に押し出すなど、力を入れて

いくべきです。 

⑤住民参加型意見交換会 

こういった意見を言ってくれる住民は

他にもいると思います。もっと住民が意

見を言える場所があるべきです。今の時

代、役場の不満、行政の不満も SNS を通

じて全世界に発信され、そのような意見

が広がれば自治体のイメージダウンにも

なりかねません。全ての不満や意見を聞

くことは難しいですが、自治体だけが全

てを担うのではなく、住民にも協力して

もらうなども考慮しながら交換会を実施

するべきだと思います 

 

最後に 

不満や意見を言ってくれる方は貴重な

存在です。声を貰ってないがしろにされ

れば人は離れていきます。(企業がまさし

くそうです) そして貰った声を検討中な

り、実行しているなどの情報公開をすぐ

に行うことも必ず必要です。 

以上の意見の中には行き過ぎた意見な

どもあり、不快なこともあったかと思い

ますが、これから子供が成長する街を豊

かにしたいと切に思っています。以上の

ことをぜひ考慮し、今後の自治体運営に

役立てていただければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

  



稲敷市パブリックコメント実施結果報告書 

 

平成２７年１０月 ８ 日 

 

施策等の名称 
いなしきに住みたくなっちゃう❤プラン 

「稲敷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」 
№ ３ 

実 施 期 間 平成２７年 ９ 月１８日 ～ 平成２７年１０月 ７ 日 

提 出 日 平成２７年１０月 ５ 日 

意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

稲敷市（旧江戸崎町）で育った者とし

て、稲敷市の人口ビジョン・総合戦略に

大いに期待しております。「素案」に目を

通しての所感をお送りいたします。 

稲敷市の魅力を訴えるターゲットを

「子育て家族」にもっと重きを置いては

如何でしょうか。保育園・こども園から

小中学校に通う子供（幼児～初等教育）

育成環境を周辺の市町村に比べて、格段

に魅力的に整備します。 

差別化の視点としては、高所得者層（～

教育熱心な家族層）を引き付ける環境整

備＝小学校で例えれば全国統一テストで

全国 No１の好成績をたたき出す小学校を

整備する、というのは如何でしょうか。 

さらに、自然が豊かな地域ですので、

自然共生型の教育も充実できます。この

ターゲット層は、市内に在住することが

必須ですから、＜移住定住＞戦略にある

若い方々への支援とリンクします。「子育

て家族団地」などを整備しては如何でし

ょうか。 

また、このターゲット層は、共働きが

きわめて多い層ですから＜子育て＞戦略

にある待機児童ゼロは当然であり、好ま

しくは市内循環送迎バスを（数便／日）

整備したい。共働きの娘夫婦が保育園の

送り迎えや児童クラブのお迎えに苦労し

ご意見にございました「子育て家族」に重きを置い

てはどうかについてでございますが、当市としまして

も非常に重要な分野と考えており、重点施策プロジェ

クト「稲敷市ずっと子育て応援プロジェクト」として、

赤ちゃん誕生から大学を卒業する２２年間、経済的支

援を含めた様々な施策や、他自治体との差別化を図る

ため、豊かな自然を生かした体験学習含め稲敷らしい

施策を盛り込ませていただきました。 

魅力的な育成環境及び「子育て家族団地」の整備に

つきましては、とても貴重なご意見と考えており、今

後の事業推進に参考にさせていただきたいと存じま

す。 

また、市内循環送迎バスの整備についてでございま

すが、市内でお子様を安心して子育てをしていただく

ためには不可欠な事柄と考えております。当市といた

しましても、現在、一部の保育園を除き送迎の実施、

児童クラブについてもお預かりする時間を延長するな

どの対応を行っております。 

今後も各家庭の就労形態による対応等について、よ

り子育て応援ができるよう検討を行っていきたいと考

えております。 

頂きましたご意見に関しましては、今後の事業推進

やプランの見直しを含め、参考にさせていただきたい

と存じます。 



ているのを見ると、送迎バスが複数便あ

ると大いに助かると思います。 

 

 


