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平成３０年度第１回府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

推進協議会会議録（要旨） 

 
■開催日時 平成３０年７月１９日（木） 午後３時～午後４時４８分 
■開催場所 府中市役所北庁舎３階第４会議室 
■出席委員 １２名 
 都留会長、並木副会長、加藤委員、川﨑委員、小出委員、中島委員、      

沼崎委員、堀江委員、森委員、森田委員 
■欠席委員 鬼山委員、鈴木委員 
■出席説明員等 
 遠藤政策総務部長、矢ケ﨑政策課長、岡村政策課副主幹（兼）行政経営担当

副主幹、桜田行政経営担当理事、奥主任 
■傍 聴 者 ０名 
■議事日程 
 １ 開会 
 ２ 確認事項 

  (1) 平成２９年度第３回府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議

会会議録（要旨）について 

 ３ 審議事項 

(1) 具体的な施策・重要業績評価指標（ＫＰＩ）進捗状況の評価について 

（地方創生関連交付金対象事業、対象：平成２８年度） 

(2) 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略の適正な推進に係る答申につ

いて 

 ４ その他 
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■ 会 議 録（要旨） 
 
○会 長 ただいまから、平成３０年度第１回府中市まち・ひと・しごと創生

総合戦略推進協議会を始めます。本日の委員の出席状況を事務局から報告して

ください。 

 

○事務局 （出席状況の報告） 

 

○会 長 傍聴希望について、事務局から状況報告をお願いします。 

 

○事務局 本日の傍聴の状況ですが、前日までにご希望の申出がありませんで

したので、本日は傍聴者なしでございます。 

 

○会 長 それでは、本日は傍聴者なしということになります。 

続いて、本日の配布資料について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 本日配布した資料について説明いたします。 

 

 （配布資料の確認・説明） 

 

【確認事項】 

○会 長 平成２９年度第３回府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協

議会会議録（要旨）について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 まず、資料１の会議録につきましては、３月に開催しました第３回

会議の内容をまとめたものになります。委員の皆様から事前に修正のご連絡は

ありませんでしたので、この内容で公開の手続きを進めさせていただきたいと

思います。 

  

○会 長 ありがとうございました。この内容で了承、公開していくことにな

りますが、よろしいでしょうか。 

 

○委員一同 （了承） 

 

○会 長 それでは、事務局は公開の手続を進めてください。 
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【審議事項】 

〇会 長 それでは続いて、「具体的な施策・重要業績評価指標（ＫＰＩ）進捗

状況の評価について（地方創生関連交付金対象事業、対象：平成２８年度）」で

す。前回の会議では地方創生関連交付金対象事業４事業に対する意見をいただ

くとともに、事務局が作成した補足資料を参考に、委員の皆様から評価票に意

見等を記入していただきました。本日は、最後の会議となりますので、協議会

の評価を確定していきたいと思います。 

それでは、「ラグビーのまち府中推進事業」について、事務局から説明をお願

いします。 

 

○事務局 （ラグビーのまち府中推進事業について説明） 

 

○会 長 委員の皆様から何かご意見等はございますか。 

 

〇会 長 協議会評価の５行目「開発された商品の後追いを行い」の「後追い」

という表現は事後検証という意味だと思いますが、別の意味で捉えられる可能

性がありますので、「商品の検証を行い」という表現に変えたほうがよいと思い

ます。 

 

〇委 員 私が前回の会議で発言していた内容ですが、「検証」より「モニタ  

リング」のほうがよいと思います。 

 

〇会 長 それでは「モニタリング」に変更します。 

 

〇委 員 協議会評価の７行目「今後の目標に向けては、飲食店でラグビーに

関連するメニューを一品加えたりするなど、あまりコストがかからない方法も

検討し」の後の「まちを動かすぐらいの気持ちで取り組む必要があると思う。」

という内容について、文章の前後のつながりがよくないと思いましたので、少

し検討してはいかがでしょうか。 

 「まちを動かす」となるとそれなりのリスクがあると思いましたので、その

場合、コストをかけないなかでも小さな活動を積み上げることを優先したいの

か、または、今後の目標に向けて、まちを動かすぐらいの気持ちで、大胆な活

動を行っていくかのどちらかだと思いますので、この内容を踏まえるとつなが

りがよくないと思います。 

 

〇会 長 「まちを動かすぐらい」の直前までは、私が発言した内容です。平
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成２８年度はお菓子をメインに開発しているわけですが、この事業のために商

品を開発できる企業は限られているため、もう少しハードルが低い手法がある

とよいと思いましたので、「あまりコストがかからない方法も検討し」という表

現になりました。 

 

〇委 員 そのような考えであれば、「まちを動かすぐらい」以降の部分を別に

表現したほうがよいと思います。 

 

〇会 長 それでは、前段は「検討する。」で終わって、後段の「まちを動かす

ぐらい」という表現は最後に設けることでいかがでしょうか。 

 

〇委 員 「まちを動かす」ということは、お菓子では製菓企業などが開発し、

飲食店はメニューに１品加えるなど、それぞれの立場の中でまちを動かすぐら

いの気持ちでやっていくという認識でよろしいでしょうか。 

 

〇会 長 まちを動かすためには様々な形があり、各々が取り組まないといけ

ないと思います。 

 それでは、発言のとおり修正することとします。 

続いて、「中心市街地活性化事業」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 （中心市街地活性化事業について説明） 

 

○会 長 委員の皆様から何かご意見等はございますか。 

 修正なしということでよろしいでしょうか。 

 

〇委員一同 （了承） 

 

〇会 長 次に、「百人一首かるたコンテンツを活用した観光誘客事業」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 （百人一首かるたコンテンツを活用した観光誘客事業について説明） 

 

○会 長 委員の皆様から何かご意見等はございますか。 

 

〇委 員 協議会評価の３行目「大会に合わせて着付けを行うことで」とあり、

着物を想定していると思いますが、着付けという言葉だけだとわかりづらいと
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思います。 

 

〇委 員 漫画「ちはやふる」では袴を着ているので、袴を着てかるたを体験

するイメージで意見を出しました。 

 

〇会 長 女性でも袴でよいのでしょうか。 

 

〇委 員 袴は女性のほうが着ることが多いのではないでしょうか。 

 

〇会 長 それでは、「袴などの着付け」と修正します。 

 また、５行目「実写映画版の続編がある」という未来形の表現になっていま

すが、現時点で既に続編の公開は終わっていますので、過去形にしたほうがよ

いと思います。 

 

〇委 員 続編の公開は３月で終わっていますので、「続編の公開があったの

で」という表現になると思います。 

 また、「ラジオの公開録音」というのはどういうことでしょうか。 

 

〇委 員 数年前にアニメの第１期・第２期の放送に合わせて、出演声優によ

るラジオ番組がネットで配信されました。第３期が２０１９年に放送されるこ

とが決定していますので、第１期・第２期と同様にラジオ番組があれば、府中

市での公開録音を行うことができれば、盛り上がると思います。既に続編の公

開は終わっていますが、アニメはこれからになりますので、記載内容の変更が

必要だと思います。 

 

〇会 長 ラジオの公開録音について、補足したほうがよいと思います。 

 

〇委 員 「アニメーションの続編に合わせて、出演声優によるラジオがある

のであれば、公開録音や、」という表現はいかがでしょうか。 

 

〇委 員 この会議で資料２は確定しますか。 

 

〇会 長 基本的にはこの会議で決定しますが、事実関係を調べないといけな

いことについては、私と副会長、事務局に一任していただくことになります。 

 

〇委 員 ラジオの公開録音は把握できていませんので、担当課への確認をお
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願いしたいと思います。 

 

〇会 長 ラジオの公開録音はトークショーのようなものですか。 

 

〇委 員 ラジオ番組でよくある「お便りコーナー」などを声優がパーソナリ

ティを務めるイメージです。 

 

〇会 長 それでは、「放送されるアニメーションに伴うイベント」という表現

はいかがでしょうか。 

 

〇委 員 問題ありません。 

 

〇会 長 続編の公開は終わっていますので、削除することとします。アニメ

ーションが放送されるのは決定していますか。 

 

〇委 員 ２０１９年に放送されるという情報は得ています。 

 

〇会 長 それでは、「今後予定されているアニメーションの放送に伴う各種イ

ベント」という表現がよいと思います。 

 

〇委 員 実写映画版の公開に合わせてトークショーが開催されましたので、

アニメでも同様のイベントができると効果的だと思います。 

 

〇会 長 アニメの放送について、後日事実関係を確認することとします。 

 

〇委 員 続編が公開されましたが、府中市内の映像は２か所だけでした。公

開に合わせて、スタンプラリーを実施しましたが、今後の展開が非常に苦しい

と考えます。 

また、６行目「ＱＲを使った「ちはやふる」版スタンプラリーなどのタイア

ップ」というのはどういうことでしょうか。 

 

〇会 長 スタンプラリーは観光誘客につながる取組であり、市外から府中市

に来てもらうための手段の一つだと思います。スタンプラリーが既に実施され

ていますので、その内容は記載しないほうがよいと思います。 

 

〇委 員 「続編の公開に伴うイベントを実施すべきである。」という表現はい
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かがでしょうか。 

 

〇委 員 続編の公開にこだわる必要はあるのでしょうか。漫画「ちはやふる」

では、主人公の幼少期に府中市での生活に触れられているので、その場所をス

タンプラリーのポイントにするとよいと思います。 

 

〇会 長 「スタンプラリー」という表現はせず、スタンプラリーも含まれる

表現にしたらどうでしょうか。 

 

〇委 員 そのような表現でよいと思います。 

 

〇会 長 内容については、事実関係の確認も含めて、私と副会長、事務局に

一任していただいてよろしいでしょうか。 

 

〇委員一同 （了承） 

 

〇会 長 ９行目「これを契機として「百人一首かるた」としてのまちづくり

を本格的に進める具体策を講じるべきだと思う。」という部分は重要だと思いま

す。野球でいう甲子園みたいに、全国大会を開催している場所は大津市でしょ

うか。 

 

〇委 員 近江神宮です。お正月に大会が開催されて聖地になっています。 

 

〇会 長 例えば、府中市が聖地を目指すと面白いと思います。 

 

〇委 員 ９行目「「百人一首かるた」としてのまちづくり」という表現より、

「「百人一首かるた」を活かしたまちづくり」のほうがよいと思います。 

 また、全体的に語尾が「～と思う」が多いので修正したほうがよいと思いま

す。 

 

〇会 長 例えば、「～と思う」を「～と考えられる」に置き換えるのはいかが

でしょうか。 

 

〇委 員 評価票を作成する際に、個人の意見をまとめましたので、「～と思う」

という表現になったと思います。例えば、「タイアップを検討してもよいと思

う。」ではなく、「タイアップの検討が必要である。」などの表現がよいと思いま



 8

す。 

 

〇会 長 内容については私と副会長、事務局に一任していただいてよろしい

でしょうか。 

 

〇委員一同 （了承） 

 

〇会 長 次に、「市有財産の活用による中心市街地活性化に向けたまちづくり

推進事業」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 （市有財産の活用による中心市街地活性化に向けたまちづくり推進

事業について説明） 

 

〇会 長 この事業についても語尾の表現を修正します。委員の皆様からご意

見等はございますか。 

 

〇委 員 グリーンプラザの敷地活用方針が公表されたと思いますが、事務局

から現状の説明をお願いします。 

 

〇事務局 府中グリーンプラザにつきましては、敷地活用方針を既にホームペ

ージで公表しておりまして、敷地を活用する業者が決定しており、スターツコ

ーポレーション株式会社でございます。今後はグリーンプラザを解体しまして、

宿泊機能と市民の方が集える共有スペースを設ける予定でおります。また、ふ

れあい会館につきましては、現在敷地の活用について検討しているところでご

ざいます。 

 

〇委 員 協議会評価の中で「マンション建設」の記載がありますが、事務局

から説明があったとおり、グリーンプラザは活用方法が決まっていますが、ふ

れあい会館は決まっていません。グリーンプラザはマンション建設を行わない

ので、評価の時点をいつにするかによって、記載内容が異なると思います。 

 

〇会 長 担当課の進捗状況評価で記載されているとおり、ふれあい会館につ

いては、敷地の活用方針が決まっていないとのことでした。仮に、ふれあい会

館の敷地でマンション建設を行う場合、「学区内小学校の教室不足の現状や、マ

ンション建設に伴う児童等の人数の増加などを検証する」と記載されているの

で、明らかに懸念をもっていると思います。そもそも、人口を増やし、地域を
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活性化させることが、このまち・ひと・しごと創生総合戦略の重要な柱である

にも関わらず、後ろ向きの懸念があるのはおかしいのではないかという意味で

記載しています。これは、マンション建設ではないことが明らかになっている

のであれば、この最後の文章の意味はなくなるわけですが、現状ではわからな

いと担当課は記載しているので、こういう意見にならざるを得ないと思います。 

 

〇委 員 「しかし」以下の記載内容を変えたほうがよいと思います。急速な

人口増加が起こった際には、生活に影響があることを行政としては考えないと

いけないので、むしろ丁寧な対応をしていると思います。「しかし」以下の記載

内容について、「懸念されるので、その影響をしっかり検証することが必要であ

る」という表現であれば、後ろ向きの表現ではないと思います。 

 

〇会 長 例えば、都心部では湾岸地域のタワーマンションの急増により、小

学校が足りなくなっています。しかし、将来人口は減っていくので、学校を他

の施設に転用可能な形で建設しています。また、既に地域間競争の時代に入っ

ていますので、市内に来てくれることはよいことであり、行政として色々なこ

とをやらないといけないという意味では理解できます。 

 

〇委 員 検証した結果、やめるということではなく、前もって計画的に対応

していくという意味で考えていましたが、拡大解釈されないような内容に変更

したほうがよいと思います。 

 

〇会 長 ふれあい会館は、サウンディング型市場調査において分譲マンショ

ンの提案が多かったので、少し表現を和らげて「十分に検証を行ってほしい」

と表現するのはいかがでしょうか。 

 

〇委 員 「分譲マンションの建設を行うのであれば」という仮定の下で、「丁

寧な検証の上で熟考することが必要である」という表現がよいと思います。 

 

〇会 長 大事な問題なので、私と副会長、事務局に一任ではなく、この会議

で同意した上で修正したいと思います。 

  

〇委 員 担当課としては、教室が足りなくなると、マンションを建設させな

いのではなく、学校を増やす対策をしていくと思います。 

また、記載内容の１つ目と３つ目はＫＰＩ①に関連し、２つ目はＫＰＩ②及

び③に関連する内容なので、順番を入れ替えたほうがよいと思います。 
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〇委 員 「～が懸念される」というのは個人の主観が入っている気がします。

マンション建設に伴い、児童の数が増えて、学校の教室不足が起こることは間

違いないので、それに対して対策をすべきであるということを伝えればよいと

思います。 

 

〇会 長 問題に対する対策をしっかり行うべきだということだと思いますが、

例えば、市有財産の活用による中心市街地活性化に向けて、２つの方法がある

と思います。1つ目はグリーンプラザの敷地の活用方法としてホテルがあれば中

心市街地の活性化に役立つと思います。一方で、ふれあい会館のようにサウン

ディング型市場調査では分譲マンションを建設するという提案が多いことにつ

いて、土地の売却を市が行うことにより、マンション建設に伴う児童等の人数

の増加などが懸念されることに対して、「整合性が取れていない」という表現は

せず、問題に対してしっかりとした対策を取っていくという表現でよろしいで

しょうか。 

 

〇委 員 この内容であれば、誤解されない内容になると思います。 

 

〇会 長 最終的な記載内容は一任していただくこととし、対策をしっかり立

てていくという表現で修正します。 

 

〇委 員 対策を取ることにより、整合性は取れると思います。 

 

〇委 員 マンション建設により、一時的に児童数が増加しますが、将来的に

小学校を使わなくなる可能性がありますので、その次のビジョンとしてどのよ

うに使っていくのか、対策を考えてほしいと思います。 

 

〇会 長 それでは、後日修正内容を送付しますので、委員の皆様にはその内

容を確認していただきたいと思います。 

 次に、「府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略の適正な推進に係る答申につ

いて」、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 （府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略の適正な推進に係る答申

について説明） 

 

〇会 長 何かご意見があればいただきたいのですが、平成２７年度及び２８
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年度の評価票は既にホームページで公開されており、平成２８年度地方創生関

連交付金事業の評価票については修正を行いますが、その他についていかがで

しょうか。 

 修正なしでよろしいでしょうか。 

 

〇委員一同 （了承） 

 

〇会 長 この内容で確定して市長に答申したいと思います。 

 

【その他】 

○会 長 本日が最後の会議になりますので、委員の皆様から、会議の感想等、

一言ずつお願いします。 

 

 （各委員から一言） 

 

〇会 長 事務局からは何かありますか。 

 

○事務局 事務局から２点ご連絡させていただきます。 

 １点目は、先ほど、ご議論いただきました答申でございますが、８月８日（水）

午後４時３０分より市役所３階市長公室におきまして、市長に答申書を提出す

る予定ですので、都合のつく方は、事務局までご連絡いただければと思います。 

２点目は、本日の会議を持ちまして、委員の皆様の任期は満了となりますが、

総合戦略の計画期間は平成３１年度までとなりますので、本市といたしまして

は、今後も府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会で総合戦略の進

行管理を行ってまいりたいと考えておりますので、後日、選出母体に推薦の依

頼をさせていただきますのでご承知おきいただければと思います。 

 また、本日が最後の会議となりますので、事務局を代表しまして、政策総務

部長からご挨拶申しあげます。 

 

〇政策総務部長 本日は、委員の皆様の任期のなかで最後の会議となりますの

で、私からご挨拶申しあげます。都留会長、並木副会長をはじめ、委員の皆様

には、平成２７年７月２９日の第１回協議会以来、約３年にわたりまして、府

中市人口ビジョン及び府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略案の策定や、総

合戦略の進行管理について、大変熱心にご議論をいただき、深く感謝しており

ます。本日ご議論いただいた答申書を後日市長に提出していただく予定ですが、

その内容をもとに、本協議会の評価を今後の総合戦略の進行管理に反映し、計
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画期間内において確実な成果を達成すべく取り組んでまいります。委員の皆様

には、今後も引き続き、様々な形で市政運営にご指導ご鞭撻をいただきますよ

う心からお願い申しあげます。また、会長・副会長をはじめ、委員の皆様方の

ご健勝とご活躍を祈念いたしまして、御礼の挨拶とさせていただきます。 

 

○会 長 以上をもちまして、平成３０年度第１回府中市まち・ひと・しごと

創生総合戦略推進協議会を閉会いたします。委員の皆様、お疲れ様でした。 


