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第１回土浦市まち・ひと・しごと創生有識者会議 議事録 

 

 

●日 時：平成 27年 7月 2日（木） 13：30～16：00 

●場 所：土浦市役所 第２会議室 

●出 席 者： 

［有識者会議委員（19名）］ 

大澤委員、山本委員、横山委員、矢口委員、吉田委員、田口委員、眞山委員、塚﨑委員、 

古宇田委員、小野委員、齊藤委員、石川委員、椎名委員、菅谷委員、久保田（利）委員、 

飛田委員、豊田委員、則安委員、久保田（博）委員［前田委員代理］ 

［土浦市（13名）］ 

中川 市長、五頭 副市長、小泉 副市長、井坂 教育長、塚本 市長公室長、日高 総務部長、 

瀬尾 保健福祉部長、神立 産業部長、木村 建設部長、久保谷 都市整備部長、湯原 教育部長、 

宇都野 消防長、中村 議会事務局長 

●事 務 局：船沢 参事兼政策企画課長、山口 主任政策員、佐々木政策員、藤田政策員（主査） 

●配布資料： 

資料１ まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」 

資料２ 土浦市まち・ひと・しごと創生策定体制 

資料３ 土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案） 

資料４ アンケート概要 

資料５ 土浦市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」及び「総合戦略」策定スケジュール（案） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１．開会 

 

２．市長あいさつ 

・人口減少・超高齢社会の到来に対して、我が国全体でどのように対応していくのかが問われてい

る。 

・国では、今後の「地方創生」の推進のための組織として「まち・ひと・しごと創生本部」を設置

し、「人口１億人の維持」、「東京一極集中の是正」等を柱とした、「まち・ひと・しごと創生長期

ビジョン」及び「同 総合戦略」を、昨年 12月に閣議決定した。 

・本市でも、本年 2月に「土浦市まち・ひと・しごと創生本部」を発足させ、これまで 2回の議論

を通じて、本市における人口動態等の現状分析や、これらを踏まえた人口ビジョンの検討を実施

してきた。 

・本市では、第 7次総合計画において、平成 29年時点で 145,000人の人口を維持する目標を掲げ、

少子化対策や地域活性化、中心市街地活性化などに取り組んできたとことであるが、なかなか人

口減少を食い止めるには至っていない状況である。 
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・昨今の「地方創生」の動きは、本市の将来的な更なる飛躍の絶好の機会だと考えている。自分自

身のみならず、次の世代を含めた大きな課題として認識し、実効性のある戦略策定に向けたご意

見を頂戴したい。 

 

３．委員長及び副委員長選出 

（１）委員紹介 

＝＝＝事務局より各委員の名前を読み上げ紹介＝＝＝ 

（２）まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱 

＝＝＝事務局より設置要綱概要を説明＝＝＝ 

（３）委員長及び副委員長選出 

・委員より、議長一任の声あり。 

・中川市長より、委員長として大澤委員、副委員長として横山委員を推薦。 

・満場一致で承認。 

（４）委員長挨拶 

・検討のポイントは、①目標としての人口水準、②目標人口実現のための施策、の２つ。 

・明確な数値目標としての「人口」を検討し、これを実現するために、論理的な根拠・裏付けの

ある施策検討を進めていきたい。 

・そのためには、各委員の専門的見地からの意見が重要となるので、ご協力をお願いしたい。 

（５）副委員長挨拶 

・委員長の挨拶にもあったとおり、一定の根拠・裏付けのある施策の検討は重要。 

・一方で、必ずしもデータ等に縛られすぎずに議論を進めていきたい。 

 

 

４．国のまち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」について 

＝＝＝資料１に基づき事務局より説明＝＝＝ 

【委員】 

・資料１の p.5 に転出入超過数のデータがあるが、このデータ区分でいうと土浦市は「東京圏」

に含まれるのか。 

【事務局】 

・本市は「東京圏」には含まれていない。データ区分でいえば「他道県」に含まれている。 
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５．議事 

（１）土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）について 

＝＝＝資料３に基づき事務局より説明＝＝＝ 

【委員】 

・人口を増やすためには、前提条件として婚姻率を高めることが必要と考える。そのためには、

市民（未婚者）の「結婚に対する願望」と「実際の婚姻状況」との差を確認し、その要因分析・

把握を行うことが必要である。こうしたデータは、市で把握できているか。 

【事務局】 

・現在実施中の大学生・高校生アンケートで、結婚に対する意向を確認する設問を設けている。

アンケート結果がまとまり次第、資料として提出する。 

【委員】 

・大学生・高校生では、年齢が若すぎる。現在適齢期にある方等にも、是非確認していただきた

い。 

【委員長】 

・全国の傾向との比較などもできると良い。 

 

【委員】 

・資料内で整理されているデータについて、市町村合併による影響等が加味されているのか。 

【事務局】 

・合併以前のデータについては、旧土浦市、旧新治村を合算して整理している。 

 

【委員】 

・年齢別の社会移動の状況でも触れられていたが、結婚（や、それ以降の出産・住宅購入等）を

きっかけとして市外への転出がある状況だとすると、なかなか市内の人の婚姻率を上昇させる

ことは難しいと感じている。 

【事務局】 

・転出者に対するアンケート調査で、転出した理由を確認することとしており、結果を踏まえた

分析を行っていきたい。 

 

【委員】 

・資料 p.30に記載せれている「人口変化が地域に与える影響」は、その多くが既に現出している。

例えば空き家なども既に多く発生しているが、こうした課題に対してこれまでにどのような対

策を行ってきているのか。 

【事務局】 

・総合計画に基づき、様々な対策を実施してきている。 

・例えば、空き家については、空き家の実態調査を実施し、空き家に関する条例制定を行ってき

た。今後は、この条例に基づいた対応を進めていく予定である。 
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【委員】 

・資料 p.11に合計特殊出生率の状況が整理されているが、土浦市において合計特殊出生率が低下

してきた要因分析を丁寧に行う必要がある。 

・出生率低下の要因は、「未婚率の上昇」と「夫婦の出産力の低下」の 2つに大別される。「未婚

率上昇」をさらに分解すれば、「晩婚化」と「非婚化」ということになるが、こうした整理を通

じて、「産みたいのに産めない」という状況がどの層で発生しているのか、例えば、世帯の雇用

状況との関係などについて分析する必要がある。 

・国全体で言えば、まず「晩婚化」の影響が大きく、時間の経過とともにこれが「非婚化」へと

移行し、現在では「夫婦の出産力の低下」も顕在化してきている。 

【事務局】 

・アンケート調査でも、「希望する子どもの数」は確認する。その他、整理・分析できるデータ等

がないか確認する。 

 

【委員】 

・資料 p.30 で、「人口減少により消費の低迷、経済力の低下が懸念される」旨の記載があるが、

消費の低迷はともかくとして、経済力の低下は、必ずしも人口減少が主因となってもたらされ

るものではない。表現の工夫をお願いしたい。 

・また、転出層に対しては、本市の評価（満足度等）の把握・分析を行ってほしい。 

【事務局】 

・資料内の表現については、国等の整理内容を含め調整・検討したい。 

・市民の満足度調査は 2年前に実施しており、これを活用した分析も行いたい。 

 

【委員】 

・p.18にあるように、土浦市も自然減・社会減の双方が発生しており、負のスパイラルに陥る懸

念がある。 

・こうした人口動態については、日本全体として資本主義社会の進展に伴う価値観の変化の影響

が大きいのではないかと感じている。 

・「地域間競争」が言われて久しいが、土浦市ではこれを勝ち抜いてこれなかった、ということの

表れかもしれない。 

【事務局】 

・地域間競争という点では、今まさに議論をお願いしている「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

もその 1つ。他地域に見劣りすることがないように、周辺の状況等もよく確認しながら策定を

進めていきたい。 

 

【委員】 

・資料 p.25から、いろいろな人口推計のシミュレーションが行われているが、この仮定条件の設

定には何か根拠があるのか。 
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【事務局】 

・本シミュレーションは、国が市町村向けに提示している「ガイドライン」に則って整理したも

のである。 

 

【委員】 

・6次化産業やロボット産業などの新しい産業についても、目を向けていく必要がある。 

 

【委員】 

・なかなか難しい問題だとは思うが、子どものうちから「子どもを持つことの楽しさ」、「家族と

は」といった価値観を育んでいくことも必要ではないか。 

 

【委員】 

・これまでの経験から、幼稚園入園等に対する経済的支援のあり方を、もう一度検証・整理して

みる必要があると感じている。 

・例えば、現在の就園助成金では、ある一定の所得水準を境として、助成を受けることができる

世帯、できない世帯が生じてしまうが、もう少し段階的な制度設計についても検討余地がある

のではないか。特に助成を受けることができない世帯には、「子どもを産んでも何の助成を受け

られない」という意識が蔓延しているように感じる。 

【事務局】 

・子どもを産み、育てやすい環境をどのようにして創っていくかは、大きな検討課題と認識して

いる。 

 

【委員】 

・保育園児の母親は若い世代が多く、子育てと仕事の両立に大変苦労している。保育園（所）と

しては、一人でも多くの人が子どもを産める環境を提供したいと思い、「第 2 の家庭」という

意識で取り組んでいる。 

・保護者に安心して働いてもらうために、どのような保育を提供すればいいのか日々勉強してい

るが、保護者世代が若いこともあり、十分なコミュニケーションをとることが難しいこともあ

る。 

・保育に対する要望・声としては、「保育料が高い」、「保育所（園）に入園できない」といったも

のや、龍ケ崎市との比較から「病後児保育」に対する意見がよく聞かれる。 

【事務局】 

・他の市町村と比較して、保育料が高いといこうとはない、と認識している。また、本市では、

年度当初ベースでは待機児童はゼロとなっている。 

・病後児保育については、本市ではファミリーサポートセンターで対応できるようにした。 

 

【委員】 

・人材が定住することが、最も大事なことだと感じている。そのためには、ヒトが土浦市に魅力
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を感じることができるような取組・アイディアを、自由なスタンスで議論していくことが大切

である。 

・例えば、少子化問題や出生率向上といった課題は、これまでにもいろいろな取組がなされてき

たと思うが、なかなか直接的な打開策が生まれていないのが現状である。ここに集まっている

委員や行政の方が輪になって、自由な視点で議論していくことで何かを見出せるとよい。 

・常磐線が品川駅まで延伸されるなど、大きな環境の変化もみられた。こうした機会をとらえ、

若い女性に土浦市を魅力的に感じてもらうにはどうすればよいか、インパクトのある議論をし

ていきたい。 

 

【委員】 

・資料に整理されているような、本市にとってプラスに作用している人口（社会）動態の状況に

ついて、このような状況がなぜ発生しているのか、その理由が「土浦市の魅力」として活用で

きるのではないか。 

・新治地区では、小中一貫教育学校整備の検討が進められてきたが、地区住民からは「小中一貫

校ができるのなら、ここに住み続けたい」という声もある。当地区の若い世代はアパート住ま

いの方が多い状況にあるが、「継続して居住したい」という若い世代の声に応えることができる

ような取り組みを検討していただきたい。 

 

【委員】 

・資料には年齢や性別、地域間といった区分で社会動態の状況が整理されているが、結婚や出産、

住宅購入といった「ライフイベント」を切り口とした分析があるとよい。 

 

【委員】 

・定住人口の増加が大きな柱になるのだろうが、一方で、交流人口の増加の視点も併せ持つこと

が必要である。土浦市に訪れたことを 1つのきっかけとして、定住につながっていくことも考

えられる。観光等の状況についても分析いただきたい。 

 

【委員】 

・都心では、かなり出生率が低迷している。その要因として、都心は子どもを産み・育てにくい

環境にあると言われている。土浦市もやや低い水準にあるようだが、医療環境などの面で子ど

もを産み・育てにくい環境になってしまってはいないか。 

【事務局】 

・産婦人科や小児科に特化したデータではないが、土浦市の人口 10 万人当たりの病院・診療所

の数は、茨城県内でも有数であり、周辺との比較で言えば、より充実した医療環境があるもの

と認識している。 

 

【委員】 

・出生率の低下は、独身女性が増加していることと関連が強いのではないか。 
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・現在の若い世代においては、「結婚は面倒くさい」、「現状の生活で十分満足」といった意向も増

加していると思われる。こうした考え方は、個人の価値観として尊重されるべきものではある

が、出会いの場づくり等を通じた支援を行っていけると良い。 

 

【委員】 

・40歳を過ぎると、結婚そのものが「面倒くさいもの」になってしまう傾向を感じる。 

・出産や子育てに対する経済的な負担が大きすぎることが、非婚化や少子化の要因となっている

のではないか。 

 

【委員】 

・子どもを増やすにはどうすればいいか、を考えていくことが重要と考えている。そのための 1

つとして、特に市内の小規模事業者などにおける育児休暇等の導入促進や取得支援が必要と感

じている。現状ではどのような状況にあるのか、データ等があれば提供いただきたい。 

 

【委員】 

・資料 p.4 や p.9～10 のデータで分かるとおり、同じ土浦市内といっても、地区ごとに大きく様

相が異なっている。 

・こうした点で言えば、社会移動の状況や合計特殊出生率データなども、地区別に整理して特徴

を把握できると良い。 

 

【委員】 

・資料 p.36 の基本方針２にやや疑問を感じている。この方針がダメなわけではないが、20 歳代

後半～30 歳代における転出超過の解消を目指すという論拠が少し弱いと感じる。資料 p.14 に

ある年齢別の社会移動の状況を論拠としているのだと思うが、女性についてはそこまでの傾向

がみられず、基本方針２に結び付ける説明がつかない。 

・加えて、表現の問題ではあるが、記載にあるような 20歳代後半～30 歳代は「青年」とは言わ

ない。少し表現を工夫して欲しい。 

 

【委員】 

・今後の議論になるのかもしれないが、資料 p.36の基本方針を、もう少し具体的に、どのような

魅力づくりをしていけば良いかを含めて議論する必要がある。 

・これまでの議論では、どちらかというと結婚や出産、子育てといった話が多かったが、高齢者

についても何らかの議論をしていくことが必要である。 

【事務局】 

・具体的な取組については、今後議論を行っていきたい。 

・高齢者についても、アクティブシニアと呼ばれるような方々を中心に、検討を進めていきたい。 

 

【委員】 



8 

・茨城県でも、現在、同様に人口ビジョン・総合戦略の策定を進めている。土浦市とも連携を図

りながら、検討を進めていきたい。 

 

【委員長】 

・本日の意見や要望として挙げられたデータ等については、なるべく準備して次回以降の資料に

入れてほしい。 

 

（２）その他 

・今後の進め方、及びスケジュール等について事務局より案内。 

 

以 上 


