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はじめに 

 

 佐倉市は昭和４９年に策定した「第一次佐倉市総合計画」以来、歴史、自然、文化とい

うものに力を入れて「全ての人に優しく、活力あるまちづくり」を目標にしてきた。 

 

しかしながら、近隣に国際空港を所有する成田市や東洋経済が発表する「住みよさラン

キング」において６年連続、日本で一番住みやすい自治体に選ばれた印西市、ニュータウ

ン開発が進む八千代市、子育て日本一を目指すと宣言した四街道市と魅力のある自治体が

増加したこともあり、平成２３年度以降、佐倉市の総人口が減少に転じ、特に若者世代の

転出が顕著になった。そのため定住人口の維持、交流人口の増加、選ばれるまちづくりと

いうものを重視する必要性が出てきた。 

 

さらに平成１８年には市内の大型工業団地の製造品出荷額は４６８５億円であったが平

成２４年には２５４２億円と半分近くまで落ち込んでいる。商業では近隣市に大型ショッ

ピングモールなどが相次いでオープンし、車で買い物をするスタイルが浸透してきたこと

などもあり、駅前の商店街や商業施設の撤退が相次いで始まり、それに相応して、中心市

街地の空洞化も促進されていった。 

また、駅からバスで通えるベッドタウンとして開発された市内各所の郊外大型住宅団地で

は、住民の少子高齢化により若者が転出し地域から活力が失われている。そして施設の老

朽化によりオールドタウン化も進むという問題点も浮き彫りになりつつある。地方創生の

取り組みでは、佐倉市でも効率的で持続可能な都市を目指すコンパクトシティの推進が行

われている一方、ベッドタウン等の郊外の住宅団地の改善に向けた取り組みについてはい

まだに計画段階で何も進んでいない。 

 

そこで本リサーチペーパーでは、佐倉市内の現況を確認するとともに、地区ごとに佐倉

市の課題解決のための取り組みについて考察していく。 

 

筆者は佐倉市で生まれ育ち、２０１４年から佐倉市の市議会議員として市政に携わり活

動を続けている。同世代の若者がどんどん佐倉市から離れている中で議員活動の経験を踏

まえ、今後５０年、１００年と、厳しい社会情勢にあっても本市が歩み続けていくために

これからの佐倉市に必要な政策とは何なのか、取り組むべき施策を考察していきたい。 
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第１章 佐倉市の概要と課題分析 

１ 位置・地勢 

佐倉市は、千葉県の北部、下総台地の中央部に位置し、都心から約４０キロメートルの

距離にある。また、成田国際空港からは西へ１５キロメートル、県庁所在地である千葉市

からは北東へ約２０キロメートルの距離にあり、市の北部には自然豊かな印旛沼が広がっ

ている。行政面積は１０３．６９平方キロメートル、首都圏の近郊都市であり東京ディズ

ニーランド約２０３個分の広さを誇る。また、佐倉市の市域は、印旛沼の南に広がる台地

や水田、傾斜地などから構成されており、その間を鹿島川、高崎川、手繰川、小竹川など

が流れ、印旛沼に注いでいる。標高３０メートル前後の下総台地は北から南へ向かうほど

徐々に高くなっている。また、年間平均気温は約１５℃で、比較的温暖な気候に恵まれ印

旛沼周辺、東部、南部の農村地帯、佐倉城址周辺などに大地を刻む谷地形の谷津があり豊

かな自然が多く残っている。 

 公共交通機関はＪＲ東日本鉄道総武本線・成田線、京成電鉄本線が市の東西を貫き、都

心までおよそ５０分、成田国際空港と千葉市へはそれぞれ２０分で結ばれている。また市

内には新交通システムのユーカリが丘線が運行されており、バス路線とともに鉄道各駅と

住宅地を結ぶ市民の足となっている。道路状況は都心と成田国際空港を結ぶ東関東自動車

道水戸線が市の南部を通り、佐倉インターチェンジにより国道５１号線と連結され、市の

南北を県道臼井印西線、佐倉印西線、東西を国道２９６号が走り、主要な幹線道路網を形

成している。また、平成２６年には都市計画道路３・４・１５勝田台長熊線、志津霊園道

路区間が開通し、今後は国道２９６号の渋滞緩和が見込まれている。         市

外においては平成２７年に圏央道神崎ＪＣ～大栄ＪＣ間が開通し、茨城県へ移動がしやす

くなるなど、本市の道路状況は徐々にではあるが向上している。 

 

図表1-1 佐倉市地図 Google Mapを使用し筆者作成     図表1-2 千葉県の中の佐倉市 
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２ 沿革・歴史 

佐倉市という地名の由来は昔、この地で生産された麻布を、朝廷に献上するための貯蔵

庫があったことから、アサクラが転じサクラになったという説や、清い倉があったことか

ら、すがすがしい語源をもつ「さ」という言葉をつけ、「さくら」と呼ぶようになった説

などがある。古くから、この地に人が住み、倉を建て暮らしを営んでいたことが、佐倉と

いう地名からうかがうことができる。 

市内では、１万点以上の石器が見つかっており、石器の材料である黒曜石は関東のもの

でない石材が多く使われている。最も古いもので1万５千年前に遡る。印旛沼に注ぐ河川

を臨む台地上には多数の土器も発掘され紀元前２世紀頃までの間、大規模な村が営まれて

いた事もわかる。古代から中世にかけては現在の霞ケ浦から印旛沼、手賀沼に広がる「香

取の海」とよばれる大きな内海があり、沿岸地域の人々は「香取の海」を通じて広く列島

各地と交流し、特色ある文化を築き上げてきた。１０世紀には佐倉市内をわけて「印東庄」、

「白井庄」といった荘園が形成された。 

中世になると荘園の領主が変わり市内に臼井城や岩富城が築城され、戦国時代には本佐

倉城を拠点とする千葉氏や原氏などが市域周辺を支配していた。１５９０年（天正１８年）

以降は北条氏に従っていた千葉氏と原氏が没落したため関東に入った徳川家の支配する

ところとなり、その有力家臣であった土井利勝によって佐倉城が築かれ、その後、城下町

としての機能が整備され、北総の重要な政治と行政の拠点として位置づけられた。また、

佐倉新町を中心として商工業が発達し江戸からの街道筋としての臼井、寒川港からの街道

筋として馬渡が宿場町として発展した。 

幕末から明治にかけては、堀田氏が佐倉藩主となり日米修好通商条約締結交渉の幕府側

責任者である堀田正睦、佐倉順天堂を開き最先端の医学教育とその実践を行った蘭方医の

佐藤泰然、農学者の津田仙、日本の近代女子教育の先駆者である津田梅子や佐藤志津など

数多くの佐倉ゆかりの先覚者を輩出した。また、明治維新後に佐倉藩が廃止され佐倉県と

なり、第２次世界大戦の終了まで、陸軍の兵営（歩兵第２連隊・歩兵第５７連隊）が佐倉

城跡に置かれ、連隊の街として賑わいをみせた。戦後の復興期を経て、昭和２９年３月に、

佐倉町・臼井町・志津村・根郷村・弥富村・和田村の６町村の合併により、佐倉市が誕生

する。その後、旭村及び四街道町（当時）の一部が編入された。 

 そして現在は合併前の村を基準に志津、ユーカリ、臼井、千代田、佐倉、根郷、和田、

弥富という８つの地区に大別されており地区ごとに特色が分かれている。 
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３ 人口の推移 

（１）現在の状況 

佐倉市の人口は平成２３年度までは緩やかな増加傾向であったが平成２３年度の１７６,

１６９人を頂点として減少傾向になっている。平成２９年度の人口は１７３,８２５人、 

平成２３年度比では２,３４４人の減少となっている。（図表１－３ 総人口の推移 参照） 

 

図表 1-3 佐倉市総人口の推移 佐倉市人口情報より 

 

出典 佐倉市人口情報 HP  http://www.city.sakura.lg.jp/category/2-1-2-0-0.html

（２０１７年１２月２１日閲覧、平成２６年より追加された外国人を引いた数字で筆者作

成） 

 

また、平成６年から年齢階層別人口の構成比の推移を見ると、６５歳以上の老年人口は

増加の一途で、生産年齢人口は減少を続けている。年少人口も２２,０００人前後で推移し

ながら微減している。（図表１－４ 佐倉市の年齢階層別人口の構成比の推移 参照） 

平成２６年の年少人口比率は１２％、老年人口比率は２６．１％であり、県平均（それ

ぞれ１３％、２４％）を上回るペースで少子高齢化が進行している。 
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図表 1-4 佐倉市の年齢階層別人口の構成比の推移 佐倉市人口ビジョンより 

 

さらに年齢階層別人口の構成比の推移の中の１５歳～６４歳という生産年齢人口に着目

して細かく見ると減少の一途をたどっているのは１５歳から３０歳の人口であることがわ

かり、ピークであった平成１９年では３３,５０９人いたのが平成２８年３月現在では２６,

２７６人であり７,２３３人と大幅に減少をしていることがわかる。（図表１－５参照） 

 

図表 1-5 佐倉市住民基本台帳より 
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（２）今後の人口の見通し 

佐倉市の人口の減少は、今後継続することが予測される。平成２６年度までの人口推移

は市が算出した基準ケースに沿った場合、総合計画の最終年度である平成３１年度の人口

は１７５,６３６人で総人口のピークとなっている平成２３年度から約２,６００人減少す

ると予測される。これに対し、佐倉市では平成２７年１０月に策定された人口ビジョンに

おいて、出生や転入出に対し施策の効果が最も有効に働いた場合において、平成３１年度

に１７７,０９２人となると予測をしており、佐倉市はその目標に向けて施策を推進する事

としている。 

ただし、年少人口、生産年齢人口、老年人口の年齢３区分別人口構成比は施策効果があ

ったとしても６５歳以上の老年人口は約３割を超えると予測している。 

 

 

図表１－6 佐倉市企画部資料より 
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また、この予測は平成２７年１０月に策定された佐倉市人口ビジョンのものであり総人

口において平成２７年は１７７,０５６人、平成２８年は１７６,７４４人、平成２９年１

２月現在において佐倉市の１７６，３２７人となっており基準ケースよりも早い水準で人

口が減少している事がわかる。施策効果が最も有効に働いているとすれば平成２９年度に

おいては１７７，３３７人いなければならない事になるため施策が有効に機能していると

は言えない状況にあり早急な施策の見直しが必要である。 

 

 

（３）地区別の人口 

佐倉市の人口推移や少子高齢化の傾向は、市内の各地区をそれぞれ見るとその傾向が異

なっており、各地区の状況を踏まえた対策が必要であることがわかる（図表１－７参照）。 

 

図表１－７ 佐倉市人口ビジョンより 
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４ 財政の状況 

（１）歳入（普通会計） 

佐倉市の歳入は平成１７年度～平成２０年度では４００億円を割り込んでいたが、平成

２１年度以降は約４３０億円前後で推移してきた。しかし、平成２６年度は４８１億円と

今までで最高額となり、また平成３０年度に当初予算は約４９０億円を見込んでおりさら

に更新する予定である。 

そのうち市税は約２４０億円前後で推移し、歳入全体の約５割を占めている。また地方

交付税は平成２２年度に、国県支出金は平成２１年度に大幅に増額している。地方債は毎

年２０億円程度であったが平成２６年は約３７億円まで増額をしている（図表１－６参照）。 

 

 

図表 1-6 歳入（普通会計）の推移 佐倉市財政課資料より 
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（２）歳出（普通会計） 

佐倉市の歳出は、平成１７年度～２０年度にかけて４００億円を割り込んでいたが、平

成２１年度以降は約４００億円を超え増加傾向で推移しており、平成２６年度には４５４

億円となっている。平成２８年度も４５０億円となっており横ばいである（図表１－７参

照）。 

 

 

図表 1-7 歳出（普通会計）の推移 佐倉市財政課資料より 
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また、佐倉市の決算規模に人口の推移をあてはめたものを下記に示す（図表１－８参照）。

人口は平成１１年から若干の増加、減少を繰り返しておりほぼ横ばいである。そのため市

税による収入は２３０億～２４０億と変わらないが全体の財政規模はあがっており国と県

の支出金も徐々に上がっている事がわかる。 

 

図表 1-8 歳入歳出決算額と人口の推移 佐倉市財政課資料より 
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（３）財政指標 

佐倉市は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく４つの指標「実質赤字

比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率」の健全化判断比率のうち、「実

質赤字比率・連結実質赤字比率・将来負担比率」の３指標は、いずれも算定結果がマイナ

スとなり該当はしていない。また収入に対する実質的な負債返済の割合を示す実質公債比

率の減少が継続しており、平成２０年度以降は４～７％程度で推移し、早期健全化基準で

ある２５％を大きく下回るなど、良好な数値を維持している。 

しかし、今後は少子高齢化の進行により、一般財源の収入のうち人件費、扶助費、公債

費などの固定的な支出の割合を示す経常収支比率が、概ね９０％以上で推移しており、弾

力的運用のできる財源が少ない状況が続いていて財政の硬直化が進んでいるといえる。 

また、財政運営の自主性を示す財政力指数は平成２２年度以降、普通交付税の不交付団

体となる１を割り込んでいる。 

 

図表 1-9 財政指標の推移 佐倉市財政課資料より 
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５ 佐倉市全体の課題 

佐倉市の人口（図表１－１参照）は、進学や就職を機会に市から出て行ってしまう事が

多く全体人口は横ばいであるが２０代から３０代の人口が毎年７００人近く減少している。

その結果、少子高齢化が進み市内に空き家も多くなっている。 

また人口問題以外に歴史・文化・自然遺産などの地域資源の魅力が活かされていないと

いう課題がある。市内には様々な施設や歴史があるが広がりがないことから点で楽しむも

のとなっており活動が広がらない。 

加えて新旧住民の軋轢や住民間の連携不足もあげられる。市内の中心を流れる鹿島川を

境にして東京など都市部へ通勤する東側住民と昔から佐倉市に住んでいて成田方面に通勤

をする西側住民に分けられる。しかも昔ながらの旧住民は新住民をいまだに「川向う」な

どと呼んでいる。旧地区の御輿は志津・ユーカリが丘地区の新住民には担がせないなど世

代による温度差が生じている。 

 

（１）少子高齢化による人口減少への対応 

佐倉市の人口は第一章の３、「人口の推移」で述べた通り平成２３年度をピークに微減で

はあるが毎年減少し続けている。平成２６年度に佐倉市が行った推計によると平成３１年

には平成２６年と比較して約２,０００人の減少、２０４０年、平成５２年には平成２６年

比の約３６,０００人の減少が予想されている。現在においては先ほど示したように市が算

出した予想結果よりも早く人口が減少しており、新たな施策が必要となっている。 

 

その課題に対して佐倉市ではまず少子化対策として、学童保育の拡充をはじめとした保

育のサービス、小児救急医療の整備、こどもの医療費の助成、病後児保育など子育て世代

に対する環境の整備に努めており、その前段階となる婚活のイベントや結婚相談などの支

援も推進している。しかしながら少子化対策はどこの地方自治体でも取り組んでいる事で

ありこの内のどれか一つの施策を講ずれば効果がすぐに表れるわけではない。総合的、長

期的に取り組んでいかなければならない。結婚支援や、子育て・教育環境の充実、親の不

安や負担の軽減、安定した雇用、労働環境の整備など、結婚、妊娠・出産、子育て、教育、

仕事の各段階に応じたきめ細やかな支援を更に行っていく事を現在検討している。また、

これらに加え、子育て世代を誘引し、定住促進の取組も必要となっている。 団塊の世代が

後期高齢者となり、後期高齢者人口がピークを迎える２０３０年、平成４２年に向けて、

医療や介護の需要がこれからはますます増加していくものと予測され、佐倉市の介護保険

の要支援・要介護の認定者数も増加していく見通しである。このような状況から、介護が

必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、既存の

介護サービスのみならず、介護、医療、予防、生活支援、住まいの各種サービスを適切に

組み合わせて提供する「地域包括ケアシステム」の更なる構築と介護保険制度の持続可能
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性の確保を図ることが重要である。 また、高齢者が地域で心豊かに過ごすため、地域包括

支援センターの機能強化を図りつつ、認知症施策の推進、在宅医療・介護連携の推進、生

活支援・介護予防の充実などを進め、全ての世代にとって住み続けたいと思えるまちづく

りを、包括的かつ継続的に推進することが必要である。 

 

（２）近隣市町村との連携、地域産業の発展、交通網の充実 

近隣市町においては、平成２２年７月に開業した成田スカイアクセス、成田国際空港及

び周辺の集客施設、圏央道などの延伸などにより、地域経済の活性化が見込まれることか

ら、佐倉市においても近隣市町との連携をさらに強化することが必要である。佐倉市は平

成２８年４月２５日に「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」として佐倉・

成田・佐原・銚子の４都市を合わせて千葉県初の日本遺産に認定された。しかし未だに協

力をして何かをしているという事は残念ながらあまり見られない。 

そして、地域全体の活力向上、地域経済の活性化、日常生活の利便性の確保につながる

事から市民の日常の暮らしを支える地域産業の発展と交通網の充実を図ることも地域全体

の活力向上、地域経済の活性化、日常生活の利便性の確保につながるためとても大切であ

る。佐倉市では、首都圏から４０キロの近郊という立地条件を活かし、商工業や農業など

の地域産業の発展に努めるとともに、市民が通勤、通学、買い物などに利用する交通の確

保に努めてきた。今後も、豊かな市民生活を支える地域の活力を向上させるため、従来か

らの地域産業の更なる充実や新しい産業振興に取り組むとともに、高齢社会における日常

生活の利便性を向上させる交通網の充実に取り組む必要がある。 

 

（３）財政の基盤強化 

 人口減少、少子高齢化、地方分権の進展などにより、佐倉市の財政を取り巻く環境はこ

れからますます厳しい状況となることが予測される。佐倉市の財政状況は第一章の４の通

り、地方税や交付税など一般財源の歳入に合わせた財政規模となっているが、社会保障経

費等の増大により経常収支比率が高くなっていることから、様々な施策展開を行うために

必要十分な財源が確保できているとは言えない。この状況を踏まえ、平成２５年度から佐

倉市は第５次行政改革に取り組んでおり、その中で財政の基盤強化に向けた取組を進めて

いる。今後も、佐倉市の「歴史、自然、文化」を基軸とした地域経済の活性化による雇用

機会を確保し、安定的な財源確保に努めるとともに、佐倉市の持つそれぞれの地域資源を

活用した新たな産業の創造など、新しい財源確保に努める必要がある。 
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（４）住宅と住環境の改善 

佐倉市での暮らしの満足度向上と安全・安心を実現するために市民一人一人が慈しみ育

ててきた自身の住まいの価値を、維持し増強することが必要である。長年にわたり快適な

生活を送るためには、居住する住宅そのものの性能を高めることや、適正な維持管理を行

う必要がある。また、人々が地域社会において、昔から続いている隣近所の人のつながり

を深め、地域における見守りや助け合いの精神を育むことは大変重要である。そのため子

どもから高齢者まで、多様な世代が集まり暮らす地域社会において、どの世代も暮らしや

すいと感じる周辺環境の整備が必要となる。現在増えている空き家の有効利用を含めた住

宅ストックを確保し、これから佐倉市に移り住む消費者の需要と供給を合致させるための

適切な情報提供の仕組みや、そのための施策の検討が必要であり、今後、人口減少と、こ

れに伴う税収の減少が予想される中で、交流人口・定住人口の維持、増加を図っていくた

めには、それぞれの地域特性を把握した施策を展開する必要がある。  
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第２章 地域ごとの魅力と課題 

前章では佐倉市全体の現況と課題を挙げたが、この章では佐倉をいくつかの地域に分け

て考えたい。佐倉市は歴史から見ると元々村ごとに分かれていて７つの地区が合併したも

のであり、今でも地区ごとの特色や名残が残っている。現在は、志津・ユーカリが丘地域

は「住宅市街地」、臼井・千代田地域は「印旛沼・自然地域」、佐倉・根郷地域は「歴史・

工業地域」、和田、弥富地域は「農業地域」の４つの地域に分類することができる。それぞ

れに活かすべき地域の強みを有していることから、それぞれの地域の強みを活かした取り

組み、それぞれの地域の連携の取り組みと、連携に際しての課題の解決が佐倉市の魅力を

一層高めると考えられる。また、佐倉市の市外へのアピールは、都市と農村の中間に位置

することから「対東京・京葉地域向け」「対北総・東総地域向け」に分けて行う必要がある。 

 

最初に佐倉市の地域ごとの魅力を洗い出してみる。 

 

図表 2-1 佐倉市の各地区 

 

図表2-1 佐倉市の各地区 佐倉市企画部資料より 
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１ 志津・ユーカリが丘地域（住宅市街地） 

 

志津・ユーカリが丘地域は主に都心へと通勤する市民が多く住む住宅市街地でありユー

カリが丘においては近代的な高層マンションが立ち並んでいる。 

京成線の勝田台駅寄りであり首都圏に近いという地理的条件と、山林などの土地が多か

ったこともあり、昭和４０年に行われた市内初の大規模宅地造成は中志津を始めとして、

急速に住宅地としての開発が進んだ地区である。 

その中でも中志津地区は開発から５０年が経過した戸建て団地であり自治会は市内で唯

一法人化されており、現在３,０００世帯、約８,０００人が生活している。 

また、自治会主催の運動会、夏祭り、文化祭、防災活動などイベントも多く積極的に地

域で協力関係を築けているため佐倉市全体の自治会平均加入率が約７０％という中でこの

団地の自治会加入率は約９０％と非常に高い。他の自治体から視察に来ることもある。し

かし、団地内では少子高齢化が進んでおり高齢化率が４５％を超える区もある地区である。

また隣のユーカリが丘へ大型店舗が進出したことにより空き商店や空き家も急速に増えて

きている（図表２－２参照）。 

 

次に西志津地区だが中志津よりも新しく平成に入ってから大規模な開発が行われた。ま

た、一番東京方面に近い八千代市寄りで最寄り駅が特急の停まる勝田台駅であるため通勤

には便利な地区である。そのためか子育てをしている若い世代が多く住んでおり、市内で

一番児童数が多く、約１,０００人を超える小学校もある。こうした開発の年代により少子

高齢化とは無縁な西志津のような比較的若い世代が多い地域と中志津のように昔からある

古い団地の間には明確に線が引かれてしまっている。 

児童数でみると中志津の小学校では全校生徒が約２００人で空き教室がたくさんあるが

その隣の西志津の一番児童の多い小学校は約１,０００人を超えるため児童が仮設のプレ

ハブ校舎で授業を受けている状態である。このように距離こそ数キロと離れていないもの

の学区によって児童数に大きな開きがある。またどちらにでも共通していることだが新し

い世代は徐々にではあるが自治会からは抜けている。自治会の行事参加者や役員を引き受

けている世代が高齢化してきている傾向にある。 

 

次にユーカリが丘地区は佐倉市内で唯一安定的に人口増加をしている地域であり全国的

に見ても珍しい開発方式が採用されたことで注目を集めている。この街は計画から都市施

設の整備まで民間会社の主導によって行われた。 

その開発の中心となったのは「山万株式会社」である。昭和５４年の分譲開始以降、昭

和５７年には戦後では民間初となる鉄道事業認可の取得による新交通システム「山万ユー

カリが丘線」を開業、昭和６３年、郊外型超高層建築の先駆けとなった千葉県下初の超高
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層マンションの着工へと開発を続けてきた。平成に入ってからも駅に接続したホテルや映

画館、そしてそれらの商業施設を結ぶペデストリアンデッキ等の駅前整備を着々と進めて

きた。こうした「ユーカリが丘」の街づくりに対して「建設大臣賞」をはじめ「国際交通

安全学会賞」「日本都市計画学会賞」「日本不動産学会賞」等、たくさんの賞が贈られてい

る。その徹底した地域密着型の計画的開発手法が、官公庁や学術研究機関、各メディアに

高い評価を受けている（図表２－３参照）。 

民間企業が自ら分譲や鉄道事業を行い、モノレールを活用することでどこの地域でも駅

まで１０分という環境を実現している。そして計画地を一気に開発、分譲するのではなく、

あえて上限と地域を決めて少しずつ分譲することで、前述で示した中志津、西志津のよう

な急激な変化が起きることによる開発後の影響を抑えて少子高齢化しないように調整して

いる。そして地域に居住する人々の年齢層と割合を一定に保っている。開発が出来るとき

に開発をして売れるときに売るという多くのデベロッパーが行う手法とはこの点でも異な

っているといえる。 

こうした工夫により、中志津や西志津の団地、各地のニュータウンで問題となっている

開発初期の児童数増加による学校の不足や、住民の急速な高齢化を避けることができる。

また、開発を行った業者が永続的に街づくりに関与することで、長期的に質の高い街を維

持できるメリットもある。さらに、自然豊かな北総台地に開発されたユーカリが丘エリア

では、その自然環境をできるだけ保全する計画が立案された。エリア内に「井野の森」や

水田地区を残した計画となっている。 

鉄道事業を含め永続的に街づくりに関与するため山万は駅前のテナントなどの商業施設

だけでなく保育園から地域を見守る２４時間の警備会社、少人数で自発的な生活を送る高

齢者グループホームと、放課後の家庭の役割を担う学童保育所を併設した幼老複合施設な

ど様々な事業を行っている。 

 

山万はメディア、TV局で取り上げられるなどデベロッパーとして成功事例として良くあ

げられる。しかし行政にはあまり頼らない形で開発を進めていることから順天堂大学のユ

ーカリが丘駅前への誘致など山万主導のものに対して行政は非協力的、消極的な側面を見

せている。また、高所得者層が多いため住んでいる住民の不満は志津、ユーカリ地区が６

割近い市民税額を収めているのに市からの税金が投入される事業が多いのは旧市街地であ

り行政サポートそのものが少ないという点である。また、最近は山万が販売した物件の中

古を他業者が購入することもあり思惑がずれてきている感がある。そして新たに建設をし

た新築のタワーマンションの影響もありユーカリが丘地区の児童数には偏りが出はじめて

いる。 

最後に志津・ユーカリが丘の地域の強みとしては何よりも都心への交通の便が良いこと、

次に良質な空き家も多数あり戸建て・賃貸など多様な住宅ストックがある。大型商業施設
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や大学病院など生活関連のサービスで困ることはない事である。 

 

    

図表2-2 中志津商店街              図表2-3 ユーカリが丘駅前 

 

 

２ 臼井・千代田地域（印旛沼・自然地域） 

 

臼井・千代田地域は、印旛沼に隣接し古くは成田山に参詣に出かける人で賑わう宿場町

として栄えた町だが今は泊るところもなくなりすでにその面影はない。 

市制施行後に大規模な区画整理が行われ、京成臼井駅を中心に計画的なまちづくりが進

められてきた千代田地区では近年、染井野の大規模開発が行われた。かつては成田空港に

勤務する方が多い高級住宅地であったが前述の中志津、西志津地区のように染井野地区も

大規模開発の後遺症として少子高齢化、ユーカリが丘の開発による臼井駅前のショッピン

グセンターなどの商店の空洞化、衰退の問題を抱えている。 

しかし臼井地区には自然豊かな印旛沼があり、特に、四季折々に豊かな色彩を見せる人々

に安らぎを与えてくれる憩いの場として市民に愛されている。また飲料水としての用途で

は日本一汚いという不名誉な称号こそあるが沼の周辺は肥沃な大地を活かした米どころと

なっている。 

この地域では自然と触れ合うアクティビティが多く、印旛沼湖畔において年中、季節の

花を楽しめる「ふるさと広場」（図表２－４参照）や「佐倉草ぶえの丘」（図表２－６参照）

という農業体験、ミニ鉄道やふれあい動物園、アスレチック、野菜の収穫や草笛・陶芸・

七宝・ガラスペインティングなどの体験教室、世界の珍しい野生バラやオールドローズ１

０５０種２５００株が植えられた本格的なバラ園もあり、入口の直売所では、地元の農家

で作った季節の野菜も販売している。また「サンセットヒルズ」（図表２－７参照）という

キャンプ場やログハウスなどが利用できる施設が多数ある。 

そして市民花火大会（図表２－８参照）では関東でも珍しい水上花火や上空５００ｍで

直径約５００ｍの大輪が咲く２尺玉４発など見どころ満載のイベントもある。こうした市
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のイベントを多く開催しており佐倉市の観光事業においては無くてはならない場所でもあ

る。観光客の年間入り込み数は、平成２１年の１５１.８万人をピークに、平成２３年度は

震災の影響により大きく落ち込んだが、平成２６年には震災以前の水準まで戻ってきてい

る。近年では観光船など新たな取り組みもはじめている。観光の面では歴史的な中心市街

地に負けていない。 

 

  

図表2-4 佐倉ふるさと広場               図表2-5 印旛沼 

  

図表2-6 佐倉草ぶえの丘            図表2-7 サンセットヒルズからの眺め 

 
図表2-8 佐倉市民花火大会 
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図表2-9 観光客年間入込数 佐倉市産業振興課資料より 

 

３ 佐倉・根郷地域（歴史・工業地域） 

 

佐倉地区には古き良き時代の香りを今も残す町並みが一部残っている。この地域は江戸

時代から、佐倉城の城下町として栄えてきた。その後、明治時代には陸軍の連隊が城跡に

置かれ連隊のまちとして発展し商業が盛んになった。今はその敷地は城址公園として日本

１００名城に数えられている。旧城下町である佐倉市新町通りは古い建物が今も残る町並

みである。佐倉を代表する景観と言えるが近年は世代交代が進むにつれ家業をたたみ他の

地へ移転するものも少なくなく、その維持の難しさからか空き家や近代的な住宅も増えて

おり景観にバラつきが出てしまっている。 

他に重要文化財旧堀田邸、武家屋敷、千葉県指定史跡佐倉順天堂記念館などの文化財施

設、市立美術館や国立歴史民俗博物館がある。 

 

この地域で３日間行われる秋祭りには市外から多くの観光客が訪れる。通勤では成田方

面に向かう人が多く市役所がある事や今なお商業開発をされている寺崎地区と合わせると

行政、商業、生活関連のサービスは集積しているともいえる。 

しかし京成佐倉駅とＪＲ佐倉駅の距離が遠く、いわゆる昔の中心市街地もちょうど京成

とJRの中間地点の山の頂上にあるため車が必須であり道も狭く交通の便が良いとは言え

ない。 
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図表2-9 旧堀田邸             図表2-10 佐倉新町通り 

  

図表2-11 佐倉城址公園           図表2-12 国立歴史民俗博物館 

そしてこの佐倉地区に隣接する根郷地区は戦後の厳しい市の財政状況を改善するため、

昭和３０年代後半から第１・２工業団地の整備が進められ、企業の誘致が行われた。昭和

５６年には、第３工業団地の造成が開始され、根郷地区は工業地区へと変貌を遂げた。工

業団地内の工場は製造業が６割を占める。平成１８年には出荷額はピークを迎え４６８５

億円を数えたが企業の撤退などが続き現在従業者数は大きく変わらないが出荷額は約半分

の２５４２億円にとどまっている（図表2-13参照）。 

 

図表2-11 佐倉市工業団地の業種割合  

出典 佐倉市企業立地ガイド http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/kigyoyuchi/ （２

０１７年１２月１日閲覧） 
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図表2-13 事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 佐倉市産業振興課資料より 

 

 

佐倉地区は古くから佐倉の中心地、城下町として過去に栄えた記憶からか市民のプライ

ドが高く資産家も多い。特に生活に困窮している商店も少ないため香取市の佐原のような

積極的な商売やシティプロモーションへの協力、市民協働のようなまちづくり参加は見ら

れない。隣接する根郷地区の工業地帯も徐々にではあるが企業が撤退を始めている。 

しかしながらいまだ佐倉市内の工業団地の製造品出荷額、従業者数等は、県内の内陸工

業団地の中でも上位をしめており、地域経済、市民の就業機会の提供の面では大きな役割

を果たしている。 
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４ 和田・弥富地域（農業地域） 

 

和田・弥富地域は伝統が息づく農村地帯で佐倉市の農業の大部分を占めている地域であ

る。国道５１号の南に広がる和田・弥富地区は、お米だけでなく畑作なども盛んでヤマト

イモは県内有数の生産量を誇り、メロンはブランドになるまでになった。また昔からの下

勝田の獅子舞や弥富のどんと焼きなど、伝統ある文化が今も生きているまちである。 

しかし最寄り駅まで車で２０分以上かかる市内でも駅から最も遠い、いわゆる交通不便

地域にあるため、最近は専業農家以外の世帯数も減り地域の高齢化と人口減少が著しい。

耕作放棄地も増えてきており跡継ぎがおらず引退をする農家も多い。また、他の地域の方

達と積極的に交流しようとしない部分もあり若手新規就農者が来てもすぐに居づらくなり

辞めてしまう事などもある。 

農林業センサスによると、佐倉市の農家戸数は平成２年から平成２２年までに半数以下

になっている。しかし専業農家戸数は概ね横ばいで農家全体に対する割合は増加している。

一方、兼業農家戸数の減少が顕著であり第一種兼業農家戸数と第二種兼業農家戸数の合計

は、平成２年～２２年の間に約６１％も減少している。 

経営耕地面積規模別にみると１ｈa 以下の耕地農家の割合は減少しているが３ｈa 以上

の耕地農家の割合が増加しており農地の集約化が進んでいる。 

 

 

 

図表2-14 農家戸数と専業・兼業の割合の推移 佐倉市農政課資料より 
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図表2-15 経営耕地面積規模別販売農家数の推移 佐倉市農政課資料より 

 

 

 

５ 各地域の連携について 

 

これらの４地域がある佐倉市であるが旧来から根付く歴史・自然・文化に加えて多様な

人材という豊富な資源があるともいえる。これらの多様な人材を活かすことが出来れば新

たな交流や価値がうまれるため「子供から高齢者までの世代を超えた繋がり」「市民、転出

者、元市民や来訪客、佐倉ゆかりの著名人などとのつながり」「市内各地域や産業、生業を

超えたつながり」などに着目すれば今の地域ごとの垣根を少しでも変えられるのではない

かと考える。 

 

さらにこうした連携を新たなモノやイベント、ライフスタイルの創造につなげるととも

に、市民が地域の中で多様なつながりを持ち、社会的に貢献できるまち、自分らしいライ

フスタイルを選択し、自己実現できるまちになるのではないか。 

 

しかし今のところ佐倉市の公益活動団体を見ると子育てや環境整備など活動内容がほぼ

同じような団体が地域ごとにわかれており、地域のお祭りでは他の地域からのメンバーを

受け入れせずに地域性を重視していることも多い。地域の垣根を越えて一緒に活動をして
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いる団体はなかなか見当たらない。そもそも佐倉市の成り立ちが佐倉町や志津村などの集

合体であり合併前から決して仲が良かったわけではない。そのためすでに地域での確執の

ある部分の解消にこだわるのではなく地域の特性を活かし、お互いのメリットを模索しな

がら無理にではなく手を繋げる所を見ていく方が良いと考える。 
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第３章 佐倉市の課題解決に向けて 

 

第２章では佐倉市の４つの地域ごとの現状と魅力、課題をあげたが第３章では今後の佐

倉市を築き上げていくための具体的な課題解決について検討する。 

 

１ 行政が考える課題解決 

 

佐倉市は歴史・自然・文化というこれまで大切に積み重ねてきた資源を次の世代に誇り

をもって引き継ぐとして「全ての人に優しく、活力あるまちづくり」を目指して様々な施

策を行ってきた。平成２７年度までは福祉、子育て、環境、防災、教育、産業振興、都市

基盤整備、市民共働など広範囲にわたる施策にバランスをもって対応してきた。そして街

としては「中規模でも品格のある街」という事を目指しコンパクトシティ化に着手をしは

じめた。コミュニティバスの運行計画をうちだし公共交通機関の拡充と駅前に様々な施設

を集中させることを目指してきた。 

しかしバランスをもって対応している間にも若者世代の流出が下げ止まらず平成２９年

度からは若手の人口減少、少子高齢化に対して現状から出来るだけ減らさないこと、早く

進む少子高齢化に対して重点施策を設けて喫緊の目標にするように舵を切った。 

 

総合計画には新たな重要課題として人口減少・少子高齢化問題を本市における喫緊の課

題として、これらにかかる対策を重点施策と位置づけること。そして全ての施策の取組と

課題を検証し、施策の内容を更新すること。限られた財源の中で重複する内容の施策を整

理・統合することにより、計画の効率化と施策効果の向上を図るという事である。 

そのために「出生」→「就職」→「結婚」→「出産・子育て」→「退職・老後」の５つ

のライフステージに焦点をあてて「出生率の好転」「２０～３０代の転出超過の抑制」を重

点的に進めている。 

その対応策として「子育て支援」「企業誘致」、「起業の促進」、「市内雇用拡大」「就業支

援」「農業経営の安定化」「担い手の育成支援」などをあげている。佐倉市の人口増加に向

けた重点施策イメージは図表３－１のとおりである。 
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図表3-1 重点施策の展開イメージ図 佐倉市企画部資料より 

 

まず「出生」から「就職」であるが生まれてから就職までの期間に当事者が恩恵を受け

る、受けていると感じられる市独自の政策はほぼ無いに等しい。青春時代を過ごしたまち

なのに特に何もなかったというのは寂しいと思う。強いてあげるならば学校教育で教育課

程に佐倉学を位置づけ副読本などを通じて学ぶ佐倉学の教育があるが、若者に佐倉に住ん

でよかったと思うのか、その効果は低いと感じられる。 

親の立場から考えると出産や子育てに対する支援という事になるが子供手当や医療費補

助というものは他の自治体でも行っていることであり、比較をしても目新しいものとは言

えない。ほかのライフステージにおいても生涯学習や健康のまちなど高齢者に関する施策

が多く若者世代を向いているとは思えない。実際に佐倉市が策定した人口ビジョンの予想

数値を超える速度で人口が減少している事を鑑みる必要がある。 
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２ 私が考える課題解決 

 

近隣の印西市、成田市、八千代市、四街道市の４自治体は人口が増加し、若者世代にお

いても減少ではなく横ばいをキープしている。佐倉市だけが人口減少に対して消極的な現

状維持に舵を切るには早いのではないかと思う。佐倉市は地域ごとに「住宅市街地」「印旛

沼・自然地域」「歴史・工業地域」「農業地域」と様々な魅力があることは紹介したがその

魅力を若者世代に向けてさらにアピールすることを考えたい。 

 

本章の１で、行政側は５つの各ライフステージおいてそれぞれ対策を立てていると書い

たが、その政策をよく見るとどこかで見たことのあるようなものが多く、若者施策に対し

て投資している金額も多いとは言えない。 

その結果、同じ事業を打ち出しても近隣市の取組みほど有名になるわけではなくまだま

だ中途半端なのではないか。新しい施策を行うには財源の問題になると思うが全ての分野

に対して近隣市に差をつけてうまく機能させるために莫大な財源が必要である。しかしそ

の的をある程度絞ればどうだろうか。例えば佐倉市は一生に１回の成人式において約１,

５００人の参加人数に対して約１５０万円の予算規模であるが、敬老会においては参加人

数６,６１３人に対して約６,５００万円の予算計上をしている。若者世代の約１０倍とも

言える予算の開きがある事がわかる。しかも敬老会は、県内３７市において平成２９年度

は１５市しか実施をしていない。別の例では隣の成田市では佐倉市より３割も財政規模が

大きいのに敬老会は約２,０００万円で済んでいる。こうした事を考えてもまだポイントを

絞れば若者世代にかける財源も捻出できると考える。 

新しい施策を打ち出すにあたり近隣に成田市をはじめとした裕福な自治体があり、それ

らの自治体とお金の積みあいで勝負することは不可能である。であるならばやはり今は限

られた財源の中で力を入れるべきポイントをある程度絞っていく必要があると考える。 

佐倉市の純移動者数を見てみると下記の図表３－２を見ても佐倉市が力を入れるべきポ

イントは基準ケースにおいて、転出超過となりかなり落ち込んでいる１５歳～３４歳の区

間であると思う。 
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図表3-2 佐倉市人口ビジョンより 

 

この年齢は進学を機に市内から離れていくケースが目立つのだから佐倉市が示すライフ

ステージにおいて「出生」→「就職」というようなプロセスで考えるのではなくその間に

は１５歳～２２歳までの「進学」というプロセスも関係しているのではないかと思う。 

佐倉市内に公立高校は４つあるが２０１７偏差値ランキングを見ると偏差値「７１」、「４

４」、「４３」、「４２」と並び「高い」か「低い」かの２極のため一番多い偏差値４５～５

５という中間層の若者が市外の高校に出ざるを得ない。市内３校のうち１校を底上げする

のも一案ではないだろうか。 

また、市内に４年制の大学はないので高校卒業後は他の自治体の大学に進学する。その

後、卒業を控えた時には大学の就職課やインターネットのリクナビなどを活用する学生が

ほとんどのため佐倉市には戻って来ず進学した大学の提携先やリクナビなどに広告を載せ

られる規模の企業で就職を探す事が多い。結果として一度転出をしてしまうとそのまま佐

倉市に帰ってこない１５歳～３０歳代の人口流出が多い理由の一つとも言える。やはり佐

倉市で生まれた若者世代に佐倉市に住み続けて貰うためには市内での「出生」→「就職」

までの間にある「進学」をおろそかにするべきではないと考える。「出生→保育園・幼稚園

→小学校→中学校→高校→大学→就職」という大学誘致を含めた新たな教育体制の確立も

必要ではないだろうか。 

 

佐倉市は引退された綿貫前市長の時に目指していた学術都市構想があった。蕨市長に代

わってからはその構想はなりを潜めている。止まっている大学誘致を再開するべきではな

いか。 
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佐倉市は用地がありながら大学誘致に２回失敗している。和洋女子大学と順天堂大学で

ある。和洋女子大学の誘致については先駆けて「女子大駅」という名前まで付けて駅を作

ったのだが結局予定地の問題で中止になってしまった。順天堂大学においては誘致予定場

所だったユーカリが丘駅前の土地は山万所有であり無償で佐倉市に譲渡する旨を伝えてき

た。順天堂大学側も行政側は半額の負担で良いという配慮とほかにも地域で使える図書館

など前向きに検討されていたが現市長になってからこの１０年進展がない。 

よく少子化においてはハコモノである大学を作る事は批判的な意見を聞くことも多いが

誘致予定の順天堂大学スポーツ健康科学部は２０１７年度においても一般入学試験倍率１

０倍を超えており、いまだに人気は高い。そもそも印西キャンパスでは入りきらなくなり

ユーカリが丘駅前にキャンパスを移す計画であったのだが順天堂大学側は遅々として進ま

ない交渉に音を上げてしまいとうとう今ある印西キャンパスの学生寮の増設に踏み切って

しまった。 

 

こうした経緯がある順天堂大学誘致の再開とその後の学生の就職先企業との連携、ただ

学生を駅前に呼ぶだけでなくそこに地域住民が活用できる図書館やアリーナを共用の施設

として整備すること、学生と地域に住んでいる高齢者が交流する関係性を築き、生きがい

となるように地域連携としていきたいものである。 

 

また地域の学校の学力が高いと若い夫婦が集まり地域の資産価値も高くなるという事が

ある。実際に若い世帯の人口が増加をしているユーカリが丘では進学塾が地域に集まり八

千代市など他の地域から電車に乗ってきてまで子供たちが集まって来る。 

しかし塾などでの学びには当然収入格差の学生が出るのでその差が大きく開かないよう

に「地域一番の学力」を目指して誘致した大学生や昔活躍をしていた高齢者に寺子屋など

で地域の子供のために活躍してもらうなどのアイデアはどうだろうか。市内から大学に子

供が集まることで、幼い頃から様々な世代と触れ合う事や学ぶことができる。 

 

ハコモノの誘致や整備は時代にそぐわないという意見もある。そのような意見を踏まえ

て地方創世の先進事例として注目を集めている鹿児島県長島町における若者のＵターンを

促す「ぶり奨学金制度」のようなものも良いと考える。 

子どもが高校や大学に進学したとき、必要費用を保護者に支給する奨学金だが、卒業後

１０年以内に市内に帰ってくれば奨学金の返還を免除する出戻り制度のようなものである。

補填するのは町となるが地域の漁協が協力をしてぶり１匹あたり１円を奨学金基金に寄付

しモラルハザードが起きないようにしている。そうした制度を佐倉の特産品である味噌や

大和芋など農業地域の地産地消にあったものに変えて活用していくのも有効であると考え

る。 
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図表3-3ぶり奨学プログラム給付、返済のタイムライン 

 

図表3-4 ぶり奨学プログラムを利用し金融機関からローンを借りた場合 
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中から転出を抑制することも大事だが魅力ある市として外から新たな若者世代を呼び込

める魅力ある市にすることも大切である。 

 

各地区の特色と課題を踏まえて地域ごとの若者にとって魅力のある対策を打ち出す方法

はどうだろうか。 

 

志津・ユーカリが丘地区には賃貸・戸建ての良質な物件が多数あり金額もかなり安いも

のが多い。そこを市の助成で若者世代に家賃補助などが出来れば住む人は増えるのではな

いか。平成２８年度より貸家戸建て住宅に対する補助金を佐倉市は創設した。しかし、対

象となるのは貸し家の戸建てという狭い条件である。貸し家の戸建てとなると市内にほぼ

存在しない。あるのは持ち主が管理したくないため不動産屋に売却した中古売買物件であ

る。西志津地区には賃貸マンション・アパート住まいの若者世代が多く今後は貸し家だけ

でなく若い世代に対しては賃貸マンション・アパートも補助要件に入れるように拡充を求

めていきたい。また、最近は少子高齢化により減便されたバスやタクシーなど公共交通の

接続が悪い点も改善しなければならない。疲れて帰ってきたサラリーマン世代が帰宅する

までに長時間かかるとなるといつかは職場の近くに引っ越してしまうのは必然である。 

 

臼井・千代田地区は印旛沼付近の自然環境を活かした若者ファミリー世代に向けた交流

人口の増加施策が考えられる。サイクリングロードを繋いで遊具やミニトレインなど家族

でくつろげる草ぶえの丘、キャンプ場のサンセットヒルズ、花のイベントが多いふるさと

広場を一体として考えればインバウンド向けのトリップアドバイザーランキングで３位に

なりメディアで大きな話題となった船橋のアンデルセン公園に負けない面積になり色々な

アクティビティが展開できる。また、過去に駅の開発も予定していたが頓挫している。こ

うしたイベント広場の前に駅があれば利用客数も大幅に増加が見込める。今はそれぞれの

担当部署が違うため連携が取れていないが、その点を改めることからはじめるべきだ。 

 

佐倉・根郷地区は歴史・工業のまちである。その中でも特筆すべきは市外から学生など

多数の観光客が訪れる国立の歴史民俗博物館と佐倉城址公園である。こちらを核として臼

井・千代田地区の印旛沼周辺環境を交えればさらに多くの観光客が見込める。その繋ぎ手

となるためには、佐倉市は大型バスの駐車場が必要である。国立歴史民俗博物館とふるさ

と広場の間にある国道沿いに大型バスの停車場を合わせた道の駅などの大型直売施設を作

る事を提案したい。道の駅が出来れば農家の売り先が増え、若い世代にとっても地域の特

産品を買うことができるようになり、市への愛着も増すだろう。また道の駅を起点に広い

城址公園を散策したりサイクリングに出かけたりと使いやすい形になるのではないか。 
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そして根郷地区の工業団地では市外から来ている従業者が多い。京成佐倉駅やJR佐倉駅

前から毎朝、満員のバスに乗って工業団地に向かっている姿をよく見かける。市内の空き

家活用も含めて市内企業に社宅として行政が補助をして若い世帯を佐倉市内から職場に通

わせるのはどうだろうか。その補助の代わりに地域活動に協力頂ければなおありがたい。

過去に佐倉市は市内に企業の社宅が多数あった。その社宅で子供を育てた若い夫婦は子供

の転校などを考えて近くに家を購入する事が多かった。その歴史をまた佐倉で復活させて

みるのも一つのアイデアと考える。 

 

和田・弥富地区の農業地帯であるが昨年、佐倉市も新規就農者に向けた人・農地プラン

を策定した。原則４５歳未満の認定就農者について年間１５０万円を最長５年間支給する

制度でありこれからの新規就農者の増加に期待がかかる。 

そのために佐倉市ができることは農村地区の空き家の確保や新しい若者世代が来たとき

のために魅力ある耕作放棄地を紹介するため土地の把握と集積化である。新規就農希望者

がいても市内に耕作地がない、飛び地になっており活用が難しいというのでは若者世代は

呼び込めない。農業は世代交代をスムーズに出来ないとすぐに良い土地も荒れ地になって

しまうためいつでも若者が来てすぐに就農ができる事、地域に馴染めるようにする事が大

切である。そういう意味では地元農業者と若手就農者の間に入る人材の育成に力を入れる

必要があると考える。補助に関しては農業王国ともいえる八街市、富里市が隣接している

ため大きな力を注ぐのは難しい。であるならば希望者を逃さない対応とスピード感をもっ

て佐倉で就農する若者を囲い込む必要がある。そして新規就農者が次の新規就農者を呼び

込むような紹介に対して補助・協力をする制度を新たに取り入れても良いのではないか。 

 

最後に若者を呼び込むための地域連携の一つとして本市には、市民の好きな場所、紹介

したい場所として挙げられる国立歴史民俗博物館や川村記念美術館、市立美術館、塚本美

術館、佐倉市民音楽ホールなど多くの芸術拠点がある。市内では国内外の質の高い展覧会

や演奏会が、年間を通じて開催され、市内外から多くの方々が訪れている。この芸術拠点

においても今は連携がとれていない。芸術拠点同士が連携をして市の外から人を呼ぶ力を

強くしていくことも考えるべきだ。 

 

本リサーチペーパーを執筆中、２０１７年１１月の８日間に無料バスで千葉県立美術館、

千葉市美術館、DIC 川村記念美術館、佐倉市立美術館、成田山書道美術館の５つを結ぶ

「CHIBA DE ART」という取り組みが文化庁の「平成２９年度地域の核となる美術館・歴

史博物館支援事業」の補助金によって行われた。 
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図表 3-5 「CHIBA DE ART」 パンフレット 

 

国道５１号線で結ばれた千葉北総地域の５つの美術館で２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックを視野に入れてアートを媒介としながら共同で情報発信を行い地域の観光

振興を目指すというものである。その中でアートガイドマップの作製と無料の巡回バスが

運行された。パンフレットでは美術館の紹介だけでなくそれらの立地する千葉市・佐倉市・

成田市の知られざる魅力も紹介されており、英訳併記でインバウンドの誘致も盛り上げて

いる。 

 

しかし、こちらは単年度事業でありこれから先にどうなるか不透明である。もっと市民

に周知をして活用できる路線としてイベント後も残していく提案をしたい。 

今後、これら文化芸術の拠点を更に活用し、文化活動を支援するとともに、すぐれた芸

術に触れる機会を増やし、新たな文化・芸術が創造される環境を作る必要があると考える。 
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第４章 まとめ 

 

本リサーチペーパーでは佐倉市の地域ごとの特色をあげながら現状の把握とその課題に

ついて述べてきた。佐倉市は端から端まで車で４０分かかるなどとても広く、かつ通勤圏

も東京方面と反対の北総・東総方面へと別れ、歴史も市の中心に位置する鹿島川を挟んで

違うという状況である。 

しかし全体を通してみるとエリアごとに住宅市街地、自然地域、工業地域、農業地域と

４つの特色がわかりやすくわかれていて地域ごとに非常に多くの資源を有している。その

資源を活かすためには市民の主体性も大事ではあるが、垣根を取り払うために行政の力も

バランスよく活用して手と手を繋いでいく取り組みも非常に大切ではないだろうか。「産・

学・官・民」のそれぞれの取り組みをこれからはいかにして繋いでいき、そこで生まれた

新しいアイデアやイベントを基にして新たな世代の若者を呼ぶことが佐倉市の発展のカギ

になると考える。 

 

また課題も地域によって様々でありこれを全体の問題としてとらえてしまうと地域によ

っては高齢化が進んでいない、求められていない施策も多く、大きく財源を消費しかねな

い。まずどの地域のどの世代、どの分野に対して力を入れる必要があるのかを明確にする

必要がある。 

全ての分野や世代に対してそれなりの対応では魅力ある近隣自治体に囲まれている以上、

ほかの自治体の施策やスピード感に埋もれてしまうのではないだろうか。佐倉市も今後、

財政が硬直化していく中、限られた財源でそれぞれの地域の特性にあった効率的かつ実効

性のある施策を打っていく必要がある。 

 

繰り返しになるが志津・ユーカリが丘地区の最大のメリットは都心まで５０分と交通の

便が良いこと、そして駅から少し離れた住宅団地には良質な空き家も多数あり戸建て・賃

貸など多様な住宅ストックがある。若者に対して今、佐倉市が行っている新築・中古戸建

購入の補助だけでなく、もっと間口を広げて賃貸マンション・アパートの住宅補助を出す。

貸し手側に対しても空き家のまま放置するのではなく、賃貸リフォームにかかる経費の補

助を出して優良な賃貸物件を増やす施策も有効である。その補助を出す代わりに地域の自

治会などに協力をする事をセットとする。これで人口減少課題と住宅、住環境の課題に対

応が出来る。そして住宅団地に向かう公共交通に関しても一度、若者サラリーマン世代向

けに深夜バスやタクシーの運行などを見直し、いつ帰ってきても公共交通で家に帰れるよ

うに不便さを感じさせない施策も有効である。 

 

次に臼井・千代田地区では印旛沼という自然を活かした若者交流人口の増加に向けてフ
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ァミリー向けの大規模整備を検討するべきである。佐倉市からほど近い船橋市にあるアン

デルセン公園が日本のテーマパークとしてトリップアドバイサーで３位になりTVや新聞

などで大きな話題になった。昔からあるこの施設がなぜ今注目されるのかという事に関し

てもマスコミへのアピールだけでなく家族連れにターゲットを絞った広々空間というテー

マに鍵がある。 

草ぶえの丘をはじめとした印旛沼地域を広く見ればアンデルセン公園に対して面積も設

備、規模も佐倉市は負けない施策が打てる。交通アクセスに関しても一度中止となった江

原台付近に京成本線の駅が出来れば目の前になる有利な場所に位置している。交流人口が

増えれば新たな雇用も増え市の財政基盤を支える一助にもなる。 

 

佐倉・根郷地域では現在も企業誘致を進めているが市内に住んでいる従業者は約５割と

いう事なのでもっと市内に根差してもらう施策を打ち出すだけでも税収は大きく変わり地

域経済も潤う。空き家の多い団地に社宅として誘致して若者世代を中心とした市から補助

を出すことも有効である。企業を呼び込むことに佐倉市は力を入れているがその後、来て

くれた企業に対してアフターケアが足りていない。来てくれたことで終わりではなく今後、

佐倉市にどのように関わってもらえるのかを提案と再考をする必要がある。 

 

和田・弥富地区については豊かな自然と農業を活用して新規就農者が次に新たな就農者

を呼びこむ紹介制度を１つ目に提案したい。また、この地区は近隣に八街市・富里市と農

業に対して非常に力をいれている市があるがその点をマイナスと捉えるのではなく積極的

に交流、活用をして新規就農者にとって国の補助金を紹介するだけでなく様々なアドバイ

スが受けることが出来るようにしなければならない。また、新規就農者の導入コストとし

て必要な大型機械の無料貸与など地域で連携して新規就農者を支えていく仕組み作りが出

来れば家と土地は空いているので発展する可能性がある。そして売り先の確保として市内

小中学校をはじめとした地産地消、道の駅など大型直売所での販路を作る事が必要である。 

 

そしてこの４つの地域をさらに伸ばすだけでなく市民の好きな場所、紹介したい場所と

して挙げられる国立歴史民俗博物館や川村記念美術館、市立美術館、塚本美術館、佐倉市

民音楽ホールなど多くの芸術拠点に対しても市内外から人を呼ぶ力を強くしていくことも

考えるべきだ。 

 

筆者も佐倉市で議員活動をしていて気が付いた事だが、佐倉市民に多いのは自分から動

いて何かをする事はないが、どこかで誰かが動き、成功をすれば後からついてくるという

市民が多い。 

そうした経験から各地域の意識の統一に時間を割くよりも対立を煽らずにスピード感を
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持って各地域でそれぞれの特色をさらに伸ばし得意な分野で勝負をしていく方が大きな可

能性があるのではないだろうか。そのためにも新しい若者世代の存在は重要となる。 

 

最後に佐倉市は２０４０年には２万人減を目標として維持するというネガティブな計画

目標を立てているが、今後は佐倉市だけは人口増加していると住んでいる人にとって夢の

ある長期目標に向かい知恵を絞り立案していきたい。 

 


