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平成２２年度第３回印旛地区地域審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２２年１２月１０日（金）午後２時３０分～４時３０分 

２ 開催場所  ふれあいセンターいんば３階 研修室 

３ 出 席 者  前田 完一会長、石月昇一副会長、星  弘光委員、片倉恵美子委員、 

        根本 一夫委員、狩野  廣委員、吉野 康夫委員、小松 光美委員、 

        齋藤 誠一委員、大野 忠寄委員 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  企画政策課 浅倉課長、岩崎副主幹、鈴木副主幹、小作主査補、海老原主査補 

６ 傍 聴 者  なし 

７ 議  題  （１）次期総合計画の基本構想（素案）について 

        （２）今後のスケジュールについて 

        （３）その他 

８ 議  事 

事 務 局  委員の皆様が全員お集まり頂きましたので、只今から、第３回印旛地区地域審議

会を開会致します。 

初めに確認事項がございますので、よろしくお願い致します。まず、本日の会議

の資料ですが、事前にお配りしました会議次第をご確認頂き、無いようでしたら事

務局の方にお申し付けください。次に、資料１としまして「印西市総合計画 序論・

基本構想（素案）調整中」というものがございます。こちらもご確認ください。さ

らに本日追加資料という事で、３種類ほどお配りさせて頂いております。初めに、

資料２という事で「総合計画策定スケジュール」というカラー刷りの表でございま

す。それから「総合計画（基本構想）の構成」というＡ３の大きなカラー刷りのも

のです。それから、「土地利用基本構想図」という事で、こちらは参考資料として

付けさせて頂いております。資料のご確認のほう、よろしいでしょうか。 

それでは４点ほど、確認とご報告がございますので、よろしくお願い致します。

まず、本日の出席委員ですが、１０名全員の出席を頂いております。従いまして、

地域審議会の設置に関する協議書第８条第４項の規定により、本日の会議は定足数

に達しておりますので、会議が成立しましたことをご報告させて頂きます。続きま

して、会議の公開についてですが、本会議につきましては、印西市市民参加条例の

規定に基づき、公開とさせて頂きますのでご了承願います。それから傍聴につきま

しては、初めの会で傍聴要領を付けさせて頂いておりますが、こちら入口の左手の

方に傍聴席を用意させて頂きました。本日は傍聴者はおりませんのでご報告致しま

す。それから会議録の署名についてですが、名簿順という事でお願いをしてござい

まして、今回は根本一夫委員、狩野廣委員のご両名にお願いをしたいと思います。

よろしくお願い致します。 
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それでは会議次第の方に移ります。次第２のあいさつに入りたいと思います。 

本審議会の会長でございます前田会長よりご挨拶をよろしくお願い致します。 

 

【会長挨拶】 

 

事 務 局  前田会長、ありがとうございました。 

続きまして、企画政策課課長の浅倉よりご挨拶申し上げます。 

 

【企画政策課長挨拶】 

 

事 務 局  それでは早速でございますが、式次第の３番の議事に入っていきたいと思います。 

地域審議会の設置に関する協議書第５条の規定により、会議の議長を前田会長に

お願い致します。 

議  長  それでは協議書の規定により、議長を務めさせて頂きます。 

会議次第３の議事の（１）次期総合計画の基本構想（素案）について、事務局よ

り説明をお願い致します。 

事 務 局  企画政策課、海老原でございます。よろしくお願い致します。 

まず、説明に使わせて頂くのは、本日お配りしたＡ３サイズのカラー刷りの「総

合計画（基本構想）の構成」で前段を説明させて頂き、その後、資料１の冊子を用

いて具体的に説明させて頂きます。それではＡ３サイズのカラー刷りのほうをご覧

になってください。上の部分が黄色い下地になっておりまして、下が水色の下地に

なっております。黄色い方は、総合計画の中の序論の部分を示しているもの、水色

の方は、基本構想の部分を示したものになっております。 

まず、上段の序論の方からご説明させて頂きます。左から順に赤い文字で、市の

現状を把握、次に社会情勢の把握、市民ニーズ、市の特徴と課題の把握と書かれて

ございます。総合計画の策定にあたっては、この４つの内容の把握から始めるとい

うものでございます。一番左側の市の現状の把握につきましては、印西市の概要と

致しまして、位置と地勢、沿革、人口と世帯の推移、市の財政の現状、地目別土地

利用面積の推移、最後に産業の動向という項目で各種統計データを用いて分りやす

く説明しております。続きまして、社会情勢の把握としまして、人口の減少と少子

高齢化の進行、安全・安心への意識の高まり、産業構造の変化、環境意識の高まり、

高度情報化の進展、価値観や生活様式の多様化、最後に地域主権改革の進展という

事で、社会動向をまとめております。続きまして、３番目の市民ニーズの把握につ

きましては、平成２０年度旧印西市で行いました市民会議の提言の概要という事で、

その内容を記載させて頂いております。その下の市民アンケートの概要につきまし

ては、本年６月に新しい印西市全域で市民アンケートを、無作為で３,０００名と
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いう事で実施させて頂いておりまして、その結果等をまとめさせて頂いている状況

でございます。最後に市の特徴と課題の把握という事で、こちらは今後市が力を入

れて取り組むべき課題を検討させて頂き、それをまちづくりの視点として示させて

頂いております。視点１「立地優位性と地域資源を活かした活気あるまちづくり」、

視点２「社会環境の変化に対応した安全で安心なまちづくり」、視点３「未来のた

めに元気な子どもを育てるまちづくり」、視点４「地域の一体感の醸成と市民と連

携・協働したまちづくり」、視点５「健全な行財政運営による自立したまちづくり」

という項目で、今まで説明しました４つのキーワードを踏まえて将来都市像に向か

っていくという事でございます。 

将来都市像につきましては、下段の水色下地の基本構想の方に移って参ります。

序論部分からグレーの矢印が下の将来都市像に向かっている形になっております

が、将来都市像は、赤い枠で囲まれた部分でございます。「ひと まち 自然 笑顔が

輝く いんざい」という事で、将来都市像（案）として掲げております。この将来都

市像を実現するための「まちづくりの基本目標」と致しまして、下の６つの目標を

掲げております。まず、１番目のまちづくりの基本目標としまして、「恵まれた自

然の中でやすらぎをもって生活できるまちをつくる」、これは生活環境の目標でご

ざいます。２番目「やさしさを持っていきいきと暮らせるまちをつくる」、これが

健康福祉の目標でございます。３番目「地域の持つ可能性を活かした魅力あるまち

をつくる」、これが産業振興の目標でございます。４番目「健やかな心と体を育み

未来を拓くまちをつくる」、これが教育・文化の目標でございます。５番目「快適

で暮らしやすい都市機能の充実した美しいまちをつくる」、これが都市基盤の目標

でございます。最後に６番目「市民と行政がともに歩み健全で自立したまちをつく

る」、これが住民自治・協働・行財政の目標でございます。それと併せまして、右

側に緑色の三角形が示されておりますが、こちらは、本市の将来の都市構造と土地

利用の方向を示しました土地利用基本構想でございます。今の「まちづくりの基本

目標」を達成するための政策としまして、一番下の紫色の枠で囲んでいる政策、こ

ちらが２０本示させて頂いております。次に、一番右の紫色の枠で囲まれたもので

すが、一番下に市民ニーズと書かれております。こちらは、年明け３月位に市民ニ

ーズを把握するための市民説明会、パブリックコメントを開催する予定でございま

す。そこで皆様からご意見、ご提案を頂く予定です。真ん中は皆様の地域審議会、

あと総合計画審議会でございまして、既に諮問をさせて頂いておりますので、今後

審議を重ね、最終的には答申を頂くという内容になっております。一番上には印西

市議会と書かれておりますが、来年９月に議案を提出させて頂き、議決を頂くもの

でございます。以上が構成の説明でございます。 

続きまして資料１の素案のご説明をさせて頂きます。 
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なお、ご説明の前に若干の訂正がございまして、最初に訂正部分をご説明させて

頂きたいと思います。まず、目次の左側のページ、第１編第２章第３節のところで、

「人口・世帯の推移」と書かれているところを、「人口・世帯数の推移」という事

で「数」という漢字を入れて頂きたいと思います。続きまして右のページの上から

３行目、第３節に「財政見通し」とあります。ここを「財政の見通し」という事で、

「の」という平仮名を入れて頂きたいと思います。続きまして、それに即した形で

６ページをご覧ください。第３節人口・世帯の推移という事で、「数」という漢字

を世帯の後に入れて頂きたいと思います。次に７ページの一番上、カッコ書きで世

帯となっていますが、世帯数という事で、「数」という漢字を入れて頂きたいと思

います。続きまして３４ページをご覧ください。一番上、「財政見通し」とありま

すが、「財政の見通し」という事で、平仮名の「の」を入れてください。続きまし

て３５ページでございます。こちらは、政策の大綱という事で、その下に基本目標

と、右側に政策と書かれておりますが、政策の一番上、「豊かな自然環境を保全・

活用したうるおいある生活をめざす」とありますが、「うるおい」の後に「うるお

いの」という事で、平仮名の「の」を入れて頂きたいと思います。それに関係しま

して３６ページの中段下にある政策１－①、ここにも同じタイトルがあり「うるお

いの」という事で、平仮名の「の」を入れて頂きたいと思います。以上でございま

す。誠に申し訳ございませんでした。 

それでは２ページをご覧ください。素案の中身について、順番にご説明させて頂

きます。まず、２ページ目から総合計画の序論が始まっております。このページに

は総合計画策定にあたっての趣旨が記載されております。総合計画につきましては、

合併による様々なメリットと地域の特性を最大限に活かし、自立したまちづくりを

進めていくため、新しい印西市の総合計画を策定する旨を説明しております。また、

この計画は、市町村の合併の特例等に関する法律に基づき、昨年度策定されました

新市基本計画の内容を踏まえた計画としています。 

続きまして３ページをご覧ください。このページは、総合計画の位置づけと構成

になっております。次期総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」

で構成致します。基本構想につきましては、目標年度を、９年後の平成３２年度と

しており、基本計画につきましては、平成２４年度から平成２７年度までの４ヶ年

を前期計画、平成２８年度から平成３２年度までの５ヶ年を後期計画としておりま

す。なお、実施計画につきましては、別冊で策定させて頂く予定でして、３ヶ年計

画をローリング方式により策定する予定でございます。 

続きまして、４ページ以降でございますが、４ページは印西市の概要としまして、

位置・地勢が記載されております。 

５ページにつきましては、合併までの旧１市２村の沿革を記載しております。 
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６ページにつきましては、人口・世帯数の推移という事で人口の部分が、７ペー

ジには世帯の部分が記載されており、８ページにはこれまでの人口の推移を人口ピ

ラミッドとして、分りやすく示しております。 

続きまして、９ページから１１ページでございますが、市の財政の現状を記載さ

せて頂いています。 

１２ページにつきましては、地目別土地利用面積の推移という事で、田・畑が減

少し宅地や雑種地がやや増加傾向にあるという内容を記載しております。 

続きまして１３ページから１８ページにつきましては、産業の動向という事で、

就業人口から始まりまして、１４ページからは農業の内容を、１６ページからは工

業の内容を、１７ページから１８ページには商業の内容を記載しております。 

続きまして１９ページから２０ページにつきましては、社会動向と致しまして、

先ほど構成図でご説明させて頂きました「人口の減少と少子高齢化の進行」や「安

全・安心への意識の高まり」など、これら７つの項目につきまして説明しておりま

す。 

続きまして２１ページをご覧ください。このページでは、市民ニーズという事で、

平成２０年度に旧印西市において総合計画策定に係る市民会議を開催しまして、そ

こで取りまとめました市民提言の概要を記載しております。提言書では、環境、保

健・福祉など６つの分野において、それぞれ理想像を掲げ、各分野別に理想像実現

のためのキーワードを設定しております。２２ページに「市民会議で出された分野

の理想像とキーワード」という事で、市民会議で出された理想像、キーワード、提

言のテーマが表で示されております。２３ページにつきましは、市民アンケートの

概要という事で、こちらは本年６月に実施させて頂いたものでございます。２０歳

以上の男女３，０００人を無作為抽出させて頂く方法で行いました。有効回収数は

１，２４１件という事で有効回収率は４１．４％の状況でした。継続居住の市民意

識についてでございますが、印西市に住み続けたいと回答した人は、この調査結果

で８０％を超えており、その理由としまして、「自然環境や公園などが整っていて

緑が多い」が最も割合が高く、次いで「買い物など日常生活に便利である」という

順となっておりました。一方、住みたくないと回答した人も１２％おりまして、そ

の理由につきましては、「買い物などの日常生活に不便である」が最も高い状況で

ございます。ここで、先ほどご説明しました「買い物」というキーワードが「住み

続けたい」「住みたくない」の両方にランキングされているという事から、継続居

住の意識に「買い物」が大きく関わっているのが伺えます。 

続きまして、２４ページにつきましては、アンケート結果の中での３６にわたる

市の取り組みに対しての満足度・重要度を皆様からご意見を頂き、点数方式で評価

をしております。真ん中に相関図が記載されておりますが、満足度・重要度の平均

ラインを境に左側上部は満足度が低く、重要度が高いエリアでございます。その中
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に入っている項目と致しましては、交通、医療、行財政運営、雇用でございまして、

我々行政が一番に考えなければならない部分でございます。 

続きまして、２６ページをご覧ください。ここでは、先ほど構成図でご説明致し

ました今後市が力を入れて取り組むべき課題からなる「まちづくりの視点」を説明

しております。視点１「立地優位性と地域資源を活かした活気あるまちづくり」、

視点２「社会環境の変化に対応した安全で安心なまちづくり」、視点３「未来のた

めに元気な子どもを育てるまちづくり」視点４「地域の一体感の醸成と市民と連

携・協働したまちづくり」、視点５「健全な行財政運営による自立したまちづくり」、

という事で、これら５つの視点を踏まえながら将来都市像を見据えていくものでご

ざいまして、それらの説明が２６ページから２８ページに記載されております。 

続きまして３０ページをご覧ください。ここから基本構想の内容に入って参りま

す。３０ページは基本構想の目的が説明されております。基本構想は、市の最上位

計画と致しまして、計画的にまちづくりを進めていくための指針でございます。ま

た、将来の都市構造や土地利用の方向を示すため、土地利用基本構想を併せて策定

致します。 

３１ページをご覧ください。こちらは、印西市の将来都市像でございまして、豊

かな自然環境と充実した都市環境の調和の中で、市民一人ひとりが積極的に市民活

動に参加し、心豊かに輝く笑顔をもって、住み、働き、学び、憩うことができる「ま

ち」をめざし、「ひと まち 自然 笑顔が輝く いんざい」と設定しております。こ

の「ひと まち 自然」でございますが、昨年度合併により策定致しました新市基本

計画のスローガンが「ひと まち 自然 活気と希望あふれる 北総の中核都市」でご

ざいます。その「ひと まち 自然」という部分を引用し、その後ろに「笑顔が輝く い

んざい」を付け加えた案でございます。 

続きまして、３２ページから３３ページには、将来人口の見通しという事で、人

口、世帯数、就労人口の推計が記載されており、また、３４ページには、財政の見

通しが記載されておりますが、こちらは、後ほど担当の小作からご説明させて頂き

ます。 

３５ページをご覧ください。このページは、将来都市像、基本目標、それに続く

政策を体系的に示した政策の大綱を示しております。左側に将来都市像が書かれて

おりまして、先ほど説明した「ひと まち 自然 笑顔が輝く いんざい」が記載され

ております。真ん中が「まちづくりの基本目標」でございまして、ここに６つの目

標が掲げられております。先ほどの構成図の説明では具体的に触れられておりませ

んでしたが、一番右側に政策が記載されておりまして、各基本目標を達成するため

の２０本の政策が掲げられております。 

３６ページをご覧ください。このページ以降に「まちづくりの基本目標」の内容

が具体的に説明されております。基本目標１「恵まれた自然の中でやすらぎをもっ
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て生活できるまちをつくる」、こちらが生活環境の基本目標でございます。内容で

ございますが、自然環境の保全・活用、環境美化の推進、さらに省資源・地球温暖

化防止のための取り組みを市民とともに進めていきます。また、行政による防災・

防犯体制の強化はもとより、市民同士が日ごろから互いに声を掛け合い、地域で助

け合える仕組みを構築していくとともに、関係機関との連携により防災力、防犯力

を高め、誰もが安らぎをもって生活できるまちをつくっていきます、という旨を記

載しております。そして、こちらの基本目標を達成するための政策につきましては、

政策１－①「豊かな自然環境を保全・活用したうるおいのある生活をめざす」、こ

ちらが自然環境の政策でございます。３７ページをご覧ください。政策１－②「次

代につなぐ地球環境にやさしい生活をめざす」、こちらが環境保全・廃棄物処理の

政策でございます。政策１－③「市民の安全を守り安心して生活できる環境づくり

を推進する」、こちらが防災・防犯の政策でございます。 

続きまして３８ページをご覧ください。基本目標２「やさしさを持っていきいき

と暮らせるまちをつくる」こちらは健康福祉の基本目標でございます。内容でござ

いますが、保健・医療・福祉面における公的サービスの充実を図り、高齢者や障が

い者が様々な活動に参加できる社会の構築と不安や悩みなく安心して子育てがで

きる社会づくりを推進していきます。また、市民一人ひとりが健康意識の向上を図

りながら疾病を予防し、健康維持に取り組める環境づくりを進めます。支援が必要

な人達を地域全体で支える体制を確立し、誰もがやさしさをもっていきいきと暮ら

せるまちをつくっていきます、という旨を記載しております。基本計画を達成する

ための政策と致しましては、政策２－①「思いやり支え合う地域の福祉活動を推進

する」、こちらが地域福祉の政策でございます。政策２－②「安心して子育てがで

きる環境づくりを推進する」、こちらが児童福祉・子育ての政策でございます。続

いて３９ページをご覧ください。政策２－③「高齢者や障がい者にやさしい環境づ

くりを推進する」、こちらが高齢者・障がい者等の福祉の政策でございます。政策

２－④「誰もが健康で元気に暮らせる環境づくりを推進する」、こちらが健康・医

療の政策でございます。 

続きまして４０ページをご覧ください。基本目標３「地域の持つ可能性を活かし

た魅力あるまちをつくる」、こちらは産業振興の基本目標でございます。内容でご

ざいますが、農業においては、水田や畑、果樹園などの多くの優良農地と大消費地

に近接する立地優位性を活かした大都市近郊農業の発展を図るとともに農作物の

安心・安全を望む消費者ニーズをとらえた高付加価値農業の振興にも努めていきま

す。また、商工業においては、本市が持つ可能性を最大限に活かした企業誘致や起

業を進めていくとともに、人材育成や経営支援等の活性化対策を進めていきます、

という旨を記載しております。基本計画を達成するため政策と致しましては、政策

３－①「食を支える農業の持続的な発展を図る」、こちらが農業振興の政策でござ
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います。政策３－②「国際的な視野を持ち活力に満ちた商工業の振興を図る」、こ

ちらが商工業振興の政策でございます。４１ページをご覧ください。政策３－③「観

光資源の活用を図り交流と賑わいを創出する」、こちらが観光の政策でございます。 

続きまして４２ページをご覧ください。基本目標４「健やかな心と体を育み未来

を拓くまちをつくる」、こちらが教育・文化の基本目標でございます。内容でござ

いますが、子どもたちが未来を築くたくましい力を持ち、多様な可能性を伸ばすこ

とができるよう、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を適切に担い、健やかな心と

体を育む教育を推進していきます、という旨を記載しております。基本目標を達成

するための政策としましては、政策４－①「生きる力を持ち未来を築く子どもを育

む」、こちらが学校教育の政策でございます。政策４－②「生涯を通して学びスポ

ーツに親しめる環境づくりを推進する」、こちらが生涯学習・生涯スポーツの政策

でございます。４３ページに移りまして、政策４－③「心に豊かさをもたらす文化

の保護と振興を図る」、こちらが文化の政策でございます。政策４－④「互いの文

化を認め合い尊重しながら共に歩める社会をめざす」、こちらが国際化・多文化共

生の政策でございます。 

４４ページをご覧ください。基本目標５「快適で暮らしやすい都市機能の充実し

た美しいまちをつくる」、こちらは都市基盤の基本目標でございます。内容でござ

いますが、豊かな自然を活用しながら、長期的な観点に立ち、適正で機能的な土地

利用計画のもと、地域核である５つの駅圏を中心に自然環境と調和のとれた都市づ

くりを推進していきます、という旨を記載しております。基本目標を達成するため

の政策と致しましては、政策５－①「適正で機能的な土地利用を推進する」、こち

らが土地利用の政策でございます。政策５－②「生活を支える交通環境を整備する」、

こちらが道路・公共交通の政策でございます。４５ページに移りまして、政策５－

③「良好で魅力ある住環境を整備する」、こちらが上下水道・都市景観・住宅の政

策でございます。 

４６ページをご覧ください。基本目標６「市民と行政がともに歩み健全で自立し

たまちをつくる」、こちらは住民自治・協働・行財政の基本目標でございます。内

容でございますが、市民・事業者・行政が互いにその役割を認識し、知恵を出し合

いながら、共にまちを育んでいける環境づくりを推進します。事務事業の整理や施

設の統廃合などの行政改革を強く推し進め市民ニーズを的確に捉えながら、市民と

行政がともに歩み健全で自立したまちをつくっていきます、という旨を記載してお

ります。基本目標を達成するための政策と致しましては、政策６－①「市民が主体

のまちづくりを推進する」、こちらが住民自治の政策でございます。政策６－②「皆

でまちを育む環境づくりを推進する」、こちらが協働の政策でございます。４７ペ

ージに移りまして、政策６－③「市民ニーズに応じた効率的で効果的な行財政運営

を行う」、こちらが行財政の政策でございます。 
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只今ご説明しました内容を踏まえながら将来都市像に向かって進んでいくもの

でございます。私の方からのご説明は以上でございます。 

事 務 局  企画政策課の小作でございます。私の方からは、三点ご説明させて頂きます。 

まず、３２ページの将来人口の見通しでございます。今回総合計画を策定するに

あたりまして、将来の印西市の人口推計と致しましては、真ん中に５本の棒グラフ

があり、その中央部を見て頂きたいのですが、平成３２年、この計画の最終年度と

いう事になりますが、その年度で１００，２００人という推計を数字で出しており

ます。こちらについては、現在の印西市の人口が９万人ちょっとでございますので、

この１０年で約１万人の増を見込んでいるところでございます。その要因としまし

て、今後も千葉ニュータウン事業において新規分譲がしばらくの間続くという事で、

そちらの増を見越しまして、約１万人の増と見込んでおります。なお、年齢構成比

ですが、下から０～14歳でこちらが年少人口になりますが、１４，４００人で１４．

４％となります。これについては、左側にある平成２２年の棒グラフと比較して頂

くと、人数は増えているがパーセンテージは下がっている、これは人口増に比べて

子どもの数がそれほど増えていない事になるのですが、ほぼ横ばいということにな

っております。これは棒グラフの一番右側の全国平均と比較して頂きますと、全国

で１０．８％という事ですので、年少人口比率は全国と比較すれば印西市は高いと

いう結果にはなっております。これにつきましては、今後のニュータウンの新規分

譲による子どもの増加が大きな要因でございまして、いずれは印西市も少子化の傾

向になるだろうと見込まれております。それから、棒グラフの一番上の部分でござ

いますが、高齢者人口比率という事で、６５歳以上の人口ですが、２２，５００人

で２２．５％と見ております。これについては、全国と比較して頂きますと、全国

は２９．２％という事でございますので、印西市は全国と比較すればまだまだ高齢

化の進行が進んでいないという事が言えるのですが、８ページの平成２２年の人口

ピラミッドを見て頂くと、このグラフが３段ございますが、一番上の部分が印西市

になっておりまして、その一番右側の平成２２年のところを見て頂きますと、５０

歳～５４歳、５５歳～５９歳が人口として一番多い比率を占めておりますので、今

後１０年から１５年で高齢化が一気に進むと見込まれておりますので、その辺は今

後の課題になってくると思います。あと生産年齢人口、１５歳～６４歳につきまし

ては、高齢化が進みますので比率としてはどんどん下がっていくという事になりま

す。３３ページをご覧頂けますでしょうか。こちらには、世帯数と就労人口につい

て推計を出しております。基本的には先ほどの人口推計に基づいてという事になり

ますが、世帯数については、平成２２年と３２年を比較して頂きますと、約７，０

００戸ばかり増えている事になりますが、特筆すべきは、この中で一世帯あたりの

人口をグラフで書いておりますが、印西市で見ますと平成２２年が２．７９人に対

しまして、平成３２年が２．６０人と、世帯数は増えるけれども一世帯あたりの人
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口は減っていくという傾向になると見込んでおります。要因と致しまして、核家族

化ですとか、高齢化によるもの、これは人口ピラミッドを見て頂くとわかるのです

が、２０代の転出も非常に多いという事で、一世帯あたりの人数はどんどん減って

いくであろうというような推計をさせて頂いております。就業人口につきましても、

１３ページをご覧頂けるでしょうか。産業の動向という事で、一番下の部分に就業

人口や就業率を表した表がございます。こちらに就業率という事で、旧印西市、旧

印旛村、旧本埜村、これを全部たし合わせたものが４９．１％という事で、人口の

半分の方が就業するということになっておりますが、今後高齢化が進むこともござ

いまして、３３ページに戻りますが、結果として平成３２年、４７，７００人とい

う事でのおよそ人口の半分弱という推計になっております。 

次に３４ページにいきまして、財政の見通しでございます。こちらに関しまして

は、今後の財政状況、見通しといったものを文言で示させて頂いておりますが、内

容的には今後も財政の厳しい状況が続くというような内容になっております。その

根拠と致しまして、まず、１段落目に書かせて頂いておりますが、平成２１年度末

現在の地方債残高が約２６８億円、債務負担行為支出予定額、今後支払う予定があ

る額につきましては約１５５億円という事でふたつ合わせると４２０億円近くに

なります。こちらにつきましては、合併した印西市の予算が３４０～３５０億円程

度でございますので、それを上回る数字の支払いが残っている状態になります。あ

と今後の話という事で、２段目、３段目につきましては、今後の歳入・歳出の事を

書かせて頂いております。まず、２段落目の歳入面の部分でございますけれども、

高齢化等により税収が下がるということ、あと国の方の地域主権改革の関係で地方

に落ちてくるお金が減ってくるということも予測されております。また、今まで合

併に伴いまして地方交付税という事で国から地方に交付されていたお金が合併特

例法により約２０億円当初は頂いていたのですけれども、平成２７年度からは段階

的に縮減されていきます。２０億円まるまるもらえなくなるという事ではございま

せんけれども、１０億円以上の減収となりますので、歳入が大幅に減っていくとい

うことが見込まれております。それから３段落目の歳出面でございますけれど、こ

ちらにつきましても、高齢化がひとつのキーワードになりまして、社会保障関係の

経費が増えていくということ、それと特にニュータウンのことになりますけれども、

インフラの維持・管理にかかってくる経費、合併により市内の公共施設もかなり増

えましたので、そういった公共施設の維持・管理・改修・補修、当然学校なども含

まれますけれども、そういったことにもお金がかかることが見込まれているという

事で、歳入は少なくなっていき、歳出は増えていくというような状況になるという

見通しを立てております。最後の４段落目につきましては、今後行政改革を進めて

いって、効率的な行財政運営をしていかなければならないだろうという事でまとめ

ております。なお、こちらの表現ですが、まだ財政課と協議をしている段階でして、



11 
 

内容的には厳しいという内容ではあるのですが、表現等については若干変わる可能

性がございますので、その辺はご了承願いたいと思います。 

私の方からの説明の最後になりますが、４８ページを見て頂けますでしょうか。

こちらは、土地利用基本構想というものになります。こちらにつきましては、今後

印西市域の土地をどのように利用・活用していくかについての方針を打ち出したも

のでございます。こちらは方針でございますので、詳細については、今後都市マス

タープランですとか、みどりの基本計画といったものの中で位置づけていく事にな

りますので、ここでは大まかな方向性を示すところでございますので、あらかじめ

ご了承願います。この土地利用基本構想につきましては、４８ページに本市の都市

構造・土地利用の現状という事で、本市の現状を書かせて頂いております。印西市

の場合は、成田線、北総線、ここに５つの駅がございますが、この駅を中心に市街

地が形成されてきました。旧印旛村については、順天堂大学のお膝元と言いますか、

平賀学園台も市街化区域として整備をされてきたという事でございます。市街化区

域を取り巻くように農地や樹林地が広がっている事がこの図から伺えると思いま

す。自然環境とニュータウンを中心とした都市環境を兼ね備えているということが、

印西市のひとつの魅力と言えるのですが、現状としてはこのようになっているとい

う事でございます。それから５０ページを見て頂けますでしょうか。５０ページは、

将来の都市構造の方向という事で、図を載せて説明しております。こちらにつきま

しては、本日お配りしました土地利用基本構想図というものを簡単に図式化したも

のがこの図とご理解して頂ければと思います。印西市につきましては、東京と成田

の中央にありますので、主要な交通軸としまして成田線、国道３５６号線、それと

中央部を走る北総線、それと国道４６４号線といった２つの軸について、ＪＲ成田

線と国道３５６号線を、東京と成田を結ぶひとつの交通軸という事で、北部都市軸、

北総線並びに北千葉道路、国道４６４号線を中央部都市軸と名付けさせて頂きまし

て、そこにある駅、駅圏を中心としてそれぞれ特色のあるまちづくりをしていこう

という事をここで表現させて頂いております。なお、この図の中に東西では都市軸

が走っておりますが、南北については弱いというところもありますので、ここで地

域交流交通軸という、これは主に道路になりますけれども、こういったものを設け

まして市の内外、北部ですとつくば研究学園都市ですとか、南部ですと市川市、船

橋市、千葉市といったところとの連結もスムーズにしていこうという事で、こうい

った地域交流交通軸というものを示させて頂いております。５１ページ、５２ペー

ジについては、将来の土地利用の方向でございます。印西市の土地利用に関しまし

ては、大きく市街化区域と市街化調整区域に色分けをさせて頂きまして、市街化区

域については、市街化ゾーンというふうにゾーイングさせて頂いて、５１ページに

書かせて頂いていますが、(１)として木下・小林地区、(２)として千葉ニュータウ

ン区域、(３)として平賀学園台地区、(４)として松崎工業団地、みどり台・つくり
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や台地区という事で、それぞれこういったまちづくり、土地利用をしていきますと

いう事をこちらに書かせて頂いております。あと市街化調整区域につきましては、

５２ページの下の部分になりますが、田園居住ゾーンですとか、緑の共生ゾーン、

田園居住ゾーンについては低地部ということになりまして、緑の共生ゾーンにつき

ましては、樹林地ですとか緑地が中心になりますが、それぞれ保全・活用するとか、

水辺の親水性を高めていこうというような事で、方向性を打ち出させて頂いており

ます。以上簡単ではございますが、説明は以上です。 

事 務 局  企画政策課の鈴木と申します。補足説明をさせて頂きます。まず２６ページの視

点をご覧ください。初めにＡ３の資料で説明しましたけれども、この視点につきま

しては、現在の印西市で力を入れて取り組むべきものを表しております。視点に入

っていないからといって決して実施しないというものではございませんので、その

辺はご理解頂きたいと思います。この視点では、鉄道や道路網の整備による立地の

優位性、空港がございますので、立地の優位性や国際的な視点、また子育て・教育、

安全・安心、市民や事業者との協働など、力を入れて取り組むべきことを５本の柱

として書かせて頂いております。このまちづくりの視点や市民ニーズ、社会動向な

どを踏まえまして、将来都市像であります「ひと まち 自然 笑顔が輝く いんざい」、

市民が笑顔で暮らせる印西市に向けた取り組みが行われることとなります。この視

点の中に「求められる政策の方向」という事で太い線で囲まれているものがござい

ます。この枠の中の政策はあくまでもイメージという事で、次につなげるために書

かせて頂いております。これはあくまでも流れを分りやすく説明するものでござい

ますので、最終的にはこの枠と「求められる政策の方向性」というのはカットさせ

て頂くようになりますので、その辺はご理解頂きたいと思います。また、将来的に

切っていくものと致しましては、基本構想のまちづくりの基本目標の下の参考のと

ころにも、施策として色々書かせて頂いていますが、イメージ的に掲載をしている

ものでございますので、最終的にはカットされることになります。また、計画の中

にデータが色々載っております。これは現段階で把握でき、利用可能なデータを用

いて表や図、文章を作っております。今後国勢調査の結果なども段階的に出てくる

と思われますので、新たな数値が出てきた場合には出来る限りそれを採用していき

たいと考えておりますので、数値の方が多少変わっていくとご理解頂きたいと思い

ます。それに伴ってデータが変わったら文章的にはどうするのかという事につきま

しては、文章的なものはこれまでの傾向、トレンドとは大きな違いはないと思われ

ますけれども、もし、新しいデータにより内容が変わった場合には皆様に大至急連

絡して対処をしたいと思っておりますので、その辺の数字の入れ替えについてはご

理解を頂きたいと思っております。また、小さな「てにをは」の訂正とか文章の多

少の校正とかは事務局の方におまかせ願いたいと思っておりますので、その辺よろ

しくお願い致します。以上です。 
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議  長  事務局の説明が終了しましたので、ここで休息を入れたいと思います。それでは

５分という事で休息にします。（５分休憩） 

それでは始めたいと思います。休憩前に事務局から説明がありまして、ここから

質疑に入ります。ただ、質疑といっても難しい部分がありますよね。何を質問すれ

ばいいかという問題もありますし、参考までに本埜でどういう観点からの質問が出

たかをお知らせいただければと思いますが、よろしいですか。 

事 務 局  はい、担当の方から本埜地区で出た質問等を何点か申し上げますけれども、あま

り硬くならずに、この審議会につきましては総合計画の素案をお示ししております

ので、委員さん個人のお考えで、分らない、こう書いてあるがどうして、こう書い

てあるが自分はこう思う、という三点位で気兼ねなくご意見を頂戴する会でござい

ますから、あまり深く考えずにお言葉を発して頂けたらと思っております。参考ま

でに本埜地区のお話をさせて頂きます。 

事 務 局  それでは本埜地区で出ました質問等を簡単にご説明致します。まず、多かった質

問としましては、人口の関係で、ニュータウンに今後どれ位の入居があるのかとか、

資料の中の４９ページを見て頂くと、今の入居の状況が書いてありますが、こうい

ったところについてのご質問もございました。あとご意見としまして、今後高齢者

が増えていくので、高齢者に対する交通の配慮などの話、農業関係では耕作放棄地

が増えていくことに対する対策はどうするのかという話もありました。あとは観光

の話もありまして、北総線を使って人を呼び込むような観光資源の開発も必要なの

ではないかというような話、それから農村部には結婚をしないで残られている長男

や長女の方が多いので、こういった事に対する対策も必要なのではないかというお

話もありました。細かいところでは、言葉遣いで、漢字でも平仮名でも表記できる

ような言葉、例えば、「まちづくり」などはなぜ平仮名で表記しているのかとか、

将来都市像の中で「いんざい」というのを事務局の中ではあえて平仮名で表記をす

る案を出させて頂いておりますが、これは漢字で書いたほうがいいのではないかと

か、これは、印西という固有名詞にもっと胸を張って印西と言えるようなという趣

旨だと思いますが、漢字で書いた方がいいという事でした。ちょっとバラバラにな

ってしましましたが、このようなご意見がございました。 

議  長  ありがとうございました。それでは皆様、今の事務局からの説明をヒントに、ご

意見・ご質問ありましたら挙手をお願いします。課長からのお話にもありましたが、

疑問とか、ここはどうかと思うという事でいいと思うのです。素案の問題について、

そのままやるには問題が大きすぎて言葉が出てこないと思うのですが。 

それでは石月委員、どうですか。 

石月委員  ４６ページに「市民がまちに関心を持ち、自治体やＮＰＯ団体等が～」とありま

すが、印西市に登録されているＮＰＯ団体はどの位あるのですか。 
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事 務 局  正確な数字は把握していないのですけれども、確か２０か３０位はあったように

思います。実際に活動しているかどうかは把握していませんけれども、登録団体数

については、その位だったと思います。 

石月委員  活動については分らないのですね。 

事 務 局  実際に具体的にどういった活動をしているかというところで、対外的にＰＲも兼

ねて色々やられているところもあれば、そうではないところもあるので、そのあた

りは担当課の方に確認をさせて頂ければと思います。 

事 務 局  再度申し上げさせて頂きますが、私共がお願いしている総合計画と、それから関

係各課で色々な計画を持っています。例えば、環境基本計画ですとか、子どもの関

係で言えば次世代育成支援計画ですとかございますけれども、今皆様方にお願いし

ているのは、全市的な総合的な計画という事ですので、色々な方面の方向性を出す

計画でございます。１０年後を見据えた大きな絵の中で、高齢者対策はどうしよう、

農業はどうしよう、というような方向性を出していくのが今ご覧になっている基本

構想です。これから２月か３月になりますけれども、この基本構想を実際にやって

いくために４年なり、５年なりの基本計画、完全に事業名の入る細かい計画を作っ

ていきますから、この時にかなり問題が見えてくると思います。今はかなり抽象的

な表現、方向的な表現ですので、かえってご意見が出にくいのかと思っております。

本来、基本計画をセットでご覧頂ければ、もっとご意見が出やすいかと思いますが、

今は申し訳ありませんが、方向性だけのご議論でございますから、そういった中で

ご意見頂戴できればと思っております。よろしくお願い致します。 

議  長  そういう事で、何かご意見ございますか。 

星 委員  旧印旛地区のころでしたら、今１６社ある建設業組合で、色々と仕事をさせても

らい、何とか生きる方向性があったのです。これから、どこのまちもそうなのです

が、商業・工業など、シャッター通りといいますか、店が成り立たない、営業が成

り立たないという状況がそこまで来ています。現在は商工会が旧印旛地区、旧本埜

地区、印西地区とばらばらになっております。来年度は、合併しようという話で盛

り上がっているのですが、今のような仕事がほとんどないような状況では、商工会

は合併しても機能しません。それほど厳しい状況になっております。これからの土

地利用計画として地元の業者に、全ての学校・保育所・児童センター、公共施設の

ような修理でも、地元の業者を育てる意味で仕事をさせてもらうというような計画

ができるのであれば我々も助かるというようなお願いを、実は今日商工会の会合が

あって、ちゃんと言ってくるようにという事で、一言言わせて頂きますけれども、

地元の業者を使って、地元を豊かにするような事に力を入れて頂ければと思います。

よろしくお願いします。 

事 務 局  今のご意見でございますけれども、昨日まで市の１２月議会を開会しておりまし

て、今回は４３人の議員さんのうち２８名が質問されたのですけれど、その中から
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３人の議員さんから同じような内容のご質問を市に対して頂いております。商業、

特に建設業の方の経営関係がかなり厳しいという中で、どういった形で市の事業の

協力の体制を考えているのかという事で、２人ないし３人の方が質問されていまし

たので、担当部局のほうでは十分認識していると思います。また今日出た意見は、

関係各課の方にも伝えていきたいと思いますので、先ほど申し上げた大きな方向性

の基本構想でございますから、この下の基本計画を作り込んでいく中で、関係課に

情報提供しながら作り込んでいくようにしたいと思っております。 

小松委員  市民アンケートの内容で気になった事なのですが、買い物が便利であるというの

が住み続けたい理由に入って、住みたくない理由でも第１位にそれが持ってこられ

たというのは、年齢層があるのではないか。あと、地域性がかなりアンケートの結

果に出ているのではないかと思ったのですが。利便性というか、交通がもう少し良

ければ、買い物をする場所まで出ていくコミュニティーバスみたいなのがどんどん

出ていれば、もうちょっと違ってきているのかなと感じているのですが、どうでし

ょうか。 

事 務 局  本埜地区の地域審議会でも同じお話が出ましたが、実際にアンケートの中味を見

た結果、少し驚いた事がありました。実は、住みたくない理由として「買い物」を

選択した方は、既存地区に住んでいる方が多いのかと思っていたら、逆に市街地に

住んでいる方が多かったのです。スーパーが撤退してしまった地区が市域に幾つか

あるのですが、そういった地区からの意見が多く、逆に、一般的に不便と思われる

既存地区からは、そういった意見が少なかったという事なのです。ある意味「慣れ」

というのもあるかと思いますが、ただ、既存地区では高齢化により車を運転できな

くなると、他に交通手段が少なく、買い物などが非常に不便になることから、その

辺の内容は、この下に策定する基本計画の中で考えていく必要があるということで、

本埜地区においても、そのようなお話をさせて頂きました。 

狩野委員  今の話に関連するのですが、都市部の人で買い物に不便だという人と、もうひと

つ独居の人の買い物で苦情が出ないのは、地域の人が買い物でも病院でも何でもサ

ポートしているからです。そういうことも頭において基本計画の策定をお願いした

いと思います。確実に買い物にも行けない、病院にも行けない、全てを民生とか地

域の人に委ねているというのが多々ありますから。それともうひとつ道路のことな

のですが、地元の事ばかり言って申し訳ないが、平賀地区とか消防車や救急車も入

れないような地区に住まわれている方が結構いるのです。その辺も頭の隅において、

道路の方の基本計画をお願いしたいと思います。面倒なだけではなくて、中に入っ

たところの住民のためにも、火事になったらどうするのかというところも結構あり

ますからね。以上です。 

議  長  今の最初のお話ですが、民生委員の立場から高齢者の方とか身寄りのない方のお

話で、そういった事も入れて頂きたいという事でした。それと道路、これは昔から
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ある道路ですよね。これは色々と難しい問題があるのですよね。これは市の関係だ

けでなく、個人的な人間関係もからんでくると思うので、簡単には対処できないと

思いますけれど、実際に火事になったり、災害がおきたりしないようにやって頂き

たいと思う部分はあるので、検討頂いて押さえておいて頂きたいところだと思いま

す。 

事 務 局  同じような回答になってしまいますけれども、議会のほうでも何回も話が出てい

ます。細い道路があって、特に消防車が入って行けない。それから、高齢者の関係

ですと、独居老人の買い物の関係はどうするのかというお話も出ておりますので、

担当課はそういう内容については十分把握しておりますから、基本計画を作る中で、

情報提供しながら検討していきたいと思います。ただ、すぐできるという事は言い

きれませんけれども、十分当局の方は課題として把握しておりますから、後はどう

進んでいくのかというところだと思います。 

狩野委員  あと、循環バスの問題もあるのです。旧印旛村でもバスが廃止されて、一部の人

しか乗っていないというけれども乗っていた人は非常に不便を感じるわけです。そ

ういう事で、高齢者の方からの苦情があったのです。いつも満席だからいいのでは

なくて、循環バスというのは何人でも乗る人がいたら走ってもらいたいという気持

ちはあります。 

事 務 局  本埜地区でも話は出たのですけれど、バスの関係、交通の関係は先ほどの説明の

中で、アンケート調査でも重要度は高くて、満足度が低いという事でした。交通対

策に関しては、企画政策課が担当しております。循環バスも私の担当です。実は今

日５時から、鎌ヶ谷市で鉄道関係の交通の重要な会議があるのですが、そこで間も

なく中座させて頂きますけれど、特に交通関係はアンケートでも皆様一番関心が高

いと思っております。循環バスも含めて、路線バスの充実・整備については、合併

を機に現在印西市の中で、バス事業者と協同で、国の補助を頂きながら、地域公共

交通活性化協議会で検討しております。確かに循環バスを充実させることが一番か

と思いますが、例えば、旧印西市内だけを走るふれあいバスは、１日年間６～７万

人しか利用しなかったものが、今４ルートで、年間１５万人で動いております。か

なり利用率が高く、下手すると座れない便もあります。とはいえ、１年間１台のバ

スを動かすのに、運賃を引いて純粋に１，３００万円の税金が投入されています。

過去の経緯を見ますと、平成１６年位に旧本埜村・旧印旛村で循環バスをやめてい

るようですから、そこはやはり費用対効果があるのかもしれません。しかし、高齢

者の方の買い物などの問題もありますから、そういった事をどう解決していくかは

現在検討しています。その中のひとつとして、最近、先進市で行っているデマンド

バス、デマンド交通、予約制でタクシーとバスの真ん中位の運賃、３００円から５

００円払ってひとつのエリアの中を予約制ですけれども乗せて行ってもらうような

交通システムもありますので、そういったものをすぐにではありませんけれども視
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野に入れながら計画を策定しております。もうちょっとお時間を頂きながら、循環

バスを全て回すためにはかなりの税金が必要になって参りますので、基点のところ

はバスで、幾らか離れたところの需要をどう賄うかという部分については、例えば

デマンド交通や福祉関係のボランティアの交通というような組み合わせもあるかも

しれないという事で検討させて頂いておりますので、すぐにとはいきませんが、ご

意見を頂きながら段階的に整備していきたいと思っております。 

狩野委員  近いうちに買い物難民がたくさん出てくるような気がします。何かに載っていま

したけれども、スーパーから買い物に行きたい人を迎えに来て、また送っていくと

いうシステムを作っているところもあるようです。何とかして自由に買い物に出ら

れるような事を考えて頂ければと思います。 

議  長  まだご意見出ていない方で何かありますか。 

大野委員  山田地区の者です。先ほども事務局の方から出ましたけれども、山田地区も非常

に未婚率が高いです。特に３０代、４０代、５０代の男性の独身が多いです。それ

に伴って、山田地区は２００世帯位あるのですが、小学生が非常に少なく１０名位

しかいないです。子ども会も６家族位でやっているような状況です。また、他の学

校には学童クラブがあると思うのですが、六合小学校、宗像小学校には学童クラブ

がない。あるお母さんは、子どもを預けて働きたいというのですが、六合小学校や

宗像小学校にも学童クラブを設置できないものでしょうか。ご検討頂きたいのと、

実際今どういう状況であるのかを聞きたいのですが。 

小松委員  同じ印旛なのですけれども、いには野には学童保育があります。結構皆様利用し

ていますよね。 

事 務 局  学童クラブへのご質問でございますけれども、印西市内の全部の小学校に学童ク

ラブがあるわけではございません。永治小学校には学童クラブがございませんので

必要としている児童は、ふれあいバスで大森小学校まで行っている状況がございま

す。それから船穂小学校も学童ではありませんが、ある一定の時間、近くにあるコ

ミュニティーセンターに行っている子どももいます。学童については、先ほどの説

明でありましたように、この計画自体は全体的な方向性の計画です。この計画に則

って基本計画を作ります。基本計画もあくまで一般論の計画です。今ご質問のあり

ました学童クラブについて、この一般論の計画に載ってくる場合もありますし、先

ほど申し上げた次世代育成支援という行動計画、子どもだけの計画もありますから、

その計画にも当然載せていくべきものですので、その計画には学童の計画が載って

おります。ただ、どういった事が書き込んであるかは資料がないのではっきり申し

上げられませんが、今日頂いた意見は全て担当課の方にお伝えします。当然基本計

画を策定するときにそういった内容も踏まえて作っていく事になっています。申し

訳ないが今はそこまでです。先ほど申し上げた通り、これから鎌ヶ谷市の方で交通

関係の会議に出なくてはいけませんので退席させて頂きます。あとは担当職員がお
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りますので、色々ご提案等頂戴できればと思います。申し訳ありませんけれどもよ

ろしくお願い致します。 

片倉委員  この基本構想図を見ると、旧印旛地区というのは印旛沼に囲まれて、資源という

のは観光だと思うのです。もともとの印旛村ですと、山田地区の下を抜けて栄町の

方に行くサイクリングコースがあるのですが、沼を回れるサイクリングコースがな

いので、資源を活かして回れるようなコースを作れればいいと思います。それから

木下の方から手賀沼の先まで行ける屋形船はいいですね。観光資源は探せば印西市

にはたくさんあると思うので、内外にもっとアピールしていくといいと思うのです

けれど。 

事 務 局  只今ありました木下地区の川めぐりの運航につきましては、ＮＰＯ法人いんざい

水の郷ネットワークという団体が運航しておりまして、旧印西市のころから貴重な

観光資源という事で、当時の産業振興課がバックアップして、船の購入とか、桟橋

の設置とかの協力をしながら、市民のレベルで多角的にやって頂いているというと

ころでございます。そして本年合併を致しまして、市の内部で経済政策課という観

光や産業振興に特化してやるような組織ができました。以前は農政と商工観光が一

緒の課だったのですけれど、それを農政は農政、商工観光は商工観光と分けて、経

済政策課で特化してやっております。その中で現在、印旛沼周辺のサイクリングロ

ードの活用とかの話も出ておりまして、色々な観光資源を開発しようという事で担

当課のほうで色々研究をしているところです。先だってもＢ級グルメ選手権の企画

をしておりまして、こちらは合併記念という事で、ご当地グルメの実行委員会、こ

ちらも市民レベルの商工会の方が中心になって作って頂いたわけですが、そういっ

た事で色々策を考えながら今進めているところでございます。先ほど課長も申し上

げました通り、色々なご意見を頂戴致しまして、その担当課セクションの方にご意

見を伝えします。また、サイクリングロードを観光にするというお話も、市の１課

ではできないわけです。例えば道を整備する道路担当も必要ですし、観光も必要で

すし、商工業団体のバックアップも必要になります。そういった市民の皆様と協力

しながら進めていくというのが、この新しい基本構想の中で出されているところで

ございまして、柱の６番目になりますが、市民協働というところでいろんな分野で

市民の皆様のお力を借りながら協働して進めていきたいというのが構想の中での考

え方でございます。話がちょっとまとまりませんでしたが、このような形でひとつ

ひとつの意見を大事にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

根本委員  現況がよく分らないで将来の事などよく分らないのですが、ひとつには土地利用

をどんなふうにやっているのか分らないわけです。また、里山が非常に荒れている。

印旛村の場合農村ですが、高齢者が農作業から何から何まで全部やっているわけで

す。先ほど買い物の話がありましたが、買い物は若いものが行って買ってくる、自

分たちで色々なものを作っているような農村の生活の協同体ですから、食べるもの
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や買い物についてはそんなに心配しなくていい状況なのです。だから市街化部との

実態をよほどよく見ないとしょうがないのではないか。例えば宗像小学校は、来年

の１年生は６人なのです。人口問題もそこまでいってしまうとどうしようもないで

すね。実際の孤村というのか、今はどうしようもない。人はいない、山は荒れ放題、

田畑は産業の問題に引っかかってくる、色々この辺の実態を見て考えて頂かないと。 

議  長  高齢者が働かないと何もできなくなってしまう。今の団塊の世代の人たちがいな

くなると、多分産業構造が一変してしまうのではないかという感じがします。特に

第１次産業についてどうするかというのは重要な問題だと思うのです。こちらの方

には書いてありますが、そこのところを説明して頂ければと思います。 

石月委員  その前に、農業の話が出たのでちょっといいですか。先日農業委員会で印西地区

の休耕田といいますか、放置されている農地を調査しました。まだ結果は出ていな

いと思いますが、かなりあると思います。今の印西市の農業年齢が、６４～６５歳

ですから、１０年すると後継者がいないので、印西市の農業はどうなるのか心配を

しております。これから印旛沼Ⅱ期工事が始まる予定ですけれども、工事が始まっ

て償還する期限が１０年後とか１５年後なのに、今、後継者のいない支払いの返事

をしなくてはならないという、ちょっとおかしな問題になるわけです。もう少し農

業の事に力を入れて考えてほしいと思っているのですが、市のレベルというよりも、

国のレベルで考えなくてはいけないと事は思っているのですが。 

事 務 局  今聞いていると、たくさん問題があって、後継者の問題、耕作放棄地の問題、結

婚の問題、少子化の問題など、全部含んでいるのですが、市役所の中には色々な課

がありまして、それぞれのセクションで動いているわけです。すぐにできる事、国

や県が混じってやらないと絶対にできない事、それから命に関わる事などから緊急

性を見出していって事業計画を立てていかなくてはいけないわけです。その上でな

るべく表現的にも網羅していって、担当課に投げかけていこうとしているところで

すが、それらが全てすぐに出来るかというと、ここでお答えはできないのですが、

隣の課が関わってくるというような問題もたくさんありますので、全庁的に考えて

いきたいと思っています。農業については、４０ページに書かせて頂いているので

すが、我々は皆様の意見を頂いて、担当課にぶつけていきたいと思います。もちろ

ん出来るもの、出来ないものがあります。出来ないというのは、大きな事業ほど出

来ないというのは事実なのですけれども、小さなすぐ出来るものからやっていくよ

うに、我々もぶつけていきますので、皆様の方から色々なご意見を出して頂ければ

と思っております。 

吉野委員  私は町会関係から出させて頂いているのですが、基本構想はこれでいいと思いま

す。先ほどから各委員から出ている少子高齢化、就業率の説明も事務局からあって、

そういうものを解決するための施策をどんどん入れてもらって、あと、交通アクセ
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スの問題、一次医療、二次医療、三次医療、介護等も計画の中で細かく入れていっ

てもらえれば私はいいと思います。 

事 務 局  これから色々検討させて頂きます。ひとつだけお話しておかなくてはいけないと

思うのが、人口のことなのですが、これから１０年、全国的にほとんど全ての市町

村で下降です。大きく減っていくような形になります。ただ、印西市だけは、ニュ

ータウンの関係と、まだ余力がございますので、１万人ほど増えるような予測をし

ています。全国的に本当にめずらしいケースだと思います。逆に言いますと、それ

を目指して頑張っていこうという事で目標を設定しておりますので、その辺のとこ

ろでは印西市は恵まれているという事をご理解頂ければと思います。 

片倉委員  ただ、縮図だと思ってほしいのですが、学園台でも最初の計画では、プラス６４

０戸、保育園ができる、幼稚園ができる、小学校ができる、と色々ありましたけど、

途中で頓挫し、人口も増えなくなりました。最初の計画は良い計画ができても、そ

れを代々続けていくのは大変な事です。印西市も、今はニュータウンで人口が増え

ていい調子でいっていますけれども、計画が完成に近づいてくるとそこで終わって

しまう。そこで終わらないで、この上り調子を半永久的に続けていってもらえるよ

うに行政がしてくれるといいと思います。 

事 務 局  まったくその通りです。印西市では、今までニュータウンのまちがひとつずつゆ

っくりできているので、まだできていないところがある中で、余力というような言

い方をさせて頂いています。そのまちの中に平賀地区がひとつにありまして、ほぼ

完了しております。これから高齢化が進んでいくのかというところがございます。

多摩ニュータウンはいっぺんにやってしまったのですよ。ですから、全てが高齢化

となってしまったのです。印西市は全体的に見れば余力があるのですが、小さなま

ちずつ見れば、高齢化が進むところがあるという事で、その辺は私共も理解してお

りまして、やはりそれにつなげていくのは、若者の定住なのか、企業誘致なのか、

など各課で悩んでいるところです。 

齋藤委員  もう皆様からご意見等出ていますので、私の方から申し上げる事はないのですが、

やはり最終的には満足度を高める事で全て良くなるのかと思われますので、今現在

満足度の低いものから優先的に取り組んで頂いて、そうすることによって農業の後

継者不足にも対処できるのではと思っております。若い人が地元にいてくれるよう

になればいいと思います。 

事 務 局  皆様から貴重なご意見を頂きありがとうございます。先ほど申し上げた通り、市

だけではできないものはたくさんあります。ひとつは市民の皆様と協働でやる事、

それから県や国を巻き込んでやる事など、広い視野で、色々な手法を使って、今あ

げて頂いた問題を解決していかなくてはならないと感じているところでございます。

平成３２年度、今年を含めると１０年後の未来を見据えた計画ですので、１０年後
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に今言っている事が本当に達成するのかをよく考えながら、我々も責任を持って書

き込んでいきたいと思っておりますので、今後も引き続きご協力お願い致します。 

議  長  最後に私の方から一言。結局、都市を作るということは人間を作る事であって、

子どもというか、次世代の人たちを作らないと、都市は回らないと思うのです。そ

ういう事によって教育とかが必要だと思います。最近感じているのは、東南アジア

あたりに行ったとき、向こうの子どもたちが言葉を話すときに、ほとんど英語を使

うということなのです。自分の国の言葉を使わずに、英語を使って外国人と話をす

る。私が感じたのは、多分これがグローバル化という事なのだろうという事です。

つまり、人とコミュニケーションを取る方法として、本当の伝達手段としての英語、

文法の問題ではなくわかればいい、そういうものをもって、社会で子どもたちが生

きているのです。そういう意味からすると、日本の子どもたちはそういう事に対応

する事ができていない。特に印西市は、国際都市成田、空港が近い、そういうとこ

ろを考えた時に、印西は国際都市を目指してもいいのではないかという気がするの

です。そして、独特の子どもたちというのもおかしいのですが、独自の印西市の子

どもを作り上げていきたいという気持ちがあります。 

事 務 局  議長、ありがとうございます。英語を身につけるという事で、今まで中学校まで

だった英語教師の派遣が、小学校まで拡大されております。それから国際化という

のも企画政策課のほうで担当しておりまして、平成２３年度から新しい印西市の国

際化の基本方針を作っていく予定でおります。その中でも、子どもたちの国際化、

多文化共生という意味で、成田に近接するという事で、いろんな外国の方が訪れる

可能性がありますし、触れ合う機会も多くなります。今現在も印西市内に外国人登

録数で１，０００人の外国人がおりますので、各地域で外国の方は身近にいらっし

ゃると思います。そういった文化の違い、言葉の違いなどの多文化の中で、そうい

う教育も進めていかなくてはいけないですし、我々もそういう形で対応していかな

くてはいけないと考えております。貴重なご意見ありがとうございます。 

議  長  特にその他、皆様の方でこれだけはというようなご意見・ご質問ございませんか。

それでは、次期総合計画基本構想（素案）につきましての議事は終了致します。本

日出されました意見等につきましては、事務局の方で調整してくださるという事で

す。よろしくお願いします。 

それでは(２)のスケジュールの件について、事務局より説明をお願い致します。 

事 務 局  それでは私の方から、スケジュールについて簡単にご説明をさせて頂きます。本

日お配りしました資料２を見て頂けますでしょうか。この地域審議会につきまして、

次回は年明け２月、場合によっては３月に入るかもしれませんが、その頃に開催する

予定でおりまして、その際には本日頂いた意見、議会等でも意見をもらったりします

ので、そういったものを合わせまして、実際にどのように修正したかをご報告させて

頂きたいと思います。それから５月につきましては、議会に上程する案と致しまして
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ご審議をして頂きまして、地域審議会としての答申を頂く予定でございます。最終的

には９月に基本構想の部分になりますが、議会に上程するというスケジュールで進め

ますので、また今後も会議がございますけれども、ご協力のほうよろしくお願い致し

ます。説明は以上でございます。 

事 務 局  只今小作の方からも説明がございましたけれども、この次の段階では構想になり

ますので、皆様の意見がどうなったというところまでは見えない場合がございます。

皆様の意見と反対の事がある場合に、私たちが消していくような形になります。実際

の事業が書いていない大まかなものを決めるのが構想です。この下に基本計画という

計画が入ります。これもまだ、細かい事業までは入っていないものです。これも方向

的なものです。その下に実施計画があって、事業が入ってきます。今作っているのは

構想の段階のものですので、細かいところまでこの中に、文字として反映するのは難

しいところもございますのでご理解頂きたいと思います。 

議  長  只今事務局より説明がございましたが、これについて何かご質問等ございますか。

無いようですので、今後のスケジュールについては、事務局に任せるという事で、よ

ろしくお願いします。 

それでは３番目のその他ですが、事務局から何かございますか。 

事 務 局  特にございません。 

議  長  それではこれで議事は終了という事で、あとは事務局のほうでよろしくお願いし

ます。 

事 務 局  前田会長、ありがとうございました。それでは、会議次第の方に４番目のその他

というのがございます。委員の皆様から連絡事項などがございましたら挙手をお願い

したいのですが、特にございませんでしょうか。無いようでしたら、事務局の方から、

先ほど小作の方からスケジュールを申し上げましたが、次回の地域審議会は２月とい

うところに枠が入っておりますが、調整の関係で３月にずれ込むかもしれないという

のが一点、それから２３年度に入りまして５月に答申を頂くわけですが、そのあと６

月、７月、８月、議会に上程前に、議会と本部会議という庁内の会議なのですが、そ

の中で答申頂いた内容を詰めていきます。その中で、大きな変更等ございましたら、

場合によってはまたお集まり頂くかもしれませんので、その節にはよろしくお願いし

たいと思います。 

それではあと一点、事務局の方からご連絡事項がありますのでよろしくお願い致し

ます。 

事 務 局  次回の会議は２月下旬から３月上旬を予定しております。詳細が決まり次第ご連

絡をさせて頂きたいと思います。 

二点目ですが、本日の報酬についてでございます。年明けになってしまい非常に

恐縮ですが、７，５００円から源泉徴収税額の９４０円を差し引きました６，５６０

円を、年明けに振り込ませて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 
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以上でございます。 

事 務 局  それでは、長時間にわたりましてありがとうございました。以上をもちまして審

議会を終了させて頂きます。本日はどうもお疲れ様でした。 
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