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平成２２年度第３回本埜地区地域審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２２年１２月１０日（金）午前１０時～１２時 

２ 開催場所  本埜公民館２階 団体研修室１ 

３ 出 席 者  本橋 孝司会長、土井治夫副会長、土井  栄委員、岩井とし子委員、 

鳩貝 太郎委員、青柳 和江委員、田波 英俊委員、中島 雅昭委員 

４ 欠 席 者  飯塚 昭一委員、稲葉  明委員 

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  本日は師走のお忙しい中、お集まり頂きまして有難うございます。 

只今から、第３回本埜地区地域審議会を開会致します。 

初めに会議の資料のご確認をさせて頂きます。まずお送りした資料でございますが、「第

３回本埜地区地域審議会」と書かれました式次第、続きまして、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」、さらに本日追加資料という事で、３種類ござ

いまして、まず資料２としまして、Ａ４の横版「総合計画策定スケジュール」、それからＡ

３の横版カラー刷りの「総合計画（基本構想）の構成」、最後に参考資料ということで「土

地利用基本構想図」、こちらもカラー刷りＡ４横版のものです。ご確認の方、よろしいでし

ょうか。 

では、資料をご確認頂きましたので、会議に関する４点ほどのご報告と確認事項がござい

ますので、よろしくお願い致します。 

まず、本日の出席委員でございますが、飯塚委員と稲葉委員が欠席という事でご連絡を頂

いておりまして、８名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ございますが、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、入口のすぐ左手に傍聴席を用意してございます。本日は傍

聴者はおりませんのでご報告致します。 

続きまして、会議録の署名についてでございますが、初回の会議のときに名簿順という事

でお願いをしてございまして、本日は飯塚委員、稲葉委員ということでしたが欠席ですので、

鳩貝太郎委員と土井治夫委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願い致します。 

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。 
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本審議会の会長でございます本橋会長より、ご挨拶をお願い致します。よろしくお願いし

ます。 

【会長挨拶】 

事 務 局  本橋会長、有難うございました。 

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、議事に入らせて頂きます。 

地域審議会の設置に関する協議書第５条の規定により、会議の議長を本橋会長にお願い致

します。よろしくお願い致します。 

議  長  それではしばらくの間、会議の進行役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。 

私の方から議題の１番目でございます次期総合計画の基本構想（素案）につきましてご説

明させて頂きます。 

本日は基本構想（素案）の中味をざっとご説明させて頂き、皆様から色々なご意見を頂き

たいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

それでは最初に本日お配りしましたＡ３サイズカラー刷りの「総合計画（基本構想）の構

成」をご覧ください。こちらが先ほど資料１ということで皆様にお配りさせて頂きました次

期総合計画の基本構想（素案）を体系的に示した図となっております。上の部分が黄色い下

地になっておりまして、下の部分が水色の下地になっております。黄色の方は、総合計画の

中の序論の部分を示しており、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。 

最初に上段の序論の方からご説明させて頂きます。 

序論にはどのようなものが記載されているのかと申しますと、左から順に赤い文字で記載

されておりますが、まず市の現状の把握、続きまして社会情勢の把握、市民ニーズの把握、

最後に市の特徴と課題の把握ということで、この４つの内容の把握から成り立っているもの

でございます。 

まず一番左側の市の現状の把握につきましては、印西市の概要としまして、上から順に、

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

に産業の動向としまして、これらを各種統計データを用いて分り易く示しております。 

続きまして、社会情勢の把握につきましては、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ことで、社会動向をまとめております。 

続きまして、市民ニーズの把握につきましては、市民会議提言の概要ということで、旧印

西市の中で開催し作成した提言書の概要を載せております。あと本年６月に市民アンケート

を実施致しまして、その結果等をまとめております。 
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最後に市の特徴と課題の把握ということで、これはまちづくりの視点でございます。力を

入れて取り組むべき課題として、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５点が特

に着目して動いていか無ければならないということで示しております。 

この４つのキーワードを踏まえた将来都市像が、下の水色下地部分の一番上に赤枠で記載

されており、ここからが基本構想の内容になります。 

この将来都市像は、まだ案の段階ではございますが、「ひと まち 自然 笑顔が輝く いん

ざい」としております。この将来都市像を実現するための目標としまして、下の６つのまち

づくりの基本目標を掲げております。まず、１番目「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「やさしさをもっ

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す

ために策定致します土地利用基本構想でございます。 

続きまして、まちづくりの基本目標を達成するための政策でございますが、一番下の紫色

の枠で囲んでいる部分、こちらに２０本の政策を示しております。 

続きまして、一番右側の紫色の枠で囲まれた部分でございますが、一番下に市民ニーズと

記載されております。こちらは年明け３月を目途に市民ニーズを把握するための市民説明会

及びパブリックコメントを予定しております。これにより市民の皆様からご意見等を頂く予

定でございます。その上の枠につきましては、本日の地域審議会、その他総合計画審議会の

部分でございまして、既に諮問をさせて頂いておりますので、今後も継続審議を行いながら

最終的には答申を頂く予定でございます。一番上には印西市議会と記載されておりますが、

来年９月に議案を提出し議決を頂く予定でございます。また、これまでご説明致しました基

本構想の下には、政策を達成するための施策を掲げた基本計画が出来上がっていく形になり

ます。 

続きまして、資料１の冊子をご覧ください。ここから素案の中身について、ご説明させて

頂きますが、素案に訂正箇所がございますことから、最初にその部分をご報告させて頂きま

す。まず、目次の左側のページ、第１編第２章第３節で、「人口・世帯の推移」と記載され

ているところを、「人口・世帯数の推移」ということで「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

が、ここを「財政の見通し」ということで、「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、６ページをご覧ください。第３節「人口・世帯の推移」ということで、先
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程のご説明のとおり、「数」という漢字を世帯の後に入れて頂きたいと思います。続きまし

て、７ページの一番上、カッコ書きで世帯となっておりますが、世帯数ということで、「数」

という漢字を後ろに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」ということで、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、政策の大綱ということ

で、その下に基本目標と、右側に政策と記載されておりまして、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」ということで、平仮名の「の」を入れて頂きたいと思います。それに準じまして

３６ページの中段下にある政策１－①、ここも同じタイトルがあり、「うるおいの」という

ことで、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。 

それでは素案の中身の説明に入らせて頂きます。２ページをご覧ください。まず、序論に

ついてでございますが、こちらのページには、序論の第１章「総合計画策定にあたって」、

第１節「総合計画の趣旨」が記載されております。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

する旨を記載しております。また、この総合計画につきましては、「市町村の合併の特例等

に関する法律」に基づき、昨年度策定された「新市基本計画」の内容を踏まえた計画として

おります。 

３ページをご覧ください。このページでは、第２節として「計画の位置付けと構成」を記

載しております。次期総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成して

おります。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、別冊で策定する予定でございまして、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。 

４ページをご覧ください。このページでは、第２章「印西市の概要」としまして、第１節

「位置と地勢」を記載しております。 

５ページをご覧ください。このページでは、第２節として、合併までの旧１市２村の「沿

革」を記載しております。 

６ページをご覧ください。このページでは、第３節「人口と世帯数の推移」を説明してお

ります。まず、「人口」でございますが、平成２２年４月現在の人口は８８，９９８人で、

２０年前の平成２年と比較しますと約１．６倍に増加しております。また、年齢構成比の推

移では、国や県よりは数値が低いものの印西市におきましても少子高齢化の傾向が見られる

という内容でございます。 

７ページをご覧ください。このページでは、「世帯数」を説明しております。世帯数は、

平成２年から平成２２年にかけて約２．２倍の伸びを示しておりますが、１世帯当たりの構

成員では、平成２年の３．８４人に対し、平成２２年では２．８４人に減少しており、核家



5 
 

族化の進行が見られるという内容でございます。なお、８ページでは、これまでの人口の推

移をピラミッドで示しております。 

９ページをご覧ください。このページでは、第４節「市の財政の現状」を説明しておりま

す。平成２１年度は合併準備経費や引継金、定額給付金等により財政規模が膨らみましたが、

平成１１～２０年度の普通会計決算額は横ばい傾向で推移しているという内容でございま

して、それらの現状を歳入・歳出別に記載しております。 

１２ページをご覧ください。このページでは、第５節「地目別土地利用面積の推移」とい

うことで、過去からの推移では田・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。 

１３ページをご覧ください。ここからは第６節「産業の動向」ということで、１３ページ

には就業人口、１４ページから１５ページには農業の状況を、１６ページには工業の状況を

記載しております。また、１７ページから１８ページには商業の状況を記載しております。 

１９ページをご覧ください。このページでは第３章「社会動向」と致しまして、第１節か

ら第７節まで設けており、こちらは先ほど構成図でご説明させて頂いた通りでございますが、

第１節では「人口減少・少子高齢化の進行」、第２節では「安全・安心への意識の高まり」、

順に「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」、「地域主権改革の進展」という項目で説明しております。 

続きまして、２１ページをご覧ください。ここでは、第４章「市民ニーズ」ということで、

平成２０年度に旧印西市で開催されました「総合計画策定に係る市民会議」、そこで取りま

とめました「市民会議提言の概要」を記載しております。提言書では、環境、保健・福祉な

どの６つの分野で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。その詳細が２２ページにある「市民会議で出された分野の理想像とキーワー

ド」でございます。 

続きまして２３ページをご覧ください。このページでは、第２節「市民アンケートの概要」

ということで、本年６月に実施した「市民アンケートの概要」を記載しております。継続居

住の市民意識について、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は、「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ことが伺えます。 

続きまして２４ページをご覧ください。こちらでは、アンケート結果の中での市の取り組

みの満足度・重要度を相関として示しております。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して、交通、医療、行財政運営、雇用

といったものが含まれております。 

続きまして２６ページをご覧ください。こちらは、第５章「まちづくりの視点」でござい

ます。本市の特性を踏まえ、次に揚げる５項目をまちづくりの視点としております。視点１
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「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、まちづくりの視点を説明しております。２

６ページには第１節の「立地優位性と地域資源を活かした活気あるまちづくり」を説明して

おりまして、順に２８ページまで各視点を説明しております。まちづくりの視点は、このよ

うなことに着目しながら将来都市像に向かっていくというものでございます。 

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。 

第２編「基本構想」としまして、第１章「基本構想の目的」でございますが、基本構想は、

市の最上位計画としまして、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、第２章「印西市の将来都市像」ということで、将

来都市像の内容を説明しております。将来都市像につきましては、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、

合併協議会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、

その下に「笑顔が輝く いんざい」を繋げたものでございます。 

続きまして３２ページをご覧ください。こちらは、第２節「将来人口の見通し」というこ

とで、３２ページから３３ページにかけて記載されております。 

あと３４ページでございますが、こちらには、第３節「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。このページでは、第３章「政策の大綱」ということで、これ

まで説明してきました将来都市像、基本目標、それに続きます政策を体系的に示したもので

ございます。まず、一番左側が将来都市像でございまして、先ほどご説明した内容が記載さ

れております。その将来都市像を実現するための目標としまして、６つの基本目標が記載さ

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て生活できるまちをつくる」、

これは生活環境の基本目標でございます。そして、この基本目標を達成するための政策とし

まして、「自然環境」、「環境保全・廃棄物処理」、「防災・防犯」を設けております。順

にその下でございますが、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。政策としまして、「地域福祉」、「児童福祉・

子育て」、「高齢者・障がい者等の福祉」、「健康・医療」を設けております。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。政策としましては、「農業振興」、「商工業振興」、「観光」を設けております。

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」、こちらは教育・文化の基本

目標でございます。政策としましては、「学校教育」、「生涯学習・生涯スポーツ」、「文
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化」、「国際化・多文化共生」を設けております。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。政策とし

ましては、「土地利用」、「道路・公共交通」、「上下水道・都市景観・住宅」を設けてお

ります。最後でございますが、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。政策としましては、

「住民自治」・「協働」・「行財政」を設けております。なお、３６ページから４７ページ

につきましては、この６つの基本目標と各政策の内容を説明しております。 

ここで３６ページをご覧ください。下段に政策１－①ということで、各基本目標に政策の

説明を記載しておりますが、その下に参考として施策名を記載しております。この施策につ

きましては、政策の下にどのような施策が貼り付いてくるのかを皆様がイメージできるよう

に、また、事務局としてもそれを見ながら内容のチェックができるように参考として記載し

ているものでございます。いずれはこの基本構想から削除させて頂き、施策は基本計画で具

体的な内容を掲げていくことになります。私の方からの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、将来人口の見通し、財政の見通し、土地

利用基本構想という３点について、ご説明させて頂きます。 

まず、資料の３２ページをご覧ください。こちらには将来人口の見通しという事で、平成

３２年、ちょうどこの計画の目標年度となりますが、その段階でとの位の人口になっている

のかを推計したものを載せてございます。こちらの真ん中のグラフを見て頂きたいのでござ

いますが、５本あるうちの真ん中の部分が平成３２年の人口推計ということで、100,200人

という推計値を出しております。こちらについては、現在の人口がちょうどこの９月で９万

人を超えましたけれども、そこから１万人ほど増えている状況になっております。主な要因

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こと

で、そちらの増を見越しまして、約１万人増の 100,200人という推計になっております。こ

ちら、年少人口や高齢者人口の比率を見ていきますと、年少人口が１４．４％。これは、左

の３本の棒グラフで比較して頂きたいのでございますが、ほぼ横ばいということになってお

ります。それから、生産年齢人口につきましては、６３．２％ということで、平成２２年と

比較していきますと、６．５％くらい減るといくことになっております。それから高齢者人

口比率についきましては、平成２２年が１５．８％に対しまして、２２．５％ということで、

かなり増えている状況になっております。こちらの年少人口がなぜ横ばいなのかという話で

ございますが、先ほど申し上げました千葉ニュータウン事業の新規分譲の関係で、子どもの

数は、新規分譲の数がまだ比較的ありますので、まだ増えるだろうということで、他の新規

分譲以外の地域では子どもの数は減っていくのですけれども、新規分譲で増えるということ

で相殺されて横ばいという状況になっております。それから高齢者の比率につきましては、

８ページを見て頂けますでしょうか。８ページには人口ピラミッドのグラフがございます。

このグラフが３段ございますが、一番上の段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歳が一番多い比率を

占めておりまして、こういった方々が今後１０年で高齢者になるということでございますの

で、高齢化は今後一気に加速していくだろうということが見込まれており、結果として２２．
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５％の比率になるということで推計をさせて頂いております。なお、生産年齢人口につきま

しては、高齢化に伴い生産年齢人口が減るという見通しになっております。 

続きまして３３ページを見て頂きますと、世帯数、就業人口についても推計を出させて頂

いております。世帯数については、これまでの傾向として世帯数はどんどん増えていくとい

うような傾向になっております。人口が増える割合よりも世帯数が増える割合の方が多いと

いう事でございまして、結果として世帯数はどんどん増えていく、ただ、核家族化ですとか、

高齢化、２０代の転出も人口ピラミッドから伺えますが、そういった要因から１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。 

続きまして、就業人口でございますが、ここで１３ページをご覧ください。下の部分に表

がございます。こちらに就業率ということで、旧印西市、旧印旛村、旧本埜村、計というこ

とで数字がございますが、この計の部分を見て頂きますと、４９．１％ということで、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ので、基本的にはそれをベースに考えさ

せて頂いております。ただ、今後高齢化が進み、就業率の低下も見込まれるということで、

結果として平成３２年、３３ページに戻りますが、４７，７００人ということでのおよそ人

口の半分弱という推計になっております。 

続きまして３４ページにいきまして、財政の見通しというところでございます。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。ま

ず、１段落目では現状を書かせて頂いておりまして、特に注意して見ておいて頂きたい部分

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１５５億円ということ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、合併した印西市の決算額が３４５億円程度でござい

ますので、それ以上の額が地方債残高となり、債務負担行為支出予定額として残っていると

いうことでございます。あと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こ

と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年からは段階的に縮小されます。２０億円まるまるもらえなくなる

ということではございませんけれども、１０億円以上の減収と言われております。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、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ことで、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。最後の段落につきましては、こういった状況でございますので、スケールメリット

を活かしながら行政改革を進めていく必要があるという事を書かせて頂いております。 
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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

ての方針を書かせて頂いております。こちらの詳細については、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で補完をしていくということでございますので、こ

こでは大まかで基本的な方針を書かせて頂いておりますので、それほど細かい内容ではござ

いませんが、記述をさせて頂いております。この土地利用基本構想につきましては、４８ペ

ージに第１節として本市の都市構造・土地利用の現状ということで、まずは現状の整理をさ

せて頂いております。印西市の場合は基本的に、成田線、北総線の駅、例えば木下駅、小林

駅、千葉ニュータウン中央駅、印西牧の原駅、印旛日本医大駅などの駅を中心に市街地が広

がっていったところでございまして、ただ、市街地の周りには農地や樹林地といった自然環

境もたくさんあるということでございます。皆様よくお耳にすると思いますが、印西市の魅

力としては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まちであると

いうことが言えると思います。 

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で示したものと理解して頂ければと思います。印西市につきまし

ては、先ほど申し上げました通り、成田線、北総線といった鉄道を軸として市街地が形成さ

れ、まちが発展してきたということで、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ことで、北部都市軸と位置づけさせて頂き、北総線並びに北千葉道路、

国道４６４号線を中央の都市軸ということで設定させて頂いて、このふたつの軸が東京と成

田を結ぶ軸で、その間に印西市があるということを示しております。この図の中で、地域交

流交通軸ということでいくつも矢印がございますが、こちらは市内外の駅ですとか、他市、

北はつくばや茨城県の都市、西側につきましては東京圏、東側につきましては成田、南側に

つきましては市川、船橋、千葉といったところとの連結もまちづくりをしていく上で重要で

あろうということで、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。 

ページめくって頂いて、５１ページ、５２ページになりますが、こちらはゾーイングとい

いますか各地区、各区域のまちづくりの方向を簡単に示したものでございます。先ほど申し

上げましたが、具体的にどういう事をやっていくのかについては、都市マスタープランとか

他の計画で示していきますのでその辺はご了承願いたいと思います。こちらにつきましては、

大きく分けまして市街化区域にあります市街地ゾーンというもの、カラーの図で見て頂くと

青色の部分でございます。あと市街化調整区域となります田園居住ゾーンですとか、緑の共

生ゾーン、こういったものでゾーイングしております。基本的には新市基本計画の土地利用

構想を踏まえて策定をしております。それぞれ市街地ゾーンにつきましては、５１ページに

戻って頂きたいのでございますが、（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、５２ページにいきまして、（４）松崎工業団地、

みどり台・つくりや台地区ということで、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。それから５２ページの中段の下の方

でございますが、こちらにつきましては、市街化調整区域となります田園居住ゾーンと緑の
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共生ゾーンについての説明をさせて頂いております。田園居住ゾーンにつきましては低地部

ということになりますが、親水性の向上等を図りながら土地利用を進めていくというような

事が記載されておりまして、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、そういったところの自然の保全・活用といったものを中心に書かせて頂いてお

ります。以上簡単ではございますが、私の方からの説明を終わります。 

事 務 局  事務局の鈴木と申します。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。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」を取り組み目標

ということで定めまして進めていくということで書かせて頂いております。この視点の中に

「求められる政策の方向」ということ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ことで、次に繋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易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。 

また、先ほど海老原の方からありましたが、３６ページのまちづくりの基本目標の下の参

考のところも、次を導き出すために分り易くするために載せさせて頂いているので、最終的

にはカットされるとご理解願いたいと思います。 

また、計画の中にデータが色々と載っております。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、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、数値の方は多少変わっていくもの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の方はどうするのかという事につきましては、色々調べている中

で文章的なものはトレンドとして変わりはないものと私共も見ておりまして、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。 

議  長  事務局の説明が終わったので、ここで暫時休憩にしたいと思います。では５分程度休憩し

たいと思います。１１時に再開します。 

（５分休憩） 

それでは会議を再開したいと思います。これから質疑に入ります。ご意見、ご質問等あり

ましたら挙手をお願いします。その前に、資料１冊全部を説明して頂いたのでございますが、

分量が多いので、ある程度目次を見て分けて進めたいと思うのでございますが、よろしいで

しょうか。 
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それでは最初に、第１編「序論」の第４章「市民ニーズ」までについて、ご質問・ご意見

等ありましたらよろしくお願いします。全体的なことですからあまりないと思うのでござい

ますが、よろしいですか。はい、どうぞ。 

土井委員  基本的な事だと思いますが、人口の将来見通しが平成３２年で１０万人、今９万人で１万

人増えるという事でございますが、ニュータウンの計画人口に対する入居人口の割合を４９

ページの「千葉ニュータウンの入居人口の状況」で見ると、白井市あたりだと９０％とか８

８％、千葉ニュータウン、印西牧の原は６６％、３６％と少なくなっており、単純にたせば

何万人と増えるわけでございますが、その辺の見通しはどうなっているのでしょうか。それ

と、船橋市の小室地区は昭和５４年から入居を開始しておりますが、入居率が６２％という

事で、土地は利用しているが入居者はいないということですか。それとも、面積的には狭い

がまだ利用されていない土地があるということですか。 

事 務 局  はい、議長。それでは２つのご質問でございますが、最初に小室エリアの話からお答えし

ます。小室につきましては、工事完了ということで、ニュータウン事業は終わった事になっ

ております。結果として今後開発する予定はなく、最初に計画したものに対して６２％しか

現在入っていないという状況でございまして、小室に関しては、今後新たに何かあるという

事はございません。小室もかなり古いまちになっていますので、子どもがどんどんいなくな

り、高齢化もかなり進んできているという事でございますので、結果として人口が減る事は

十分考えられると思います。 

事 務 局  小室に関しては、細かいデータを揃えてはおりませんが、これがニュータウンの現実だと

思っております。計画人口があって、ある程度のところでだんだん減っていくというのは、

やはり高齢化もありますし、若い世代の流出等もありますので予想されることだと思います。

今データがございませんので、この程度しか言えませんがご理解頂ければと思います。 

土井委員  問題なのは、高齢化もあるでしょうが、入居しない、空き家が多いとなると今後色々問題

があるのではないでしょうか。 

事 務 局  確かに入居がない、空き家もあると思います。やはりそういうふうにならないように、ま

ちの魅力を作っていかないといけないという事で、計画の中でも魅力づくりのために色々入

れていかないといけないと思っております。実際には基本計画という下の計画で、そういう

細かい部分は出てくると思います。 

事 務 局  あともう一点、印西市域の話でございますが、４９ページに書かせて頂いている表につい

ては、ＵＲで実際に作ったニュータウンの計画でございますが、我々の推計を出すにあたり

ましては、ＵＲの方から今後の分譲予定数を頂いたものがございまして、それをもとに推計

を行ったものでございます。結果として、この計画人口に対してどれだけの入居人口になる

かはわからない部分もありますが、具体的な話をすると、今後８,０００戸くらいの分譲予

定があることをＵＲから聞いております。この６６％や３６％が最終的に何％になるかわか

りませんが、今後の分譲予定は把握して推計に入れ込んでいるとご理解頂ければと思います。 

土井委員  予定人口より少ない場合は、土地を有効に利用してもらえればいいが、ただ空き家になる

というのは良くないと思います。 
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鳩貝委員  ４９ページの図を見ると、計画人口が１４万でございますが、ニュータウンができるとき

は３６万とかの話でしたよね。どんどんこういうふうになってきて、印西牧の原エリアは現

段階で３６％と特に少ない。この１０年間で全体として１万人くらいしか見込めないのでし

ょうか。 

事 務 局  あくまで統計上の数字でございますが、印西市の人口は新規分譲で人口が増えているよう

に見えますが、今住んでいる方々、これは既存地区やニュータウン区域も含めてでございま

すが、人口が微減しています。基本的にはどんどん微減していくけれども、新規分譲が結構

な数あるので、結果として増えているように見えるというのが、この推計の結果なのです。

増える分もあるけれども、減る分もあるので、プラスマイナスしてこのくらいという事です。 

事 務 局  これからの人口の関係でいいますと、全国的に減るのがほとんどだというご理解を頂きた

いと思います。その中で印西市は、まだ開発の余力があるという事でめずらしく伸びている

という事かと思います。 

議  長  はい、その他にございますか。 

中島委員  今の人口の問題で、印西市としてとの位の人口が理想とかの目標はあるのですか。 

事 務 局  今のところ、具体的に何万人が理想だとかは特に唱ってはいませんけれども、一般的に自

治体の行政運営からいうと、１５万人くらいから２０万人くらいの数字が運営をするには理

想的とか効率的とかいう話はございます。先ほど言いましたが、今のところ印西市として何

万人が理想的だとかの数字は出しておりません。 

田波委員  ニュータウン中央から牧の原の間で交差するところがありますが、そこのところで大工事

をやっているようですね。それからジョイフル本田の後方でも工事をしていますね。それは、

戸建てか何かができるのですか。それともビルでも建つのですか。 

事 務 局  ニュータウン中央駅近くのインターチェンジのあたりは、基本的に業務用地になりますの

で、会社なり企業なりが入る予定でございますが、具体的にどんな職種が入るかは今後とい

う事になります。印西牧の原駅の北側は、駅に近い方と遠い方の大きく分けて２ブロックあ

りますが、近い方については、主に戸建て住宅が入る予定です。駅からもう少し遠いところ、

ちょうど新しい道路がジョイフル本田と牧の原の間から木下の方に向かっておりますが、そ

れの北側の方につきましては業務用地ということで、企業が入る予定でございます。実際に

どういう企業が入るかはＵＲから情報が頂けていない状況でございます。 

議  長  他によろしいでしょうか。 

岩井委員  ２３ページの市民アンケートのところでございますが、満２０歳以上の男女３，０００人

で、回収された数が１，２４１件というのは、回収率が低いように感じるのでございますが、

この中に２０代、３０代の人たちが何人くらい入っていたのでしょうか。それと、これらの

人たちがどんな悩みをもっているか重点的に行った方がいいと思うのでございますが、どう

でしょうか。 

事 務 局  こちらの４１．４％というのは結果でございまして、印西市としては過去にも同様のアン

ケートをやっておりますが、回収率はほぼ同じくらいでございます。無作為抽出で年齢層も

ばらばらに出させて頂いております。２０代から３０代の調査につきましては、調査の目的

に応じて、それがベストであればそういう選択もあるかと思いますが、この調査に関しまし
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ては、市全体の取り組みに対する満足度・重要度を聞いているので、特に年齢層を定めず皆

様に聞いているという状況でございます。 

議  長  その他にございますか。 

鳩貝委員  基本的な表記の事を教えて頂きたいのでございますが、「まちづくり」というのはなぜ平

仮名で書くのですか。これが私は疑問なのです。ではどういう漢字を使ったらいいのか、こ

れもわかりません。それから将来都市像の案の中の「いんざい」も平仮名になっていますが、

これは平仮名でいいのでしょうか。我々はもっと誇りを持って、印西というのは印の西だと、

もっと主張するべきではないか。平仮名でごまかす必要はないのではと私は思うのです。 

事 務 局  ご指摘頂いた箇所以外にも、「一人ひとり」という言葉を前の「一人」は漢字で後ろの「ひ

とり」は平仮名にしているとか、「子ども」を「子」は漢字にして「ども」は平仮名にして

いるとか色々ございます。要は見せ方の問題で、ご覧になった方がそれを見た時にやさしく

感じられる、硬く感じないように配慮したものでございます。問題がある部分は検討し無け

ればなりませんが、そのような意味合いから示しているものとご理解頂ければと思います。 

事 務 局  補足でございますが、やさしい感じで皆様が読めるようにということで、１０年前から平

仮名で「いんざい」を使っており、それを継承している部分もございます。その中で、やさ

しさとか、子どもからお年寄りまで皆が読めるようにとか、やはり印西というのは読みにく

いところもありますので、平仮名からまず有名にしていこうというところもあると思います。

また「まちづくり」については、街区の街をつけて「街づくり」という表記もありますが、

都市をつくるまちづくりと、ソフト的なまちづくりとふたつございまして、平仮名の方が、

人と人が調和してソフト面でのまちづくりをしていくイメージで使われる事が多いという

事でご理解頂きたいと思います。 

鳩貝委員  行政用語としてよく平仮名が出てきますが、そこまでへりくだる必要はないでしょう。地

名というのはそれなりに意味があるものだから、平仮名で書けばいいというものではない。

地元に誇りを持つというのは、地元の地名をきちんと理解する事から始まると私は考えてお

ります。そういう意味で、「まちづくり」のほうはいいとしても、「いんざい」は漢字で書

くべきではないかという気がしてなりません。さっきの「一人ひとり」とかは、公的な用語

の使い方の問題だからいいです。「まちづくり」とか行政用語でよく出てくるのでございま

すが、一方で片仮名のよくわからないのが出てきたりしますよね。パブリックコメントなん

て、一般の人はわからないですよ。パブコメとか行政で言いますけれどね。そういうアンバ

ランスを感じます。検討をしてもらうという事でいいです。 

議  長  他にございますか。無ければ次の第５章「まちづくりの視点」について何かございますか。 

鳩貝委員  先ほどの市民アンケートのところで、買い物の問題が便利と不便の両方に出ていますが、

私共のように奥の方に住んでいる者にしますと、これからどんどん不便になるであろうと思

います。私も今は自分で車を運転しますが、運転ができなくなると買い物もできなくなるで

あろうと思うのです。そういう事を含めて、高齢者に対する生活の基盤、この基本構想の中

にはそこまで入らないでしょうが、特にニュータウン周辺部の人たちの生活という事も考え

て頂きたいです。 
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事 務 局  買い物につきましては、ご指摘のとおり、継続居住の市民意識の中で、「住み続けたい」

「住みたくない」の両方のキーワードとして入っているものでございまして、非常に生活に

密接している切実な問題と考えております。ただ、アンケートの中身を地区別で見ますと、

そういった意見を出される方は、意外と在来地区の方ではなく市街地に住んでいる方で、ス

ーパーの撤退等により不便になったというところからの意見が多かったように記憶してお

ります。ご指摘のあった内容につきましては、交通体系の整備という部分で、具体的には基

本計画の中で検討していくべきものと考えております。 

議  長  他にございますか。ないようですので続きまして進みたいと思います。第２編「基本構想」

の２９ページから３５ページの政策の大綱までについて何かございますか。 

土井委員  今、農業がどんどん疲弊して、農業をやる人がいなくなってしまう。そうなると耕作放棄

地になって荒れ地になってしまうわけです。そういうところを大事にしようと言ったって、

管理する人、農家の人がやらなくなってしまったら、そういう時に自治体はどういう対応を

するのですか。一回荒れてしまったら手を付けられなくなってしまうし、完全に人間が入れ

る状態ではなくなってしまいますから、道路があっても、道路として使えなくなる状態にな

ってしまうと思うのです。そういうところを将来的にどのようにしていくのか。道路の脇の

枯れ草の処理などは、大体農家がやってきたのです。自治体は一切やりませんから。すべて

農家が管理していたわけですから、その人たちが一切やらなくなってしまったときにどうい

った対応ができるのか、これは大変な問題だと思っております。 

事 務 局  今お話があったことは、市の方でも課題になっております。実は昨日まで印西市議会を開

会しておりまして、その中でも一般質問でその内容を取り上げておられました。実際旧本埜

村の中には、市道といえどもほとんど農道の部分があり、その農道の法の部分については、

耕作放棄地となれば管理もできなくなって、道路も荒れてくるであろうということでご質問

頂き、これには農林水産担当部局の方から答弁しておりますけれども、一点は民有地である

ということ、なお且つ米という日本の大きな問題もありますので、国の動向、県の動向を見

ながら、印西市としての計画を出していかなくてはいけないと思っております。今皆様にご

審議頂いているのは総合計画でございますから、大きな方向性の中でご議論を頂き、それぞ

れ個別の課題については、各課がほとんどの項目について個別計画を持っております。そう

いった個別計画を総合計画の方向性の中でさらに進化させるという事でお考え頂ければと

思っております。これは補足になりますけれども、先ほど交通の関係で、高齢者が運転でき

なくなったら買い物等どうするのかと鳩貝委員からご指摘を頂きました。これについては、

たまたま企画政策課の私のところで交通政策室を持っておりまして、今まさに合併後の公共

交通をどうしたらいいかという事で協議会を立ち上げております。印西市地域公共交通活性

化協議会を立ち上げ、この中で今後の公共交通のあり方の計画を策定中でございますので、

市街地や農村部の公共交通の確保をどうするか議論の最中ですので、すぐにではありません

が、段階的に公共交通を整備して参りますので、そのようにご理解頂きたいと思います。今

回のご議論としては、大きい流れ、大きい方向性を議論して頂き、個別の事についてもご指

摘は頂戴致しますが、それを作った中で各個別計画に活かして、さらにそれを進化させてい

くという事でお考え頂きたいという事です。よろしくお願いします。 
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議  長  他にございますか。 

鳩貝委員  産業振興の観光の部分ですけれども、北総線の値段を下げるためには、土日に利用してく

れる人を増やさなくてはならない。そのためには、観光地、周りの人たちを北総線で呼んで

くるような政策を考えなくてはならない。それが今までの私鉄ですと遊園地を造るとか、

色々な事をしていたのでございますが、それがないわけですから、例えば秩父の芝桜のよう

に、いろんな地域が目玉を作っていますよね。印西市にも、桜はある、アジサイもある、コ

スモスもあるのだけれども、もう少し四季折々にまちの人たちが来られる総合的な観光政策

を立案していかないといけないのではと思うのです。地元の人が喜ぶのでなく、まちの人を

呼んでこない事には産業は振興しないし、北総線の値下げも期待できないという事を考える

のでございますが、その辺は如何でしょう。 

事 務 局  観光のご指摘についてもまさにその通りでございまして、旧印西市の場合でも観光部門の

取り組みはやはり薄かったように思います。合併に伴いまして、当然組織改正も致しまして、

その中で環境経済部を筆頭課として経済政策課を立ち上げまして、その中の半分の部分が観

光・地域振興を取り扱っておりますので、その議論は課の方で始めているところでございま

す。旧印旛村、旧本埜村にも大きな観光スポットはありますので、そういった部分も当然課

の方で考えていると思います。北総線の課題につきましては、これは最新情報という事でお

話しますが、北総線の運賃値下げに関しましては公共交通という観点から私のところで調整

をしております。現在市川市から印西市まで、北総線沿線の市と千葉県で共同の協議会を立

ち上げようという事で話が持ち上がっております。たまたま今日夕方に会合があるのですけ

れど、北総線を利用するための施策を考えようという事で、各市で色々なイベントをやった

り、北総鉄道にイベントをしてもらったり、集客をして賑わいをもっと増していこうという

ような取り組みも始めておりますので、そういった中で印西市としてどういうものに協力で

きるのか、どういうイベントができるのかといった部分も今日話し合いが始まるので、そう

いったご指摘を頂戴しながら会議の中で発言していきたいと思っております。 

議  長  他にございませんか。無ければ次に移りたいと思います。次は、３６ページのまちづくり

の基本目標から５１ページの土地利用基本構想まで一括でやりたいと思います。よろしくお

願いします。 

岩井委員  豊かな環境づくりというのがありますが、子どもたちを里山とか谷津、水辺などにどんど

ん押し込むような行事をもっともっと行ってもらいたいと思います。私は小さい時は、農村

地帯で育ったのですけれど、やはりそういう環境で育っていると大人になってもその大事さ

がよくわかるのです。今も私たち、小さな会ですけれども印旛沼の水を汚さないような活動

をしていますけれども、やはり子どものうちから水辺や谷津のところで過ごさせるという事

は大事ではないかと思います。あと３８ページに、安心して子育てができる環境づくりとあ

りますが、農村地帯の長男・長女は、子どもが生まれる前の結婚に至る出会いがなくて、結

婚が遅れています。子育てができるまでの段階を何か支援するような、若い人たちの出会い

を作れる場所のような施設があるといいと思います。昔はお仲人さんとか親せきの人とかが

一生懸命やって縁談が決まっていたのですけれど、今の環境はなかなかそういう段階までい
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かないし、そうかと言って恋愛だけに任せていると出会いがない人もおりますので、何か出

会いがない人のためにそういう組織があるいいなと思います。 

事 務 局  二点ほどご指摘を頂戴致しました。子どもたちと水辺、里山の環境の関係でございますが、

基本構想では、基本目標１の生活環境の部分と基本目標４の教育・文化の部分に関わる問題

だと思っておりますので、それぞれ先ほど職員が説明した中で、基本構想の次に具体的な基

本計画の策定に入って参りますので、その中でそれぞれ水辺、環境の担当課、子どもを担当

しております教育委員会の方にご指摘については話をするようにします。それからもうひと

つ、男女の出会いの場のご質問でございますが、先ほどの土井委員のお話と同じなのでござ

いますが、これも今回の１２月議会で議員さんから質問が出ておりまして、男女の出会いの

場をどうするのか、市としてどう考えているのかとご指摘を頂いております。先進市といい

ますか、男女の出会いの場を設けて積極的に推進している県外の市もございますので、そう

いった情報を頂戴しながらになりますが、旧印西市だけで申しますと、結婚相談所が旧印西

市社会福祉協議会の中にございまして、ずっと活動していたのですけれど、何年か前に、相

談される方が少なくなったという事だと思うのでございますが、やはり無くなったという経

緯がございますので、印西市として現在公的な相談できるシステムは持ち合わせておりませ

ん。子育ての前の話でございますので、重要な課題ですからこれについても引き続き、どう

いったものが検討できるのか、どの部署が担当するものなのかを検討するべきと、その議会

の中でも答弁してございますので、これから基本計画に進む中で、できれば検討していきた

いと思っております。 

中島委員  基本目標を読みまして良くできていると思っておりますが、今後計画に落としたときに、

我々がその計画の施策なり、経過なり、結果を見て、評価できるような、数字を作れとは申

し上げるつもりはございませんが、何か目で見えるものをやりませんと、せっかく計画した

事があいまいに終わってしましますので、その辺をお願いしたいと思います。 

事 務 局  現在、印西市につきましては行政評価という事をやっておりまして、施策単位での評価、

ＰＤＣＡサイクルというものをしているのですけれども、今回の計画につきましても当然成

果指標というものを各施策につけて実際にどれだけ達成できているか、今後どういった事が

課題になっていくのかという事を検証して、それを市民の皆様には情報提供して政策を進め

ていきたいと考えております。 

鳩貝委員  参考資料と４８ページの事になるのでございますが、参考資料の方には６駅があるのでご

ざいますが、４８ページの方にはそれがないのですけれども、参考資料の方が新しい情報に

なるのでしょうか。６駅の可能性というのは、見通しはあるのかどうか、それともないのか。

それとさっき、岩井委員の方から水辺という話がありましたけれども、印西市は実際に水が

あって、参考資料でもここは水色ですよね。４８ページを見ると、真ん中に湖がたくさんあ

るように見えるのですよ。分り易くするためには市街地の色を変えるべきではないか、水を

強調するのであれば、水の部分は水色で、市街地はもっと別の色で強調する事によってそれ

が分り易くなるというように思います。 

事 務 局  ご指摘を頂きました４８ページの６駅が表示されていない事につきましては、現在６駅は

ニュータウンの計画の中には入っているのでございますが、現状としてはまだ未整備となっ
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ております。そういった関係で４８ページの図に関しましては記載を省かせて頂いておりま

す。それから色の使い方につきましては、ご指摘の通り水色というのは水辺の認識が強くな

りまして、特にご指摘頂きました基本構想の色使いと４８ページの法規制の現状図の色使い

は、本当に錯覚を起こすような色使いになっておりますので、この辺は十分精査をさせて頂

きたいと思っております。 

議  長  その他ございませんか。無ければ次期総合計画の基本構想（素案）につきましての議事は、

これにて終了したいと思います。 

それでは、次の今後のスケジュールについて、事務局より説明をお願い致します。 

事 務 局  本日お配りしました資料２を見て頂けますでしょうか。これが今後の基本構想を策定する

までのスケジュールとして書かせて頂いております。左から順に見て頂きまして、平成２２

年１２月、こちらに総計審並びに地域審、これは総合計画審議会と地域審議会のことになり

ますが、こちらに対して素案の説明を行い意見の聴取をすると、これが本日という事になり

ます。なお、印旛地区地域審議会に関しましては午後に行いまして、総合計画審議会につき

ましては、来週１７日を予定しております。総合計画審議会並びに地域審議会で意見を頂き

まして、１月に本部会議で審議会の意見調整とありますが、議会の方にも素案の説明を致し

まして、審議会と議会の意見、こちらで聴取したものを調整致しまして２月の総合計画審議

会、地域審議会で修正したところの報告をさせて頂こうと思っております。２月の審議会で

ございますが、場合によっては３月にずれ込む可能性はありますが、その点ご了承ください。

２月で素案が固まりまして、３月に市民に対しましてパブリックコメント、つまり意見公募

と、市民に対しての説明会を行います。市民説明会につきましては、市内８か所、印西地区

で４か所、印旛・本埜で各２か所ずつという事で予定をしておりまして、スケジュール等が

決まりましたらご連絡させて頂きます。３月に市民の皆様から意見を頂きまして、それを４

月に調整をかけまして、５月に皆様に最終的な案という事でお示しを致します。こちらで答

申を頂く予定になっておりますけれども、その後６月から８月にかけましては、４月に議会

議員選挙等がありますので、改めて議会の方にも説明を致しまして、本部会議で調整を図り

まして、最終的に９月に議案を上程するという事で考えております。なお、こちら基本構想

の策定という事になりますが、これと並行して基本計画というものを今後作っていく必要が

あります。これにつきましても、改めてスケジュール等はご説明させて頂こうと思いますの

で、本日については基本構想についてのみの説明とさせて頂きます。以上でございます。 

議  長  総合計画の策定スケジュールという事でしたが、何か質問等ございますか。無いようです

ので、スケジュール通り進むことを期待しています。 

それでは、３番目のその他でございますが、何か事務局からございますか。 

事 務 局  先ほど説明をさせて頂きましたけれども、内容等まだまだ不十分な点がございますので、

皆様のご意見を聞きながら、色々検討して作りあげていきたいと思います。文章が日本語と

しておかしかったり、また法律が変わったり、色々ございますので、その辺は事務局の方で

直させて頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

事 務 局  先ほどのスケジュールの中で、来年の５月に最後の答申を頂いて、９月に議案上程を考え

ておりますが、６月、７月、８月に議会との調整というようにスケジュールではなっており
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ますが、調整内容によりましては、臨時に地域審議会をお願いすることになるかもしれませ

んので、前もってお話だけは申し上げさせて頂きます。それから３月の市民説明会でござい

ますが、時期的に議会が入って参りますので、多少ずれ込むか、前倒しというのは生じて参

り、開催期日によりましては会場地の関係で、先ほど小作の方から８か所と申しましたけれ

ども、場合によっては多少統合して実施することにもなりますのであらかじめご了承頂きた

いと思います。それから先ほどからのご議論の中で、基本構想の次の基本計画の話も出て参

ったと思いますけれど、それについても早ければ２月、遅くても５月には基本計画の早けれ

ば骨子案、遅くなった場合はある程度の（素案）という形でお示しできると思っております。

作業はこれからするところでございますので、それについてはご了承頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。 

議  長  他に何かございますか。 

無ければ、進行を事務局にお返し致します。ご協力有難うございました。 

事 務 局  それでは本橋会長、議長の方有難うございました。議事の後に４番目のその他というのが

ございます。委員の皆様からご連絡事項とかございましたら挙手をお願いしたいのでござい

ますが。特にございませんでしょうか。無いようでしたら、事務局から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  二点ご報告させて頂きたいと思います。一点目は、次回の会議の日程についてでございま

すが、先ほど今後のスケジュールの話の中で年明け２月、若しくは３月にずれ込むかもしれ

ないというお話がありましたが、その時期に第４回の会議を開催させて頂きたいと思ってお

り、詳細が決まり次第ご通知をさせて頂きますので、よろしくお願い致します。あと、報酬

についてでございますが、前回と同様７，５００円から所得税を源泉させて頂いた額を、年

明けに皆様のご登録口座に振り込ませて頂きたいと思います。以上でございます。 

事 務 局  それでは、本日の審議会の日程をすべてこれにて終了させて頂きます。本日はどうもお疲

れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布資料 

・資料 1 印西市総合計画 序論・基本構想（（素案））調整中 

・資料 2 総合計画策定スケジュール 

・参考資料 土地利用基本構想図 

・総合計画（基本構想）の構成 
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