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政策 
（20本） 

基本計画に基づき毎年度の事務事業を計画 

第１章 基本計画の位置付け 

第２次基本計画の位置付け 

第２次基本計画は、基本構想の「政策の大綱」に掲げた「基本目標」と「政策」に基づく

「施策」を体系的に示すもので、計画期間を平成2８年度から平成３2年度までの５か年と

します。 

第２次基本計画は、４４本の施策からなる分野別計画と、重点施策、財政計画（財政フレ

ーム）で構成します。 

印西市総合計画における基本計画の位置付け

 

 

 

 

 

 
 

ひと まち 自然 笑顔が輝く いんざい 
将来都市像 

まちづくりの

基本目標 

住民自治 
・協働 
・行財政 

生活環境 健康福祉 産業振興 教育・文化 都市基盤 

・自然環境

・環境保全・廃棄物処理

・防災・防犯

分野別計画 （44本の施策） 

 

重点施策の抽出 

１ 新しい「成長」の視点

２ 将来に「つなぐ」視点

３ 「ブランド」向上の視点

の３つの視点から 

重点施策を抽出・整理財政計画（財政フレーム） 

～基本計画期間の財政収支の見込み～ 

第
２
次
基
本
計
画

実 施 計 画 （予算編成） 

・地域福祉

・児童福祉・子育て

・高齢者・障がいのある 

人の福祉 ・健康・医療

・農業振興

・商工業振興・企業誘致

・観光

・学校教育

・生涯学習・生涯スポーツ

・文化  

・国際化・多文化共生

・土地利用

・道路・公共交通

・上下水道・都市景観・住宅 

・住民自治

・協働

・行財政

◇ 政策の現況・背景、課題・ 

◇ 施策の方向性 ・・・・・ 

◇ 主な取り組み ・・・・・ 

◇ 成果目標 ・・・・・・・ 

社会背景や法制度の動向、本市のこれま

での取り組みの現状、課題を整理 

計画期間中の施策の具体的な方針を記載 

施策を推進するための主な取り組みを記

載 

施策の達成状況をわかりやすくするため

の目標の一例を記載 

◆各分野の目的を達成するた
め、「３つの視点」から積極

的・重点的に進めるべき施策
を選択
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計画期間内の重点施策 

＊フィルタ１，２の両方ともに該当する施策を取り上げる（第１段階）とともに、その他施策の中でフィルタ３に

該当する施策のうち喫緊の課題がある施策を別途取り上げ（第２段階）、重点施策として抽出した。 

（上表赤字の施策） 
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重点施策の抽出・整理について

１．重点施策の抽出 

○ 第２次基本計画で示す施策のうち、重点的に取り組むべき施策を以下のフィルタを通じて、２つの段階に

わけて抽出した。（左頁参照） 

■１段階 フィルタ１，２の両方ともに該当する施策を抽出

◇フィルタ１ 新たな政策的視点（３つの視点（新しい成長・持続可能・ブランド））に沿った施策 

今後市として目指すべき新しい３つの視点に関連する施策。 

◇フィルタ２ 市民の目線からみて必要性が高い施策 

市民アンケート等から把握されるデータを用いて、以下の点から抽出する。 

・「重要度」の高い施策   － 市民が重要と考えている施策 
・「満足度」の低い施策   － 市民が不足と考えており、今後強化が必要な施策 
・「指標達成度」の低い施策 － 達成状況が低く、今後強化が必要な施策 

■２段階 フィルタ３に該当する施策のうち喫緊の課題がある施策を抽出

◇フィルタ３ 既存の取り組みとの連続性からみて重視すべき施策 

前期計画での重点的な取り組みである「スマイルプラン」に掲げた施策を抽出。 

２．重点施策の分類と整理 

１．で抽出した重点施策について、以下の３つの視点から整理した。 

■新しい「成長」の視点

これまで市の発展を牽引してきた千葉ニュータウンが事業完了したことを受け、今後はこれまでの蓄積

を生かしながら、社会環境の変化を踏まえた新たな成長の方向性を定める必要がある。 

【キーワード】○優れた居住環境と企業用地の近接による職住接近・子育て重視等ワークライフバランスの実現

可能性。○首都圏のオアシス都市としての優れた自然・農業環境の存在。 

○空港への近接性を有しており、また遠隔地からのアクセス性も比較的高い。

■将来に「つなぐ」持続可能の視点

恵まれた自然環境、高い生活利便性などの優れた点がある一方、今後、急速な高齢化などの課題が

生じてくると考えられる。市の長所を今後とも高い水準で維持していくためには、これらの課題への対応

策を今から整え、持続的なまちづくりを進めていく必要がある。 

【キーワード】○住みよさＮＯ１、安全安心、優れた教育・スポーツ環境などの長所 

合併に伴う普通交付税の特例措置分の段階的な縮減などの課題。 

○初期のニュータウン居住者などの急速な高齢化・子ども世代の転出などの課題。親・子・孫ま

で市内に住み続ける近居の仕組み、地域への愛着心の醸成などの方策 

○既存地区の活力の低下、公共交通の低い利便性・経済性、地域コミュニティの希薄化などの課題。 

■地域のイメージを転換する「ブランド」向上の視点

  恵まれた自然環境、高い生活利便性などの地域の特性に対して、知名度やブランドイメージは、周辺

市等と比較して必ずしも優れてはいない状況にある。地域間競争の激化する現在、シティセールスにお

いて優位に立てるよう、マイナス面を払拭するとともに、プラス面の取り組みをより積極的に推進・PR し、

住み良いまちをめざします。 

【キーワード】○印旛沼の水質改善、北総線運賃の値下げ、未処分用地の解消などによるマイナスイメージの改善 

○子育て世代の居住選択や企業立地におけるブランドイメージの果たす役割の重要性。

○「実」にあわせた「名」を獲得。「名」が人や物を引き寄せ「実」をさらに高める好循環。

３．重点施策の展開 

重点施策については、「新しい成長」、「持続可能」、「ブランド向上」の３つの視点から、予算等において、

重点化して進めていくこととし、計画期間における進捗状況についても進行管理をしていきます。 3



　　第２次基本計画における施策（素案）の第１次基本計画との新旧対照表

第１次基本計画での施策（旧） 第２次基本計画での施策（新）

１．自然環境の保全と活用 １．かけがえのない自然環境の保全と活用

２．緑の創造と活用 ２．公園・緑地の多機能活用と効率的な管理

１．環境負荷の低減
１．環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型
　　社会づくり

２．環境美化の推進 ２．多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

１．防災体制の充実

２．消防・救急体制の充実

３．防犯対策の強化

４．交通安全対策の推進

５．消費者保護の推進

１．地域福祉の推進 １．社会の変化に対応した地域支え合い支援

２．社会保障制度の充実 ２．社会保険制度を含めたセーフティネットの強化

１．子育て支援の充実 １．ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

２．親と子の健やかな成長の支援 ２．子どもと親とを支える子育て環境づくり

１．高齢者の生きがいづくりの推進 １．高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

２．介護・介護予防サービスの充実と地域包括
ケアの推進

２．地域ぐるみで高齢者を支える見守り・予防・介護の
　　仕組みづくり

３．障がい者への生活支援の充実と社会参加の
促進

３．障がいのある人へのきめ細かな生活支援と
　　社会参加の促進

１．健康管理体制の充実

２．健康づくりの推進

３．医療体制の充実 ２．市民の健康を支える医療体制の整備・充実

１．農業生産基盤の充実

２．意欲ある多様な農業者の育成と支援

３．農業を通した地域の振興 ２．地産地消や農業体験など農業を通した地域の振興

１．企業誘致の推進
１．立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保の
　　促進

２．商工業活性化の推進 ２．地域の生活を支える商工業の活性化

３．雇用対策の推進

１．観光推進体制の強化 １．印西の魅力発信の体制強化

２．観光資源の創出と活用 ２．地域に存在する観光資源の活用向上

　
統
合

③．観光資源の活用を図り交流
と賑わいを創出（観光）

2
やさしさを持って
いきいきと暮らせる
まちをつくる
（健康福祉）

①．思いやり支え合う地域の福
祉活動を推進する（地域福祉）

②．安心して子育てができる環
境づくりを推進する（児童福祉・
子育て）

③．高齢者や障がい者にやさし
い環境づくりを推進する（高齢
者・障がい者の福祉）

④.誰もが健康で元気に暮らせる
環境づくりを推進する（健康・医
療）医療）

統
合

政策
施策

１．生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの
　　推進

3
地域の持つ

可能性を活かした
魅力ある
まちをつくる
（産業振興）

①．食を支える農業の持続的な
発展を図る（農業振興）

統
合

１．生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な
　　農業の実現

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（商
工業振興・企業誘致）

基本目標

１恵まれた自然の
中でやすらぎを持っ
て生活できるまちを

つくる
（生活環境）

①．豊かな自然環境を保全・活
用した潤いのある生活をめざす
(自然環境）

②．次代につなぐ地球環境にや
さしい生活をめざす（環境保全・
廃棄物処理）

③．市民の安全をまもり安心して
生活できる環境づくりを推進する
（防災・防犯）

統
合

１．多様化する災害に対応する、自助共助も含めた
　　防災対策の強化

統
合

２．犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築
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１．健やかな心と体を育む教育の推進

２．活力ある学校づくり

３．学校・家庭・地域の連携強化 ２．安心・安全な教育環境づくり

１．生涯学習活動の支援

２．生涯学習推進体制の充実

３．青少年の健全育成 ２．地域で子供たちを守り育てる環境づくり

４．スポーツ環境の整備・充実

５．スポーツ推進体制の充実

１．文化・芸術活動の推進 １．創造性を育む文化・芸術活動の推進・継承

２．文化財の保護・活用 ２．文化財の保護・活用

３．市史編さん事業の推進 ３．市史編さん事業の推進

１．国際化の推進 １．開かれたまちをめざした国際交流・協力の充実

２．多文化共生社会づくりの推進 ２．グローバル化に対応した多文化共生社会の実現

１．計画的な土地利用の推進 １．地域の特性を活かした計画的な土地利用の誘導

２．市街化区域の都市機能の向上 ２．生活の利便性を高める拠点的な機能の強化

１．道路網の整備・充実 １．市民生活を支える道路網の整備・維持管理

２．公共交通の充実
２．地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた
　　公共交通の向上

１．上下水道の整備 １．生活を支える水のインフラづくりと維持更新

２．景観施策の推進 ２．景観に配慮した美しいまちづくり

３．住宅施策の推進 ３．人にやさしく豊かなまちづくり

１．市民参加の推進

２．市政情報の共有化の推進

３．コミュ二ティ活動の推進 ２．市民が主体の地域コミュニティ活動の推進

１．市民活動の推進 １．市民や大学・企業など多様な主体とともに進めるまちづくり

２．男女共同参画の推進 ２．男女共同参画の推進

３．産学官連携の推進

１．市民サービスの充実 １．市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

２．効率的・効果的な行財政運営 ２．持続可能な行財政運営の実現

②．皆でまちを育む環境づくりを
推進する（協働）

③．市民のニーズに応じた効率
的で効果的な行財政運営を行う
（行財政）

④.互いの文化を認め合い尊重し
ながらともに歩める社会を目指
す（国際化・多文化共生）

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
（都市基盤）

①．適正で機能的な土地利用を
推進する

②．生活を支える交通環境を整
備する（道路・公共交通）

③．良好で魅力ある住環境を整
備する（上下水道・都市景観・住
宅）

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

（住民自治・協働・
行財政）

①．市民が主体のまちづくりを推
進する（住民自治）

4
健やかな

心と体を育み
未来を拓く
まちをつくる
(教育・文化）

統
合 １．学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

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
（生涯学習・生涯スポーツ）

統
合
１．年齢にとらわれずに生き生きと暮らすための
　　生涯学習活動

統
合
３．市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と
　　推進体制の充実

①．生きる力を持ち未来を拓く子
どもを育む

１．市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

③．心に豊かさをもたらす文化の
保護と振興を図る（文化）

5



子どもたちが未来を拓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。 

また、生涯学習や生涯スポーツ、文化交流等の活動の振興を図るとともに、

魅力ある地域文化の創造と文化財の保護を推進し、歴史的・文化的遺産の価値

観を高めながら次世代に引き継いでいきます。 

さらに、グローバル化への対応や成田国際空港に近接する地域特性の活用を

めざし、国際的な視野を持つ人材を育成するとともに、外国人と日本人がお互

いの文化を理解し尊重していく多文化共生社会づくりを推進していきます。  

 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 

《教育・文化》 

【政策体系】 

４－① 生きる力を持ち未来を拓く子どもを育む 〔学校教育〕 

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  〔生涯学習・生涯スポーツ〕  

４－③ 心に豊かさをもたらす文化の保護と振興を図る  〔文化〕 

４－④ 互いの文化を認め合い尊重しながらともに歩める社会をめざす  〔国際化・多文化共生〕 
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 子どもたちが「生きる力」を養い、自ら学び、考え、生涯にわたって学び続けることがで

きる「確かな学力」の定着に努めるとともに、個性と能力を伸ばしながら、様々な分野で活

躍していく未来に向けた教育を推進します。また、学校と、家庭、地域、その他関係機関と

の連携を深め、教育環境の充実をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現況・背景】 

○ 学校教育を通じて、子どもたちが将来、社会の形成者として他と協同し自らの能力を最大

限に生かす、生き抜く力を身につけられるよう、全力を尽くす必要があります。 

○ 国においては、豊かな心を育む「道徳」の教科化、グローバル化に対応した新たな英語教

育の推進、少子化・学校規模の２極化に伴う学校適正規模の検討が進められています。 

○ これまでに本市においても、平成２９年度稼働を目指す新たな学校給食センターの整備、

学校の適正な規模の検討、教育施設・設備の計画的な整備などに取り組んできました。 

 

【課題】 

○ 教育の質の向上に向けて、教職員の研修の充実を図る一方で、児童生徒の基礎学力習得に

向けた教材開発、学習の手引等の作成に取り組む必要があります。 

○ いじめ、不登校、インターネット等による問題行動、虐待などを防ぐ、豊かな心の育成に

向けて、情操教育や学習環境整備により、児童生徒の健全育成や心の教育に取り組むことが

求められています。 

○ 健やかな身体の育成に向け、体力向上のための取組み、健康教育や食育の推進に取り組む

ことが必要です。 

○ これらの実現に向けて学校、家庭、地域及び関係機関との連携を強化し、地域の教育力・

教育資源を積極的に活用することが重要となっています。 

 

■政策の方向性 

 

 

 

 

 

【施策の展開】 

４-①-１ 学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進 

４-①-２ 安心・安全な教育環境づくり 

政策４－① 

生きる力を持ち未来を拓く子どもを育む 
〔学校教育〕 
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施策１ 学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

■施策の方向性

子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調

和のとれた教育を推進していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充

実させるとともに、子どもたちが望ましい食習慣を身につけることができるよう、発達段階

に応じた食育も推進していきます。 

■主な取り組み

●学ぶ力を育む教育の充実

子どもたちの学ぶ力を育むために、学力の向上を中心にすえ、特別支援教育、キャリア

教育、幼児教育、読書活動、英語教育、環境教育、印西ならではの特色ある教育活動な

どを推進します。教職員の研修を充実させ、教育の質の向上を図ります。

●豊かな心を育む教育の充実

実践的な道徳教育、人権教育、体験学習、芸術文化体験事業で子どもたちの豊かな心を

育みます。また、適応指導、教育相談を充実させ、問題を抱えた子どもたちの心を支え

ます。

●健やかな体を育む教育の充実

健やかな子どもたちを育てるために、学校体育を中心にすえ、健康教育、学校環境衛生

の充実、運動部活動の充実を図ります。

●学校給食の充実

子どもたちが望ましい食習慣を身につけ、食を通して心身の健全な発達が図れるよう、

給食センターを中心に、食に関する指導を充実させます。また、栄養バランスと衛生面

に配慮した安全・安心でおいしい学校給食を提供していきます。

関連計画：教育振興基本計画 

施策4-①-1 
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■成果目標 

  

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

教職員研修への参加延

べ人数（指導課） 
882人 1,000人 

教職員の指導力の向上を図り、子どもたちの確か

な学力を育むため、現状よりも増やすことを目標

とします。 

一人あたりの学校図書

館の貸出冊数（指導課） 
 23.9冊   30冊 

子どもたちが読書に親しみ、本を活用する力を伸

ばすため、現状よりも増やすことを目標とします。 

ALT 教員数（指導課）   10人   15人 
子どもたちの英語力を伸ばすため、現状よりも増

やすことを目標とします。 

学校給食における食の

指導の実施時数 

（給食センター） 

311時間 320時間 

子どもたちが望ましい食習慣を身に付け、心身の

健全な発達を図れるよう、日々の給食を活用した

食の指導を現状よりも増やすことを目標としま

す。 
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施策２ 安心・安全な教育環境づくり 

■施策の方向性

子どもたちが安全で安心な生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整

えます。また、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携に

よる開かれた学校づくりを推進するとともに、地域の持つ教育力を生かした教育活動の充実

を図ります。 

■主な取り組み

●教育環境整備の充実

快適な教育環境の確保とともに、安全性の向上に配慮しながら学校施設や幼稚園施設の

整備を計画的に進めていきます。就学援助の充実を図り、きめ細かな経済的支援を行っ

ていきます。

●学校の適正規模・適正配置の推進

児童生徒のより良い環境を整え、教育の質の向上を図るため、学校の適正規模・適正配

置を推進します。

●学校安全の推進

家庭、地域、関係機関との連携により、交通安全・防犯対策の強化を図っていくととも

に、交通安全教室や防犯教室を実施していきます。各種防犯対策の充実や学校メール配

信システムの活用促進などにより、児童・生徒の通学時等における安全を確保していき

ます。

●開かれた学校づくり

学校ホームページや学校だより等により、学校の運営方針や学校評価、日常の教育活動

の状況等についての情報を保護者や市民へ積極的に提供していきます。

●情報化社会に対応した教育の推進

日々進化する情報機器を学校教育に積極的に取り入れます。学校教育におけるＩＣＴ機

器活用を進め、児童・生徒の情報活用能力を高め、情報モラルを育成します。教育業務

のネットワーク化を推進し、業務の効率化を図り、教員が子どもたちと接する時間を増

やします。

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

学校メール配信システムの登

録率（指導課） 
94.5% 100% 

現状よりも登録率を増やすことを目標

とします。 

ホームページアクセス数(全学

校合計)（指導課） 
約245万件 前年度よりも多いことを目標とします。 

学校支援ボランティアの活用

率（指導課） 
93.2% 100% 

ボランティア数を増やしつつ、有効に活

用していくことを目標とします。 

関連計画： 教育振興基本計画 

施策4-①-2 
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目まぐるしく変化する社会環境に市民が適切に対応していけるよう、いつでもどこでもだれも

が、生涯にわたり様々な分野で学び続けられる生涯学習のまちづくりを推進していきます。 

また、地域の子どもたちを地域で守り育てるために、青少年健全育成活動を推進していきます。 

さらに、子どもから高齢者までが心身ともに健康で明るく生活できるよう、多様なスポーツ・

レクリエーションが楽しめる環境づくりを進めます。 

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 
〔生涯学習・生涯スポーツ〕 

 

【現況・背景】 

○ 今後、高齢者が急激に増加することが考えられることから、生きがいや自己実現につ

ながる生涯学習に対する市民のニーズが一層高まりを見せています。 

○ スポーツ・レクリエーションについては、健康・体力の増進だけでなく、友人や家族

間の交流、中高年者の健康・生きがいづくりなど、多様な点からニーズが高まっていま

す。 

○ ２０２０年のオリンピック・パラリンピックの開催は、市民のスポーツへの興味を掻

き立て、スポーツへの参加や推進を図る好機でもあります。 

【課題】 

○ 生涯学習施設等における活動の支援に加え、今後は、高齢者等が地域社会の中での生

きがいづくりにつながる活動への支援が求められています。 

○ 生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動を通じて、子どもたちを地域の力で健全

に育てていくことも重要となっています。 

○ スポーツ・レクリエーション活動支援として、松山下公園を拠点にスポーツ教室や健

康づくり講座を開催していますが、参加者が固定化しつつあり、今後は広く市民が参加

できるよう、年代や体力に応じたスポーツ環境を整えていく必要があります。 

 

■政策の方向性 

 

 

 

 

 

【施策の展開】 

４-②-１ 年齢にとらわれずに生き生きと暮らすための生涯学習活動 

４-②-２ 地域で子どもたちを守り育てる環境づくり 

４-②-３ 市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実 
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施策１ 年齢にとらわれずに生き生きと暮らすための生涯学習活動

■施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生

涯を通しての学習ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退

職して地域に関心のある高齢者等が地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学

習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を充実させていきます。また、活動する場と

しての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者の確保、高等教育機関との

連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。 

■主な取り組み

●生涯学習情報の充実

市民が様々な生涯学習に自発的に取り組めるよう、生涯学習情報の収集に努めるととも

に、生涯学習ガイドやホームページなどにより情報提供を行います。

●多様な学習機会の提供

市民アカデミーや出前講座など、市民の学習ニーズや年齢層に合わせて多様な学習機会

を提供していきます。

●生涯学習施設の整備・充実

誰もが快適で安全に生涯学習に取り組めるよう、公民館や図書館等の適正な維持・改修

等を進め機能の充実を図るとともに、収蔵資料の充実や広報活動、継続的な企画・事業

の実施など、より一層、施設の魅力を高めるための取り組みを進めます。

●高等教育機関等との連携協力

大学や企業等との連携・協力した事業を展開するとともに、社会教育関係団体やボラン

ティアの育成とネットワーク化を進め、学習の場を広く市民に提供することにより、市

民の学習機会を充実させます。

関連計画：生涯学習まちづくり推進計画 

施策4-②-1 
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■成果目標 

      

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

講座等への参加者数（年間延べ）

（生涯学習課） 
6,144人 6,500人 

現状で定員に満たない講座もあるが、定員の

８割の参加を見込める講座をコーディネー

トし参加者数の増を目標とします。 

公民館等利用団体数（生涯学習課） 730団体 750団体 
年間、約2団体増やしていくことを目

標とします。 

市民１人あたり図書館貸出点数

（視聴覚資料を含む） 

（生涯学習課） 

  8.9点 10.0点 
これまでの実績等から1.0点（冊）の

増加を目標とします。 

大学との連携事業数（生涯学習課） 3８事業 ４４事業 
毎年1事業増やすことを目標としま

す。 
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施策２ 地域で子どもたちを守り育てる環境づくり 

■施策の方向性

子どもたちが安全・安心、健やかに成長できるよう、青少年の健全な育成に向けた活動を

地域ぐるみで推進していきます。 

■主な取り組み

●青少年の健全育成活動の推進

地域の子どもたちを地域の力を結集して守り育てるために、こども１１０番運営委員会

や青少年相談員活動への支援、青少年健全育成大会の実施など、青少年の健全育成事業

の展開を図ります。

●家庭教育の推進

市内公立幼稚園、小・中学校の保護者を対象とした家庭教育学級の開設などにより、家

庭における教育力の向上を図るとともに、子どもの発達成長過程における課題の解決に

向けた自発的な取り組みを支援します。

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

こども110番協力家庭・事業者

数（生涯学習課） 
1,543件 1,6２0件 

協力についてより多くの方が参画しやす

いよう、事業の周知を図ります。 

家庭教育学級参加者数 

（生涯学習課） 
3,692人 3,800人 

事業内容を工夫し、参加者数が増加

することを目標とします。 

関連計画：生涯学習まちづくり推進計画 

施策4-②-2 
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施策３ 市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実 

 

■施策の方向性 

2020年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市

民一人ひとりが、生涯にわたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の

向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、参加しやすい環境の整備や充実をすすめ、

スポーツ人口の増大を図ります。 

また、スポーツ活動を支える多様な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくり

や拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる体制の整備を進め、スポーツに

おける競技力や指導力の向上を図ります。 

■主な取り組み 

●スポーツ参加機会の拡充 

オリンピック・パラリンピックの開催が、市民のスポーツに対する意識を高める好機と

なるよう、スポーツへの参加機会を広く市民に情報提供していくとともに、スポーツ教

室やスポーツ大会の開催、スポーツイベントの実施など、スポーツニーズに対応した参

加機会の拡充を図ります。 

●特色あるスポーツ事業の展開 

市で開催された千葉国体のクライミング競技の普及に努めるとともに、身近で気軽なス

ポーツとして楽しむことができる本格的な公認コースを有する泉公園パークゴルフ場

の利用促進など、市民スポーツのさらなる推進を図ります。また大学等との連携による

医学セミナーの開催などスポーツに対する知識の向上を図ります。 

●スポーツ・レクリエーション施設の充実 

市民が気軽にスポーツに親しめるよう、各スポーツ施設の適切な維持管理や運営に努め

るとともに、多様なスポーツ・レクリエーションニーズに対応できるよう、施設や用具

の整備・充実を図ります。また学校体育施設の積極的な利活用を推進していきます。 

●スポーツ指導者等の育成 

体育協会、スポーツ少年団などのスポーツ団体の活動を支援していくとともに、連携を

図りながら競技力の向上に努めます。また、スポーツ推進委員やスポーツボランティア

の強化育成に努め、スポーツの指導体制の充実を図ります。 

●総合型地域スポーツクラブへの支援 

子どもから高齢者までが、いつでも、どこでも、誰とでも、スポーツに楽しみ、日常的

にスポーツを通した地域交流が図れるよう、多種目型のスポーツクラブとなる総合型地

域スポーツクラブの活動を支援していきます。 

 

関連計画：スポーツ振興基本計画 

施策4‐②‐3 
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■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

市民スポーツ大会参加者数 

（スポーツ振興課） 
8,948人 10,000人 

現状よりも約15%増やすことを目標

とします。 

スポーツフェス・スポーツ教室参

加者数（スポーツ振興課） 
6,158人 7,000人 

現状よりも約15％増やすことを目標

とします。 

スポーツ団体（体育協会・スポー

ツ少年団）加入者数 

（スポーツ振興課） 

3,746人 4,100人 
現状よりも約10%増やすことを目標

とします。 

スポーツ施設利用者数 

（スポーツ振興課） 
353,674人 406,000人 

現状よりも約15%増やすことを目標

とします。 

スポーツ指導者数 

（スポーツ振興課） 
144人 160人 

現状よりも約10％増やすことを目標

とします。 
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貴重な歴史・文化を後世に伝えるため、文化財の保護・活用を図るとともに、市史編さん

事業に取り組みます。 

さらに、市民が優れた文化・芸術に接する機会の拡大に努めるとともに、文化・芸術活動

に関する情報の提供などにより、市民の自主的で創造的な文化・芸術活動を支援し、うるお

いのある地域社会の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

【現況・背景】 

○ 文化や芸術については、今後、余暇時間の増加や価値観の多様化などを背景として、市民

からの関心がより高まっていくと考えられます。 

○ 地域で継承されてきた伝統文化等は、人々の手によってその価値や意義が掘り起こされ、

再認識されることにより、地域の連帯感を育む役割を担っています。 

 

【課題】 

○ 人々の心豊かな生活実現、創造性の育成のため、社会教育施設における自主的な文化活動

への支援などを通じて、魅力ある地域文化の創造・文化芸術活動の活性化に取り組むことが

必要です。 

○ 木下貝層や栄福寺薬師堂、獅子舞・神楽などの有形・無形の文化財・伝統芸能は、先人か

ら継承してきた大切な財産であり、かつ地域史を解明する重要な手掛かりともなることから、

これらを保護・継承・活用していくことが求められています。 

 

■政策の方向性 

 

 

 

 

 

 

【施策の展開】 

４-③-１ 創造性を育む文化・芸術活動の推進・継承 

４-③-２ 文化財の保護・活用 

４-③-３ 市史編さん事業の推進 

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 
〔文化〕 
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施策１ 創造性を育む文化・芸術活動の推進・継承 

■施策の方向性

市民が様々な文化や芸術に触れることのできる環境づくりを推進していくとともに、市民

の自主的な文化・芸術活動を積極的に支援し、豊かな心や地域に対する愛着心を醸成してい

きます。特に近年、団塊の世代をはじめとして文化活動への関心が高まりつつあり、子育て

世代なども含め、市民のニーズに合った文化・芸術活動の推進に取り組みます。 

■主な取り組み

●（仮称）文化・芸術振興計画の策定

総合的な文化芸術の推進と魅力ある地域文化の創造を図るための指針として、（仮称）

文化・芸術振興計画の策定を進め、総合的・計画的に文化・芸術の振興を図ります。

●文化・芸術に触れる機会の拡大

市民が心豊かにうるおいのある生活を送れるよう、文化ホールでの芸術鑑賞事業など優

れた文化・芸術に触れる機会の拡充を図ります。またそのための広報活動や、改修等を

含めた維持管理の効率化への検討についても取り組みます。

●市民の自主的な活動の支援

文化・芸術活動に関する情報提供や市民文化祭など成果の発表機会の提供等により、自

主的な文化・芸術活動を支援していきます。

●子どもをはじめとする次世代の育成

普段体験することの少ない伝統的な芸術文化活動の体験や、学校教育での芸術文化鑑

賞等を通じ、創造性やコミュニケーション能力を育みます。また、芸術文化活動を支

える人材の育成に取り組みます。

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

文化ホール主催事業数 

（文化ホール） 
13事業 13事業 

優れた文化・芸術に触れる機会を提供す

るため、観賞型・参加型等の各主催事業

を実施していきます。 

文化ホール主催事業のチケット

売上率（文化ホール） 
57.6% 80% 

現状から、約2０％増やすことを目標と

します。 

関連計画：生涯学習まちづくり推進計画 

施策4-③-1 
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施策２ 文化財の保護・活用 

■施策の方向性

文化財は、先人の残した文化遺産であり、その価値や意義を踏まえ、次世代に適切に継承

していくため、市民の郷土意識の涵養を図り、本市に残る各種の有形・無形文化財、埋蔵文

化財の保護及び活用を進めていきます。 

■主な取り組み

●文化財の保護

文化財の指定や、仏像、石造物、社寺建造物など文化財に関する基礎調査、文化財防火

デーに係る防災訓練の実施等を通して、本市に残る有形・無形の文化財を適切に保護し

ていきます。

●文化財の活用

市内に存在する遺跡や史跡などの文化財を観光事業等とも連携し活用していくととも

に、資料館施設では先人から受け継いだ郷土資料を適切に収集保存、展示公開し、地域

の歴史・文化を広く周知していきます。さらに、現状で分散している歴史的資料につい

て保管の集約化に努め、有効に活用できるよう検討していきます。

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

指定文化財件数 

（生涯学習課） 
４９件 ５０件 

適切な文化財の保護保存に向け必要に

応じて文化財指定を行うことを目標と

します。 

資料館施設の入館者数 

（生涯学習課） 
1,095人 2,000人 

資料館施設を見学に訪れる入館者数の

増加を目標とします。 

関連計画：生涯学習まちづくり推進計画 

施策4-③-2 
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施策３ 市史編さん事業の推進 

■施策の方向性

本市の歴史を後世に伝えていくとともに市史への理解や愛郷心を育むため、古文書や公文

書等の調査を行い、地域史料の保存、活用や市史の編さんに取り組んでいきます。 

■主な取り組み

●市史編さん事業の推進

市の歴史的変遷を学術的かつ系統的に記述した市史の刊行や市史講座などの実施によ

り市史の理解と関心を深め、市民のふるさと意識の醸成を図ります。

●地域史料の保存と活用

市民の活動を記録した地域史料を次世代に引き継いでいくため、歴史公文書の移管や古

文書などの調査収集を行い、資料館施設と連携を図りながら、地域史料の適正な保存と

活用を図ります。

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

市史刊行物の発行数 

（生涯学習課） 
52冊 63冊 

継続的に市史刊行物を発行していくこと

を目標とします。 

市史講座の受講者数 

（生涯学習課） 
61人 80人 

多くの参加を得ることで市史への理解や

関心を深めることを目標とします。 

関連計画：生涯学習まちづくり推進計画 

施策4-③-3 
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 経済のグローバル化にあわせ、外国人市民が暮らしやすい環境づくりを進めていくととも

に、国際理解教育の推進と国際交流活動への支援強化を図り、日本人と外国人がお互いの文

化を理解し尊重していく多文化共生社会づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

【現況・背景】 

○ 社会や経済のグローバル化や外国人労働者数の増加などを背景に、日本社会全体の国際

化・多様化はますます進展していくと考えられます。 

○ 本市は成田国際空港に近接し、外国人市民は年々増加しており、これまでにも日本語講座

や異文化理解講座、広報いんざい英語版の発行などの取り組みを進めてきています。 

○ 今後は、成田国際空港や都心へのアクセス向上、2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピック開催などにより、外国人観光客などが増え、本市の国際化のさらなる進展が予想さ

れます。 

 

【課題】 

○ 互いの文化や価値観を認め合い尊重しながら共に歩める社会をめざし、外国人の方々との

共生をテーマとした多文化共生の取り組みを推進していくことが求められています。 

○ 多様化する社会で活躍できる人材の育成に向けて、小中学校での外国人講師による英語教

育の強化・推進や指導体制の整備に努めていく必要があります。 

 

■政策の方向性 

 

 

 

 

 

【施策の展開】 

４-④-１ 開かれたまちをめざした国際交流・協力の充実 

４-④-２ グローバル化に対応した多文化共生社会の実現 

 

 

政策４－④ 

互いの文化を認め合い尊重しながらともに歩める社会をめざす 
〔国際化・多文化共生〕 
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施策１ 開かれたまちをめざした国際交流・協力の充実 

■施策の方向性

2020年の東京オリンピック・パラリンピックには、海外からの訪問客が多く訪れるととも

に、これを契機として海外から注目を集め、海外とのつながりが一層強まることが予想され

ます。 

本市では、これを契機として、国際化を積極的に推進するため、関係団体や周辺自治体等

と協力し合えるネットワークづくりなど推進体制を強化していきます。 

■主な取り組み

●国際化推進体制の強化

国際化に向けた取り組みをより効果的に進めていくため、庁内の連携・調整機能を充実

させていくとともに、印西市国際化推進懇談会等の取り組みを進め、市民団体、関係機

関及び周辺自治体との連携強化を図ります。

●国際性を育む地域づくりの推進

国際性を育むために、国際交流協会などの関係団体等と連携しながら、地域住民と外国

人との交流の場や機会の提供を行います。

●国際力の向上

市民の国際理解の促進や国際感覚を備えた市職員を育成するため、講座や教室などを開

催し、国際化に対応できる能力の向上を図ります。 

■成果目標

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

国際交流関係行事への参加者数 

（企画政策課） 
364人 400人 

現状よりも40人程度増やす

ことを目標とします。 

印西市国際化推進懇談会の開催数

（企画政策課） 
2回 ２回 

定期的に開催することを目標

とします。 

研修参加職員数（企画政策課） 41人 50人 
全部署からの参加をめざしま

す。 

関連計画：国際化推進方針 

施策4-④-1 
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施策２ グローバル化に対応した多文化共生社会の実現 

■施策の方向性  

 

本市では市内に居住・定住する外国人も増加しており、社会のグローバル化がますます進

む中、今後とも一層、異なる文化を持つ人々との共生を図ることが求められます。 

そのため、すべての市民が多様な文化や価値観を受け入れ、互いに理解し合いながら、国

籍や文化の違いを越え、安心して暮らしていけるまちづくりを進めていくとともに、国際理

解の推進などにより多文化共生意識を醸成していきます。 

■主な取り組み 

●外国人市民が暮らしやすい環境づくりの推進 

外国人市民が地域で孤立することなく安心して生活できるよう、外国人市民ニーズの的

確な把握に努めるとともに、外国語での市政情報の提供を進めていきます。 

●国際理解の推進 

幼児期からの国際理解教育を推進し、国際的な広い視野を持った人材を育成していくと

ともに、異文化理解講座などの充実を図り、市民の多文化共生意識を醸成していきます。 

■成果目標 

項 目 
現 状 

（H26） 

目標値 

（Ｈ32） 
目標設定の考え方等 

異文化理解講座の開催回数及

び参加者数（企画政策課） 

10回 

523人 

12回 

400人 

毎年度一定の開催数を確保し、市民が異文

化への理解を深めることを目標とします。 

印西市国際交流協会の会員数

（企画政策課） 
174人 185人 

現状よりも約5％増やすことを目標とし

ます。 

inzai newsletter のホームペ

ージ閲覧数（企画政策課） 
845件 930件 

現状よりも約10％増やすことを目標とし

ます。 
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