
第２次基本計画（平成２８年度から平成３２年度）について 

基本構想・第１次基本計画の構成 基本構想・第２次基本計画の構成 

第２次基本計画 

 ○ 基本構想の「将来都市像」、「基本目標」、「政策」を継続。（Ｈ２４年度～Ｈ３２年度） 
 ○ 第１次基本計画（Ｈ２４年度～Ｈ２７年度）の「分野別計画」「財政計画」「スマイル  
    プランにあたる、５年間の基本計画（Ｈ２８年度からＨ３２年度）を策定。 
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第２次基本計画の策定プロセス 

 
第１次基本計画 

 

平成２５年度 
市民満足度・重要度調査 
・満足度×重要度 
・要望×評価 

・総合計画審議会 
・印旛地区地域審議会 
・本埜地区地域審議会 

第２次基本計画（素案） 

第２次基本計画（原案） 

市民説明会 

パブリックコメント 

（市民参画） 

第２次基本計画 

 

 

 

スマイル
プラン 

○ 第１次基本計
画の検証、社会動
向等の整理などを
行ったうえで、第２
次基本計画を策定。 
 

○ 現況・背景、課
題、方向性、施策、
成果指標、取り組
みを策定。 

 同時に重点施策
を抽出。 
 

○ 今後市民説明
会・パブリックコメン
トを通じて、広く周
知し意見をいただく
予定。 

施策 取り組み 

成果指標 

第２次基本計画の策定 

現況・
背景 重点 

施策 
課題 

方向性 

現状と 
課題 

施策 取り組み 

方向性 
成果
指標 

第１次基本計画
の検証を踏まえ

た継続性 

市民の意見を反
映した計画作り 

持続可能な行財
政運営の推進 

第２次基本計画 策定基本方針 

第１次基本 
計画の検証 

社会経済状況
の動向・課題
等の整理 

 
新たな政策的
視点の整理 

 

策 定 プ ロ セ ス 
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第１次基本計画の検証 

 ○ 分野別・スマイルプラン別に施策の市民満足度・重要度、要望（今後特に力を入 
  れてほしい施策）・評価（ここ数年でよくなったと感じる施策）の観点から検証。 
 ○ 例えば以下のような傾向が見られている。 
   

生活環境系の施策 
健康福祉系の施策 
産業振興系の施策 
教育文化系の施策 
都市基盤系の施策 
住民自治・協働・行財政系の施策 

←

要
望 

（今
後
特
に
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
施
策
） 

→評価 （ここ数年でよくなったと感じる施策） 

－ スマイルプラン：スマイルプランの施策の重要度・満足度平均は、全施策の平均を上回っており、特に 
            満足度は、公共交通など一部の施策を除き、平均以上となっている。  
－ 教育文化系   ：多くの項目で要望・評価は平均を下回るが、学校教育への要望は平均を上回る。 等 

←

重
要
度 

→満足度 
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満足度平均（スマイルプラン）2.72

満足度平均（全施策） 2.69

重要度平均（スマイルプラン）3.57

重要度平均（全施策） 3.54

公共交通の充実 

商工業振興・企業誘致 

防犯・交通安全対策の強化 

スマイルプラン１ 
スマイルプラン２ 
スマイルプラン３ 
その他 

要望平均13.14 

評価平均8.17 

学校教育 
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社会動向等の整理 

新たな法律の制定、市の計画策定など、
各分野で様々な動き 

○ 子ども子育て支援法の制定に伴う新たな 
  枠組み（小規模保育・家庭的保育など 
  様々な保育形態への支援） 
 
○ 総合教育会議等の新たな取り組み 
   
○ 景観計画の策定に向けた取り組み  
 
○ 地方創生関連の取り組み ほか 

財政運営上の圧迫要因が顕在化 

１次基本計画策定以降、また今後にかけて以下のような社会動向の変化が把握・予測さ
れることから、これらを踏まえて、第２次基本計画を策定していきます。 

今後５年間は、地方創生の取り組み・
オリンピック開催など、全国的に今ま
でと異なる動き 
 

千葉ニュータウンの事業が収束し、開
発から既存ストックの活用へ 

○ 将来の人口減少に対する「地方創生」の取り 
  組みや、東京オリンピック・パラリンピック 
  の開催など、全国的に大きい動向があります。 
 
○ 経済的にも今後の５年間は、これまでの低成 
  長からの脱却が期待できる時期でもあります。 

○ これまで本市の発展を牽引してきた千葉 
 ニュータウンの事業が事業収束し、今後は 
 街や施設の活用・維持管理・更新にシフト 
 していきます。 

○  普通交付税の段階的な削減が計画期間中 
  の平成27～31年にかけて実施されるこ 
  とで、確実に財政が厳しさを増していき 
  ます。 
 
○ これまで整備してきた公共施設や道路・ 
  橋梁等の公共インフラの維持管理等の 
  負担も増加するため対策が必要です。 

4 



２次基本計画策定にむけたポイント 

１）施策の方向性・取り組みの整理 

  ・ 現在の国等の動向や、社会経済の状況、市の施策の実施状況等を踏まえ、分野別 
    に施策の方向性や取り組みについて整理しながら策定しました。 
 

２）重要施策の抽出   

  ・ 今後の印西市を見据えた新たな３つの視点、「成長」「持続」「ブランド」に基づき 

    視点に沿った重要施策を抽出しました。 
 

３）施策体系の見直し  

  ・ 内容を分かりやすくするための施策数の絞り込みや施策名の具体化を図りました。 
 

４）現状と課題の再整理 

  ・ 社会背景の変化を踏まえた修正をするとともに、 「現況」と「課題」を分離させ、 
    課題をより明確に把握できるようにしました。 
 

５）成果目標の設定  

  ・ 施策による市民生活への影響を、より具体的に把握できるよう、施策の内容 （アウ 
   トプット）でなく成果（アウトカム）で記述しました。 
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１）施策の方向性・取り組みの整理 

・  社会背景、第１次基本計画の検証、市民アンケートなどを踏まえ、分野毎に、以下の点 
  について整理しながら、施策の方向性及び取り組みを策定しています。 

生活環境分野 
・豊かな自然環境および市街地の中の公園緑地等の 
 環境空間の保全・活用に着目した取り組みを推進。 
・廃棄物減量など、市民一人ひとりの取り組みを 
 支援する施策を推進。 
・防災対策として災害時の機能向上策や安全安心へ 
 の取り組みを推進。 

健康福祉分野 
・高齢者が地域に安心して住み続けられる仕組み、 
 障がいのある人にあわせたサービス提供を推進。 
・安心して子育てできるよう親への支援、ライフス 
 タイルにあわせた多様な育児支援の推進。 
・市民の健康・生命を守るための生活習慣改善・予 
 防の取り組みや救急医療機関の連携等の推進。 

 

産業振興分野 
・全国的に低経済成長から脱却。地方創生・オリン 
   ピックなど新たな動きを受けて、ニュータウンへ 
 の企業誘致、既存地域の商業支援、産学官連携に 
 よる企業支援、外国人等観光客の集客等を推進。 
・後継者不足等の課題を抱える農業を、地産地消・ 
 新規就労者育成等により持続可能な産業へ育成。 

 

都市基盤分野 
・千葉ニュータウンの事業の完了がなされており、 
 今後は活用・維持管理に向けた取り組みが重要。 
・バランスのとれた市域実現に向けた土地利用誘導 
 や自然環境保全に向けた取り組みの推進。 
・施設の長寿命化・市民要望の高い公共交通の充実。 
・良好な住環境実現に向けた景観・住宅施策の充実。 

住民自治・協働・行財政分野 
・家族や地域の結びつきが弱まる中、自助共助公助 
 といった新たな相互扶助の取り組みを推進。 
・産官学をはじめ多様な組織の組み合わせによる新 
 たなまちづくりの展開。 
・行財政運営が厳しい状況下、電子行政の推進をは 
 じめ、行政事務の効率化などの取り組みを実施。 

教育・文化分野 
・子ども世代が多く、学校教育をはじめ教育や文化 
 の取り組みの必要性が高く、豊かな心の育成、食 
 育や地域の連帯感を高める文化の保全などを推進。 
・生涯学習・スポーツでは高齢者などが地域社会の 
 中で生きがいを感じられるような支援を実施。 
・多文化共生社会実現・外国語教育の取り組み推進。 
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１）施策の方向性・取り組みの策定 

【今の動向や、市の取り組みを踏まえた見直し】 

【取り組み】ライフスタイルにあわせた多様な子育
て支援の取り組みなどの記載を充実 

【成果目標】 
取り組み内
容とあわせ
て、子育て
支援に関す
る目標を更
新 

第１次基本計画 

第２次 
基本計画 
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■新しい「成長」の視点 

  ・全国で地域の特性を活かして人口増加・雇用増加、交 
  流人口増加等に取り組む地方創生の動きが活発化し 
  ています。 
  ・本市でも、千葉ニュータウン整備収束を受けて、これ 
  までの蓄積を生かしながら、新たな成長の方向性を 
  見定めていく必要があります。 
 

■将来に「つなぐ」持続可能の視点 

  ・今後、急速な高齢化などの課題が生じることが予見さ 
  れることから、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ります。 

■地域のイメージを転換する 

                      「ブランド」向上の視点 

  ・市の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ません。 
  ・地域間競争が激化するなか、シティセールスにおいて 
  優位に立てるよう、プラス面をより積極的に推進・PRし、 
  名実ともに優れた街を目指すことが求められます。 

２）重要施策の抽出 

■“美しい”まちで 
   誇りを持って暮らす 
■ “安全な”まちで 
    “安心して” 暮らす 
■ “躍進する”まちで 
            希望を持って 暮らす 

○ 第１次基本計画におけるスマイルプランの施策については一定の評価を頂いています。 
○ しかし、人口減少・高齢化の状況や財政面をはじめとする持続性への懸念、価値観の 
 多様化などを受けて、今後、本市の取り組むべき主要課題をより明確にして、その解決に 
 取り組むことが必要と考え、以下を新たな重要施策として位置づけます。 
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２）重要施策の抽出 

印西の魅力発信の体制強化 

かけがえのない自然環境の保全と活用（３本柱共通の施策） 

グローバル化に対応した多文化共生社会の実現 

地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上 

市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり 

■地域のイメージを       

 転換する「ブランド」 

 向上の視点 

■新しい「成長」の視点  

■将来に「つなぐ」 

 持続可能の視点 
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 

高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

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 

市民の健康を支える医療体制の整備・充実 

文化財の保護・活用 学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進 

人にやさしく豊かな住まいづくり 持続可能な行財政運営の実現 景観に配慮した美しいまちづくり 

かけがえのない自然環境の保全と活用（３本柱共通の施策） 

犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築 

ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策 

立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保の促進 

かけがえのない自然環境の保全と活用 （３本柱共通の施策） 施策 

施策 

施策 

視点２ 

視点１ 

視点3 

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 

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 
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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. 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あい支援

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推進

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

統
合

統
合

統
合

基本目標 政策
施策

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）

③．観光資源の活用を図り
交流と賑わいを創出（観光）

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）

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）

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

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）

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

２．犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

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）

３）施策体系の見直し 

第1次基本計画 第２次基本計画 

緑の創造と活用    公園・緑地の多機能活用と効率的な管理 

企業誘致の推進 
雇用対策の推進  

  立地の優位性を活かした企業誘致・雇用 
  確保の推進 

（１‐２‐②）  （１‐２‐②）  

（３‐２‐①）  （３‐２‐①）  

  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 

（２‐４‐①）  

健康管理体制の充実 
健康づくりの推進  

（２‐４-①）  

【施策名の具体化】 市民にわかりやすい計画とするために施策名を具体的な名
称に変更。 
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施策体系 ５５ 施策  

 
① 生活環境 ９施策  
   （自然環境  ２施策）  

    （環境保全   ２施策） 
    （防災・防犯   ５施策） 
 

② 健康福祉１０施策  
     （地域福祉  ２施策）  

    （児童福祉・ 
    子育て   ２施策） 
    （高齢者・障 
      がい者の福祉 ３施策） 
    （健康・医療  ３施策） 
 

③ 産業振興 ８施策  
     （農業振興  ３施策）  

     （商工業振興・ 
        企業誘致 ３施策） 
     （観光            ２施策） 
  
 
 

施策体系 ４４ 施策 
 

① 生活環境 ６施策  
  （自然環境  ２施策）  

     （環境保全   ２施策） 
     （防災・防犯  ２施策） 

② 健康福祉 ９施策  
       （地域福祉  ２施策）  
     （児童福祉・ 
         子育て    ２施策） 
     （高齢者・障 
        がい者の福祉 ３施策） 
     （健康・医療  ２施策） 
 

③ 産業振興 ６施策  
       （農業振興  ２施策）  
     （商工業振興・ 
        企業誘致 ２施策） 
     （観光            ２施策） 

【施策本数の絞り込み】 

④ 健康福祉 １３施策  
    （学校教育 ３施策）  
    （生涯学習・ 
            生涯スポーツ  ５施策） 
    （文化          ３施策） 
    （国際化・ 
             多文化共生  ２施策） 

⑤ 都市基盤  ７施策  
    （土地利用 ２施策）  
    （道路・公共交通  ２施策） 
    （上下水道・都市景観 
      ・住宅           ３施策） 
 

⑥ 住民自治 協働 行財政   
                        ８施策  
    （住民自治 ３施策）  
    （協働          ３施策） 
    （行財政    ２施策） 

④ 健康福祉 １０施策  
    （学校教育 ２施策）  
    （生涯学習・ 
            生涯スポーツ ３施策） 
    （文化              ３施策） 
    （国際化・ 
             多文化共生  ２施策） 

⑤ 都市基盤  ７施策  
    （土地利用 ２施策）  
    （道路・公共交通  ２施策） 
    （上下水道・都市景観 
      ・住宅           ３施策） 
 

⑥ 住民自治 協働 行財政   
                       ６施策  
    （住民自治  ２施策）  
    （協働     ２施策） 
    （行財政     ２施策） 

市民にわかりやすい計画とするために、類似の取り組みを扱う施策や対象の少ない施策
などを取りまとめ、本数を調整。 

３）施策体系の見直し 
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４）現状と課題の再整理 

【現状と課題の分離】 

核家族化などにより、家族や地域
が互いに支え合う機能が弱まって
いる 

市民が住み慣れた地域で安心して住み続け
られるよう、地域福祉の意識・体制等が必要 

現状と課題  現況・背景  

課題  

社会の変化に対応した地域支え合い支援 

施策  

現状（現況・背景）と課題を切り分けて、課題を明確化。 
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（２‐２‐①）  

５）成果目標の設定  

第１次基本計画  

第２次基本計画  

（２‐２‐①）  

【取り組みの内容（アウトプット）でなく、 
           取り組みの成果（アウトカム）を示す】 

より実感しやすい成果目標とするために、アウトカム指標を設定。 
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