
平成２７年度第２回印旛地区地域審議会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２７年１１月１０日（火）午前１０時～１１時１５分 

２ 開催場所 印旛公民館２階視聴覚室 

３ 出 席 者 荒木 充 会長、石月 昇一 委員、片倉 恵美子 委員、黒川 隆雄 委員、 

桜井 正夫 委員、竹内 仁 委員、吉野 康夫 委員 

４ 欠 席 者 笠井 重夫 委員、関野 庄悦 委員 

５ 事 務 局 堀江企画財政部参事、企画財政部企画政策課坂巻主幹、清水主査 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 議 事 （１）印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民意見公募結果

等への対応について 

 

◇議事概要 

 ・印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民意見公募結果等への対応につ

いて 

素案の中間報告に対する意見の反映結果や、市民意見公募等の結果についての対

応について、検討した経緯、具体的な対応の例、素案からの修正の案について説

明、質疑。 

 

８ 議 事 録（要点筆記） 

 

事務局   本日は、お忙しい中、ご出席をいただき、ありがとうございます。私、本日の

進行を務めさせていただきます企画政策課の坂巻と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

 

   開会に先立ちまして、まず、資料のご確認をお願いします。本日の資料は次第

を含めますと、５種類ございます。 

 

①次第 

②カラー資料 印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民意見の概

要について 

③資料１ 第２次基本計画（素案の中間報告）に対する総合計画審議会・印旛

地区地域審議会・本埜地区地域審議会委員意見への対応一覧 

④資料２ 総合計画第２次基本計画（素案） 市民意見公募及び市民説明会の

意見の概要（案） 

⑤資料３ 市民意見等による素案の修正内容 

 

となっております。不足等ございませんでしょうか。 

なお、会議資料につきましては、事前に送付する予定でおりましたが、作業の都



合上、当日の配付となりましたことをお詫び申し上げます。 

 

事務局  次に、報告等が３点ほどございます。まず１点目ですが、本日の出席委員です

が、笠井委員と関野委員が所用により欠席です。従いまして出席委員は７名とい

うことで、定足数に達しておりますので、会議が成立いたしますことをご報告い

たします。次に２点目ですが、会議は規定により、公開とさせていただきます。

本日の傍聴者は現在のところございません。３点目ですが、会議録の署名と会議

の録音です。本日の会議の会議録署名人につきましては、荒木会長、石月委員に

お願いいたします。また、会議録を作成する関係上、会議は録音させていただき

ますので御了承願います。 

報告等は以上です。それでは、ただ今から平成２７年度第２回印旛地区地域審議

会を開催いたします。はじめに、荒木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【会長あいさつ】 

 

事務局  ありがとうございました。 

  それでは次第に従い、議事を進めさせていただきます。議事の進行につきまし

ては、規定に基づき荒木会長にお願いいたします。 

 

議 長  それでは、議事の（１）「印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民

意見公募結果等への対応について」、まず事務局より説明願います。 

 

事務局   まず、議事の（１）「印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民意

見公募結果等への対応について」のご説明をいたします。 

      資料の説明をいたしますと、６月に前回の審議会を開かせていただきました。

その時にご意見をいただき、その後書面にてさらに追加のご意見をいただきまし

た。それが総合計画審議会、印旛地区地域審議会、本埜地区地域審議会の計３審

議会からのご意見ということで、資料１が６月の時点で審議会の皆様からいただ

いたものとなります。資料２が９月、１０月に行った市民意見公募（パブリック

コメント）及び６か所で実施した市民説明会の意見の概要となります。資料３に

つきましては、資料２の市民説明会の内容を踏まえての素案修正を予定している

内容一覧となっております。 また、カラー版の資料は、資料１、２、３を抜粋

してまとめたものです。カラーの資料を中心にご覧いただきながら、細かい説明

も加えさせていただきたいと思います。 

 

      初めに、カラー資料の目次ですが、１点目が６月に実施した総合計画審議会・



各地域審議会における意見とその対応についてです。２点目が９月、１０月に行

った市民意見公募ということで、市民説明会を含めた意見の対応ということで、

２部構成に分かれています。 

      カラー資料下半分の１ページ目では、取りまとめたものとして６月１７日に本

埜地区地域審議会、６月１９日に印旛地区地域審議会、６月２４日に総合計画審

議会ということで、その時は素案の中間報告でしたがご意見をいただきました。

意見は３７件いただき、内訳は本埜地区地域審議会１０件、印旛地区地域審議会

５件、総合計画審議会からは２２件となっております。こちらの意見は、６月後

半から７月にかけて市長を本部長とする策定本部の中で、対応方針や素案の内容

修正の検討・調整をし、８月に本部会議にて素案として取りまとめたという経過

となっております。 

      カラー資料２ページ目の上半分をご覧ください。主な意見についてご説明いた

します。まず修正したものですが、施策１－①－２について、公園緑地の多機能

活用と効率的な管理という施策名が従前ありましたが、第１次基本計画にあった

「緑の創造と活用」から変わってしまって残念という意見があり、基本構想の趣

旨・意向を踏まえ、「緑と調和した生活空間の形成と活用」に変更しました。また、

施策４－②－３のスポーツ振興の施策について、８月に順天堂大学でアメリカの

陸上チームの世界大会事前合宿等があったことから、「海外の陸上選手を実際に見

ることの影響は大きい。順天堂大学と連携をもっと深め、しっかり連携していく

ことが大切」との意見があり、主な取り組み「特色あるスポーツ事業の展開」の

文中で、「トップレベルの選手と交流」等、順天堂大学との連携を含んだ表現を加

えました。また、こちらの資料には書いていませんが、資料１の５ページ目の、

医療体制の整備・充実について第１次基本計画での、「医療施設の誘致」から「医

療体制の整備」に力の入り方が下がったようだが、２次救急医療機関の誘致を記

載してはどうか、というご意見に対して検討した結果、第１次基本計画と同等の

表現となるよう変更いたしました。その他の文言等細かな修正点は、資料１に詳

細を記載しております。 

       カラー資料の３ページですが、こちらはご意見をいただきましたが、変更には

いたらなかったものについて記載しております。上から、成果目標全般の、「高い

目標設定」について、目標値は大半が目先の数値で抜本的改革のためには不足で

ある、とのご意見をいただきましたが、基本計画が５か年間ということ、財政面

や職員体制などを踏まえての成果目標であることから、変更はしておりません。

２つ目の長期的なブランド力の強化を計画の中で位置付けたらどうか。そのため、

明確な成果となるものを記載すべき、印西市を PRするため突出したものがあると

いい、とのご意見をいただきましたが、計画上の位置付けとしてはシティセール

スの推進というものはもちろん入っており、さらに重点施策の中でもブランド力



の向上という視点はございます。あまり具体的な記述は出来ていないのですが、

現在、シティセールスプランを策定していることもあり、その中で具体的な動き

について検討していくことになります。よって、基本計画自体には変更をしない

という検討結果となっております。３番目の市内バス公共交通の充実について、

「市民ニーズに応じた新たな交通システム（デマンド交通等）の検討を行い」と

あるが、検討期間が長いように感じるというご意見をいただきましたが、十分に

検討する必要のある取り組みであるため、現在は市民ニーズをアンケート等によ

って把握するための準備をしております。従いまして、基本計画自体に変更はあ

りません。審議会の皆様からいただいた主な意見は以上になります。こちらを検

討させていただき、素案としてとりまとめ、９月及び１０月にパブリックコメン

ト、市民説明会へと進めさせていただきました。 

 

   次にカラー資料の４ページは市民意見公募（パブリックコメント）、市民説明

会の状況です。市民意見公募（パブリックコメント）は９月１８日から１０月８

日までの３週間、市内の公共施設窓口に資料を置き、またメールや郵送などの方

法でパブリックコメントを実施いたしましたところ、１１名の方から６４件のご

意見をいただきました。また、市民説明会は９月２６日、２７日、１０月３日、

４日に実施いたしましたところ、６９名の方にご参加いただき、７４件のご意見

をいただきました。資料２の方に、いただいたご意見はすべて記載しております。

また、表紙は集計したものの一覧となっており、今後この形で確定させ、公表す

る予定です。前半の１/１１から１１/１１ページが市民意見公募（パブリックコ

メント）の意見、後半の１/１０から１０/１０ページが市民説明会での意見とで

分かれています。 

      また、カラー資料５ページでは、いただいた意見の取り扱いに関して４種類に

分類をいたしました。①修正（案を修正するもの）、②既記載（既に案に盛り込ん

でいるもの）、③参考（案には反映できないが今後の参考とするもの）、④その他

（案には反映できないが意見として伺ったもの）、となっております。④のその他

には市に対する一般的な質問や要望が含まれており、計画への関連性の大小に関

わらず、全ての意見を掲載し、対応を公表する予定でいることから、④その他の

内容が多いという結果になっております。 

      カラー資料６ページでは、市民意見公募における意見と対応について、素案を

変更した主なものとして、施策１－②－２の施策「多様な主体がつくりだすクリ

ーンなまちづくり」において、ごみゼロ運動、クリーン印西推進運動の「用語解

説」を加えるべきではないか、また施策４－②－２の「地域で子どもたちを守り

育てる環境づくり」におけるこども１１０番協力家庭について、「事業の周知を図

ります」とは、その具体的内容を明示すべきではないか、というご意見に対して



は、用語解説の追加や、より分かりやすくするための修正をしてございます。ま

た、施策４－②－１の従前の施策名、「安心・安全な教育環境づくり」については、

施策１－③－２の、防犯の施策名では「安全・安心社会の構築」とあり、「安心」

と「安全」の順序が異なり、紛らわしい印象を受けるとのことで、計画内での表

現を統一するため、施策名を「安全で安心できる教育環境づくり」に修正いたし

ました。 

 

  次のカラー資料下半分 7 ページについてですが、いただいた意見の一例を載せ

ております。 

     その他、出た意見に関しては、先ほども申し上げたとおりすべて記載しており

ます。一例としては、計画に関する部分として、第 1 次基本計画が今年度で終了

するが、その評価についてはどうか、ということで、施策全体としては５５本あ

る施策のうち５０本が計画どおり進められている状況なので、第１次基本計画の

中間評価としてはおおむね進められています。ただ、２７年度で終わり、本格的

に行政評価・最終評価をするのが２８年度となりますので、そのような回答をさ

せていただきました。また、重点施策としてはどこなのか、については３つの視

点（新しい成長の視点、将来につなぐ持続可能の視点、地域のイメージを転換す

るブランド向上の視点）から施策を設定して、重点的に進めていくとの説明をい

たしました。その他にも、市長の思いはどこに入っているのか、とのご意見に対

して、市長は「まず企業誘致、税収の強化などによる財政基盤をつくり、市民に

対する施策・事業の展開が可能となる好循環を生み出すことが大事だと考えてい

る」というお話がありました。ご意見として多かったものの特徴としては、バス

などの交通関係、救急医療・医療施設の関係、農業関連（後継者問題、放棄地に

ついて）、利根川の災害関係、市民サービス（行政の縦割りの弊害ををなくす）や、

人・物・金でいうと、ハードの部分は市民アンケートでも目立つが、ソフトの部

分は要望も低く評価も低いといった市民活動に関したものなどのご意見がござい

ました。 

 

       市民意見公募（パブリックコメント）を行い、資料３として素案の修正内容を

掲載しておりますので、この修正を加えたものを案として事務局では進めていき

たいと考えております。本日の審議会においては、修正していく内容に関してご

意見をいただきたいと思います。 

 

議長   それでは、事務局の説明が終わりましたので、委員の皆さんから、ご意見やご質

問などありましたらお願いします。 

 



委員   カラー資料の７ページで、農業について「農業後継者・新規就農者などの育成・

確保の取り組みを進める」となっているが、具体性が見えていない。資料２の１/

１１ページの意見番号２にある、農業問題の解消に向けて「市営農業」などの調

査研究会を立ち上げてほしいという点について私も全く同意見です。儲からない

農業から赤字の農業になってしまっている状態なので、後継者が入ってくること

は難しいと考えている。そのため、耕作放棄地は今後１０年で急激に増えると思

う。農業問題に対して、喫緊の課題として取り組んでいただきたい。 

 

事務局  市民説明会の中でも農業者の声を聞き、喫緊の課題であると再認識しました。

農業施策に関しては、第２次基本計画においても重点施策に入っておりまして、

いただいたご意見を参考に進めていきたいと考えます。 

 

委員   大変良い計画が出来て感謝している。だが自主防災組織などについて目標を達

成できればいいが、なかなか難しいのではと思う。私の考えは、町内会自治会連

合会の規約では委員の任期は２年だが、旧村地域では考え方が異なっていて町内

会役員の任期は 1 年で替わってしまって人材が育成されない。災害対策や、地域

包括ケアシステムなど、全てが町内会を基本として動いているので、育成する対

策を強く進めていかないと計画が計画で終わってしまうと思う。難しい問題だと

思うが関係各課と話し合って強く進めてほしい。 

 

事務局  町内会や自治会は、地域コミュニティを醸成する根底にあるものと思っていま

す。委員がある程度継続することは必要だと思いますし、ご意見を関係各課に伝

えます。 

 

委員   印旛沼という地域資源がある。佐倉市側ではサイクリングロードがあるが、印

西市側は草が生い茂って使いにくい状況となっている。印旛沼の観光資源として

の活用を、第２次基本計画において是非進めていただきたい。 

 

事務局  観光については、市の弱いところもありまして、新しい取り組みである素案の

８３ページにある印旛沼の観光資源としての魅力向上としての取り組みで、いた

だいたご意見を参考に進めていきたいと思います。また印旛沼については、佐倉

市や成田市、酒々井町、栄町と合同で「かわまちづくり計画」が今年３月末に登

録されました。その計画に基づいて、より魅力的な印旛沼となるように整備して

いく予定です。かわまちづくり計画の事業の一つとして、拠点としての一里塚を

数カ所整備する予定です。サイクリングロードは県主導で整備を進めているが、

西印旛沼を一周できるサイクリングロードがないというのはデメリットになって



いると考えます。印西市では、県にサイクリングロードを整備してもらえるよう

に、常々働きかけをしています。道から沼が見えないというのが問題かもしれま

せん。手賀沼だと堤防から沼が眺望できるため、活用されています。印旛沼もそ

うしていければと考えています。 

 

議長   サイクリングロードは県が管理しているのか。草刈りは今、年１回行われてい

るが、複数回してもらえると変わるのではないか。 

 

事務局  はい、年 1 回草刈りを行っています。印旛沼については佐倉市が今取り組みを

進めており、対岸の印西市も同様に取り組んでいくことで、集客でき周辺環境の

整備も進むといった好循環が生まれると良いと考えています。 

 

議長   サイクリングロードは市独自では取り組めないのか。２ｍ幅くらいの舗装では

ないのか。 

 

委員   イベントを兼ねて、サイクリングする人と草刈りを合同に行い、サイクリスト・

一般市民・行政とで一緒にきれいにする活動ができるのではないか。 

 

委員   市民説明会にも参加したが、この場は印旛地区の話をするのではないか。印旛

地区が今後どうなるのかが一番知りたいところである。意見を伝えても、「担当課

に伝えます」や「検討します」という回答だけだ。トラックの振動や浸水の問題

については、既に市に上がってきている意見だと思うので、どのように対応して

いるのかを答えてほしかった。印旛地区のＵＲの土地は今どうなっているかなど、

説明会ではもう少し聞きたかった。 

 

事務局  総合計画や基本計画の説明会として開催しましたので、地区の実情や課題につ

いては把握できていなかった状態です。今後地域に出向くことも多いと思うので、

予め地区ごとの実情や課題を把握し、明確な答えをお示しできるようにしていき

たいと考えています。 

 

委員   支所があるということは、その地域の意見を収集する、或いは地域の課題に対

応するためのものだと考えている。もっと支所の市民サービス課の機能を強化す

ることで、地域密着の課題に市としてもっと取り組んでほしい。市民の満足度も

飛躍的に上がるのではないか。地区の説明会で出た意見の答えにもなるのではな

いか。私の実感としては、街灯が切れているなど市では確かに受け取ってやって

くれるが、アクションの遅さを感じる。 



 

事務局  合併してから役場が支所になり、職員や担当課の人数も減っております。貴重

なご意見として担当課等に伝えます。 

 

委員   カラー資料の５ページは全員に周知できる広報はないのか。広報はどこに載っ

ているのか。また意見の対応について、「参考」と「その他」の取り扱いはどのよ

うに分けているのか。市民説明会に参加した約１００名の人は、関心を持った人

たちなので、言ったままや聞いたままになるのが一番良くない。市が対応できな

いことには理由を説明するなどするとともに周知についてもより多くの人にでき

るようにしてほしい。 

 

事務局  まず意見の取り扱いの公表については、ホームページあるいは市役所の閲覧場

所である行政資料コーナーになります。広報は情報量の制限があるものですが、

意見を出してくださった方が関心を削ぐような対応にならないようにしたいとは

思っています。また対応の区分ですが、「参考」は市として検討していきたいもの

で、「その他」は今のところ検討の予定がないものです。 

 

議長   それでは、他にありませんか。なければ事務局に進行をお返しします。 

 

事務局  現在、第２次基本計画の最終調整をしており、年内での策定を目指しています

ので答申をいただきたいと考えています。後日、書面でご意見を照会させていた

だきたいと考えていますので、またよろしくお願いいたします。 

     それでは、以上をもちまして平成２７年度第２回印旛地区地域審議会を終了い

たします。長時間にわたりありがとうございました。 
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会議資料 

 カラー資料 印西市総合計画第２次基本計画（素案）に対する市民意見の概要について 

  資料１  第２次基本計画（素案の中間報告）に対する総合計画審議会・印旛地区地域審議会・ 

本埜地区地域審議会委員意見への対応一覧 

  資料２  総合計画第２次基本計画（素案）市民意見公募及び市民説明会の意見の概要（案） 

  資料３  市民意見等による素案の修正内容 
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