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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 

 

  総合計画審議会：無地  印旛地区地域審議会：斜線  本埜地区地域審議会：グレー 

【全体】 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

１ 
成果目標 

全般について 

「高い目標設定」：目標値は大半が目

先の数値。抜本的改革のためには不

足。 

総合計画審議会 委員 

全 課 

目標値の改善

を検討 

変更しない。 

 

計画期間での現実的な推進

度合いを考慮した設定であ

るため。 

２ 

政策４ 

教育・文化 

 

施策 4-②-3 

スポーツ振興 

米国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 

発言 総計審 委員 

スポーツ 

振興課 

修正。 

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、順大との連携を想定

させる表現を加えた。 

３ 

政策２ 

健康・福祉 

 

施策 2-④-1 

健康づくり 

 

オリンピックの好影響として、スポ

ーツや健康に対する意識の向上や障

がい者のノーマライゼーションの観

点等を入れてはどうか。 発言 総

計審 委員 

 

 

変更しない。 

 

既に商工業振興・観光・国際

化・スポーツ振興の背景に触

れている。 

４ 
計画全体 

重点施策 

長期的な“ブランド力の強化”を計

画の中で位置づけたらどうか。その

ため明確に成果となるもの記載すべ

き。印西市をＰＲするための突出し

たものがあるといい。  発言 総

計審 委員 

ふるさとづく

り推進課 

広報広聴課 

経済政策課 

変更しない。 

 

今後策定するシティセール

スプランの中で検討する。 

５ 
計画全体 

社会情勢 

昨今の選挙投票率の低下や、若年層

の政治への無関心が将来を不安にし

ているという状況を何らか書き込め

ないか。 

さらに、選挙権が１８歳に引き下げ

られたことから、学校教育の視点か

ら何らかの表現が出来れば加筆願い

たい。    総計審 委員 

市民活動推進

課 

企画政策課 

 

計画の前半で記載。 

 

基本計画前半の法改正等の

社会情勢の変化の一つとし

て記載する。 

資料１ 
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基本目標１≪生活環境≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

６ 
施策 1-①-1 

自然環境 

樹林地の多い印旛地区は、保全活

動を行う市民が少なくなっているの

で、担い手の確保や育成をお願いし

たい       印旛 委員 

環境保全課 

変更しない。 

 

御意見としていただく。 

７ 
施策 1-①-2 

緑の生活空間 

緑の創造と活用という施策名が

「公園・緑地の多機能活用と効率的

な管理」と変わり残念。第１次の「緑

の創造」という言葉は森が持つ効力

を活用していくという点で、良いと

思った。発言 総計審 委員 

都市整備課 

修正。 

 

施策名を 

「緑と調和した生活空間

の形成と活用」に変更 

８ 

施策 1-②-1 

環境負荷低減 

 

千葉ニュータウン地区では、新たな

業務施設の進出や多くの住宅建設が

進み、ごみ排出量が増加している。

増加への計画的な対応が必要と思

う。個別住宅の減量化の取り組みに

加え、商業施設・業務施設での先進

的な取り組みも重要。総計審 委員 

クリーン 

推進課 

修正。 

 

取り組み「ごみの減量

化・資源化の推進」の文中

で、事業者へのごみ減量の

働きかけの表現を加える。 

９ 
施策 1-②-1 

環境負荷低減 

住宅用省エネルギー設備等の設置費

補助事業の内容は良いが、環境負荷

の低減という観点から、これらの施

策によって市がどの程度省エネを推

進できているか見える化することも

重要。 

先進的な環境都市を推進している印

象を与えるような取組みを推進して

欲しい。    総計審 委員 

環境保全課 

変更しない。 

 

 

今後地球温暖化対策実

行計画の策定を検討する

中で見える化を検討した

い。 

１０ 
施策 1-②-1 

環境負荷低減 

アウトカムの成果目標の考えと、印

旛沼や周辺河川や水質問題から考え

合せ、合併処理浄化槽の設置目標は

3,496 基よりも未処理放流家庭 0 戸

としてはいかがか。 本埜 委員 

環境保全課 

修正。 

成果指標の説明欄で普及

率が 8 割（約 2割の転換を

促進）の表現を入れる。 
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番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

１１ 
施策 1-②-1 

環境負荷低減 

環境負荷の低減の施策の文中、「太陽

熱利用温水器」、「太陽熱利用システ

ム」の用語は、整合を図るべき。 

太陽光発電システムに偏った成果目

標は多くの市民の取り組みを推進す

ることにはならない。 本埜 委員 

環境保全課 

修正。 

「太陽熱利用温水器」を

「太陽熱利用システム」に

変更。 

 

成果目標は変更なし。 

１２ 

施策 1-②-2 

クリーンな 

まちづくり 

花による景観づくりの推進には、花

壇づくりや植栽の奨励が記されてい

るが、成果目標には項目が立てられ

ていない。成果目標を設定すべきと

考えるが。    本埜 委員 

ふるさとづ

くり推進課 
変更しない。 

１３ 
施策 1-③-1 

防災 

水道未整備地区の消防水利の見直

し、充実化についての取り組みを加

えてほしい。散在する小規模な防火

水槽では不安な状況にあり、対策の

強化を望みたい。 本埜 委員 

防災課 

変更しない。 

 

実施計画により計画的に

対応している。 

１４ 
施策 1-③-1 

防災 

「基本団員に加え機能別団員の確

保・育成…」とありますが、機能別

団員とはどのようなものか。解説を

加えていただきたい。 

総計審 委員 

防災課 

修正。 

 

本文中に解説を加え、さら

に図表（体系図）にて補足

説明をする。 

１５ 
施策 1-③-1 

防災 

自主防災組織の強化や防災情報発信

システム・災害情報連携システムの

運用は大変重要だが、災害時に本当

に両者が円滑に機能するかが心配。

運用だけでなく訓練を踏まえたシス

テムの改善などレベルアップする取

り組みも考慮して欲しい。 

        総計審 委員 

 

防災課 

変更しない。 

 

次期実施計画にて、 

内容にシステムを改善し

ていく表現を加える。 

１６ 
施策 1-③-2 

防犯・安全 

交通安全の文中に、市道の上をおお

う樹枝や道路脇の樹木等を伐採し歩

行者と車両の安全を確保することに

努める、という記述を加えて欲しい。 

   本埜 委員 

土木管理課 変更しない。 
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基本目標２≪健康福祉≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

１７ 

全般 

施策 2-③-2 

介護 

 

施策 2-④-2 

医療体制 

 

病床数 介護施設定員 

「住みよさランキング 2015」で 4年

連続全国 1位（東洋経済 27.6.22）

その中で「病床数」「介護施設定員」

は全国平均を下回る水準にあるた

め、「安心度」では下位に位置する。

具体的でなくともこれらの充実を図

る等の表現が入ればと考えます。 

   総計審 委員 

高齢者福祉課 

介護保険課 

・ 

健康増進課 

変更しない。 

 

病床数及び介護施設定員

については、整備や充実に

ついて触れており、細かい

表現までは記載は難しい。 

１８ 

施策 2-①-2 

セーフティネッ

ト 

○生活困窮者自立支援制度について 

４月からスタートし、相談窓口を

設置しているが、困窮者の把握は大

変かと思う。これの具体的な把握方

法を計画で記載したらいかがか。都

内では小学生のいる世帯にアンケー

トで所得を聞いたりもする。難しい

問題もあろうが、検討を。  

発言 印旛 委員 

 

社会福祉課 

 

変更しない。 

 

様々な手段で周知を図っ

ている。アンケートは、個

人情報の観点から難しい。 

１９ 
施策 2-②-1 

子育て支援 

○学童保育の成果目標について 

待機児童数としているが、必要に

応じ整備している状況を説明するた

め、利用児童数も併記した方が良い。

これまでかなりの整備をしていても

待機児童が出ている状況を伝えるた

めにも。  発言 総計審 委員 

 

保育課 

 

修正。 

 

成果目標に学童保育利用

児童数を併記する。 

保育園についても、同様と

する。 

２０ 
施策 2-③-2 

介護 

「介護保険制度の円滑な運営」 

「要支援」に認定された人への介護

サービスが、市町村ごと独自の「新

地域支援事業」として実施される。

（平成 27年 4月から 3年間で移行）

移行作業にもよるが、表現として加

えてはいかがか。 総計審 委員 

高齢者福祉課 

・ 

介護保険課 

修正。 

取り組み「地域包括ケアシ

ステムの推進」に加筆す

る。 
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番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

２１ 
施策 2-④-2 

医療体制 

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いか

がか。    総計審 委員 

健康増進課 

修正。 

 

第１次基本計画と同等の

表現となるよう変更する。 

 

基本目標３≪産業振興≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

２２ 
施策 3-①-1 

農業振興 

遊休農地を解消するための取り組

みを推進して欲しい。 

  印旛 委員 

農政課 

変更しない。 

 

推進の記載は既にある。 

２３ 
施策 3-①-1 

農業振興 

「認定農業者」の解説を加えて頂き

たい。      総計審 委員 
農政課 用語解説で対応する。 

２４ 
施策 3-③-1 

観光 

「印西の魅力（ブランド）とは」：

体制作りの前に、印西の目玉は何に

していくのかなどの大方針（大目標

や指針）が見えない。ただ必要とい

う感じである。 

総計審 委員 

 

経済政策課 

変更しない。 

市の特性は、都市と自然

環境が調和した住みやす

さなどと考えられる。また

観光施策としては、多くの

方が魅力に気付くような

発信を進めたい。 

２５ 
施策 3-③-1 

観光 

ホームページアクセスの 7年間（H26

→H32）での増加目標が約 100 件で

いかがなものか。  総計審 委員 

経済政策課 

訂正。 

 

１年間の平均を 

１カ月の平均アクセス数

へと訂正する。 
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基本目標４≪教育・文化≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

２６ 
施策 4-①-2 

教育環境 

印旛地区では、いには野小学校以外

は児童数が減少傾向で、学年１クラ

スずつということが多い。児童数の

差はあってもきめ細やかな教育の質

を高めることが最善だと思う。   

印旛 委員 

学務課 

・ 

指導課 

変更しない。 

 

児童生徒のより良い環境

の整備と教育の質の向上

を図っていきたい。 

２７ 
施策 4-①-2 

教育環境 

成果目標に、ＩＣＴ機器の普及目標、

その活用率の目標を明記すべき。Ｉ

ＣＴ機器の未整備、未活用は情報活

用能力の格差を拡大させることに繋

がるので、その活用の拡充は重視す

べき。 本埜 委員 

学務課 

・ 

指導課 

変更しない。 

 

実施計画事業でＩＣＴの

活用推進は図ってきてい

る。 

２８ 
施策 4-②-1 

生涯学習 

生涯学習活動に、「放課後子ども教室

の推進」を加えて欲しい。また主な

取り組みに「図書館事業の充実」を

項目立て、図書館、公民館と学校図

書館とが連携した「子ども読書活動

の推進」を提案したい。       

本埜 委員 

生涯学習課 

変更しない。 

 

事業は実施しており、次期

実施計画にて内容を位置

付けていく。 

２９ 
施策 4-②-2 

青少年育成 

「青少年健全育成活動の推進」に“民

生委員・児童委員の人材確保や活動

支援”などの文言を取り込むことは

如何でしょうか。     総計審 

委員 

生涯学習課 

・ 

社会福祉課 

 
変更しない。 
 

地域福祉の施策で計画と

しては位置づけされてい

るため。 

３０ 
施策 4-③-1 

文化芸術 

成果目標の文化ホール主催事業数は

現状と目標値が同じであり、主な取

り組みにある「文化・芸術に触れる

機会の拡大」にはなっていない。一

層多様な主催事業を拡充すべき。   

本埜 委員 

生涯学習課 

修正。 
 

成果目標を修正し、 

主催事業の目標を削除 

文化ﾎｰﾙのﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄを追加 

公民館年間利用者数を追加 

 



7 
 

基本目標５≪都市基盤≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

３１ 
施策 5-②-1 

道路 

○市道山田平賀線について 

大型車両は指定車両以外通行禁止

だが通っている。市が修繕するがす

ぐ壊れてしまう。壊れた道路の破片

が飛び、通学児童にとって危険であ

る、この路線の整備の記載を検討し

て欲しい。 

発言 印旛 委員 

建設課 

変更なし。 

 

状況により補正予算の対

応も検討している。 

３２ 
施策 5-②-1 

道路 

笠神・中田切線の位置付けはあるが、

第４次実施計画（H27～29）には無い。

今後見直されるのか。安食卜杭・中

田切線が H27年度で完成するが、本

埜地区を横断的な整備としては継続

して実施を。安食卜杭・中田切線は

幅員 7ｍの 2 車線のみで歩道の整備

が無いが、地区幹線道路の位置付け

と安全確保の点から歩道整備は不可

欠と考えるがいかがか。※なぜ歩道

を付した整備をしないか理由を。 

  本埜 委員 

建設課 

変更なし。 

 

笠神中田切線は継続した

事業であり、実施計画の変

更で対応する。歩道につい

ては合併前の設計から路

肩を広めにとり、歩道に掛

る工事費で道路拡幅の延

長を伸ばす考えであった

ため。 

３３ 
施策 5-②-2 

公共交通 

市内バス公共交通の充実 

「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。     総計審 委

員 

 

交通政策課 

変更しない。 

十分に検討する必要があ

る取り組みであるため、現

在は市民ニーズを把握す

るための準備をしている。 
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番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

３４ 
施策 5-③-1 

上下水道 

公共下水道の整備・普及促進の内

容に「公共下水道認可区域内」とい

う表現があるが、政策の【課題】1

行目に「計画区域内」との表現があ

る流域下水道内の市の全体計画があ

って短・中期的に整備する地域を認

可取得して実施していくもので統一

したほうが良いかと思うが。 

計画期間では下水道計画区域拡大

の計画は無いのか。 

成果目標下水道整備率は「施設整

備面積÷認可面積」と思うが施設整

備後も公共下水道に繋がない世帯が

あり、アウトカム的な人口普及率「公

共下水道接続済人口÷人口」の方が

良い。総計審 委員 

 

下水道課 

修正する。 

「計画区域内」は、「市街

化区域内」に修正。 

 

本基本計画内では下水

道計画区域拡大の計画は

ない。 

 

成果目標は変更なし。 

３５ 
施策 5-③-1 

上下水道 

水道事業の推進に、「未給水区域への

配水管整備」と記載があるが、成果

目標の目標値が 74.3％では 100％に

到底到達できない。目標値を大幅に

上げるべき。市民に対し安全・良質

な水の供給は最も基本的な施策であ

ろう。本埜 委員 

水道課・ 

企画政策課 

変更しない。 

 

経営状態に応じた計画

的整備や、井戸を使用して

いる家庭の整備後の実態

などを踏まえた目標を設

定しているため。 

３６ 
施策 5-③-3 

住宅 

「居住不明の家屋が増加しているた

め、関係機関と連携した対策を進め

ていきます」と表現されており、い

わゆる空き家対策のことだと思う

が、このことは防犯・環境等も絡ん

で町内会等でも問題になってきてい

る。主な取組みに具体的な文言が入

らないでしょうか。 

          総計審 委員 

建築指導課 

変更しない。 

 

空き家については、防犯や

環境など行政範囲も多岐

に渡るため、街づくりの取

り組みだけでは対応が難

しいが、それぞれの問題ご

とに必要に応じ対応して

いる状況。 
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基本目標６≪市民活動・協働・行財政≫ 

番号 場所 意見の内容／委員の種別 担当課 対応 

３７ 

施策 6-①-2 

地域コミュニ

ティ 

地域コミュニティの維持強化につい

て、市全体としてもまた、新たな住

民が多いニュータウン地域でも、近

年少子・高齢化が現実になってきて

いる。このことも視野に入れた課題

や施策があっても良いように思う。 

 例えば、元気な高齢者の社会活動

を促す防災や防犯の組織づくり、あ

るいは新たな形態の町内会自治会の

組織づくりや外部から若者の居住を

誘引する施策などの展開。（先進事

例：豊四季団地や常盤平団地、多摩

ニュータウン） 

総計審 委員 

市民活動推

進課 

 

 

修正。 

 

・政策６－①「住民自治」

の背景 

・施策６－①－２「地域コ

ミュニティ」の施策の方

向性 

に、少子高齢化の視点を追

加 

 


