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市民意見公募における意見等の概要

意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

1 115

市民要望最上位の「公共交通の充実を図る」ため
に、
既設５駅を起点とする印西市民バス（市営路線バ
ス）を運行してほしい。また、いずれの路線につい
ても基本的に、1時間に１本の運行がなされ、必
ず、市役所庁舎を経由してほしい。そのため現在運
行している様々なバスを網羅して整理し、市民ニー
ズのある要所を循環するダイアを検討・設定してほ
しい。

意見の取扱い【その他】

ふれあいバスは、現在６ルートが市内５駅のいず
れかから市役所、支所、公共施設を経由し運行し
ています。１便の所要時間を約１時間としてお
り、１ルート１台の車両で運行していることか
ら、現状では増便が困難な状況です。乗降客数の
推移を注視しつつ、市内の民間路線バス事業者と
連携し、市内公共交通の利便性の向上に努めま
す。

2 ―

農業問題の解消に向けて、市として「市営農業方
式」・「農業特区」の観点で新たな施策を設けるた
めに、農業従事者や行政、専門家を含めた調査研究
会を立ち上げられないか。

意見の取扱い【参考】

ＪＡや生産者団体と調査・研究させていただきま
す。

3
7、
18

３）人口・世帯・財政等の状況
P.７では平成26年4月現在の人口と、P.18(参考)で
は平成27年度人口とある。統一すべきではない
か。

年度の差はありますが、７～１１頁については、
平成２６年度の財政状況のデータを追加しますの
で、財政状況と人口を連動させた資料とするため
に２６年度人口を掲載しているものです。

4 11

財政指標の推移
指数、比率を時系列的に表示するだけではなく、巻
末の「用語解説」を引用して、その内容説明を記載
したほうが理解しやすいのではないか。

意見の取扱い【修正】

平成２０～２５年度までの「財政力指数」、「経
常収支比率」、「実質公債費比率」、「将来負担
比率」を掲載していましたが、より分かりやすく
するために解説を追加します。

5 16

土地利用基本構想
「6駅」駅間(検討)について、P.23土地利用並びに
道路・公共交通、駅圏内のネットワーク充実とも関
連して、現況を記載すべきではないか。

意見の取扱い【その他】

６駅設置の可能性については、現基本構想及び基
本計画においても、その可能性を検討することと
していることから、この記載としているところで
す。

6 18

計画の基本的条件（人口・世帯数）
「国勢調査ベース」について、本年に調査が実施さ
れていることから実施年度を記載すべきではない
か。

意見の取扱い【その他】

国勢調査ベースとは、国勢調査の人口の考え方を
基にしているということですが、この頁の推計人
口の記述に関しては、現在、内容修正を検討して
いるところです。

7 24
行政コーナーの工夫と情報発信について、「審議
会」「委員会」等の報告書、会議録が整理されてい
ない現実は何とかすべきではないか。

意見の取扱い【その他】

現在各部ごとに、審議会、委員会等の資料を行政
資料コーナーに設置しています。
今後、市民の方がより利用しやすくなるように検
討します。

8
28、
29

P.28では18項目だが、P.29では13項目の詳細し
か記載されていないのはなぜか。説明文を記載する
べきではないか。

意見の取扱い【その他】

P２９のスマイルプランについては、取り組みの
一例として挙げていますので、御理解ください。
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意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

9 29
3　躍進するまちで希望を持って暮らす　の取り組
みの例「企業誘致の推進」の「H25満足度」は赤字
となるのではないか。

意見の取扱い【修正】

企業誘致の推進の値は、満足度平均を下回ってい
ますので、赤字に修正します。

10 29
P.29の各項目の満足度平均の算出方法を記載すべ
きではないか。

意見の取扱い【その他】

P.26で掲載しています。

11 30
満足度・重要度の相関図
4.、8. の青丸は赤丸に、24、25.の赤丸は青丸と
すべきではないか。

意見の取扱い【修正】

「4.　ごみ減量・リサイクルの推進」の青丸につ
いてはスマイルプランのため赤丸に修正し、また
「24.　上下水道の整備」及び「25.都市景観づく
り」の赤丸は通常の施策のため青丸へと修正しま
す。

12 36
新たな重点施策「生涯いきいきと健やかに～」は、
加わった理由を説明すべきではないか。

意見の取扱い【その他】
６月審議会で素案の中間報告をした後に追加した
ものですが、素案決定への検討過程の中で、重点
施策に盛り込むべきものとして追加したもので
す。

13 46
ゴミゼロ運動、クリーン印西推進運動について、
「用語説明」を加えるべきではないか。

意見の取扱い【修正】

それぞれの用語について巻末の用語解説へ追加し
ます。

14 49
「自主防災組織の数」とともに、組織率を明示すべ
きではないか。（P.128の町内会等団体数との関連
からも）

意見の取扱い【修正】

目標設定の考え方等を「現状の町内会・自治会等
数の約65% の組織化を目標とします。」に表現
を改めます。

15 ―
関連計画が空白の施策は、説明が必要ではないか。
（関連計画なしの施策P.55、75、79、80、82，
83、115、121、126、128、131）

意見の取扱い【修正】
「主な関連計画」が無い場合は、項目を消すこと
とします。

16 55
国民年金制度の普及啓発について、未加入率あるい
は未加入数の現状と目標はないのか。

意見の取扱い【その他】

年金制度は日本年金機構が国から委任・委託され
ており、資格に関する管理は年金機構が行ってい
ます。市町村は普及啓発について、広報や年金相
談等で協力しています。

17 55
生活保護・生活困窮からの自立世帯数について、分
母となる対象世帯数あるいは自立達成率の表示が必
要ではないか。

意見の取扱い【その他】

対象世帯数は日々変化することから、自立達成率
での表現が難しいため自立世帯数としています。

18 80

創業セミナーの開催数(参加者数)の目標設定の考え
方には、「約50%増加」とあるが、開催数であれ
ば、4 X1.5= 6回、参加者数であれば、64 X1.5≒
100人とすべきではないか。

意見の取扱い【修正】

目標設定を「４回（１２０人）」から「４回
（100人）」に修正します。
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意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

19 91
大学との連携事業数について、旧(素案)では、目標
値まで６増加なので、毎年1事業増やすと32年度で
は41 とすベきでは。

意見の取扱い【参考】

大学との連携事業数については、必ずしも継続事
業だけではないことから、毎年度１事業は増加を
めざすこととしていますが、事業が終了する場合
もありますので、御理解ください。

20 93

こども110番協力家庭として、実際に看板は掲示
し、具体的な事業等の知らせがない現状、「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。

意見の取扱い【修正】

「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。」から
「・・・・参画しやすいよう、広報誌等で事業の
周知を図ります。」に修正します。

21 98
P.99 「参考資料]の使用率についての成果目標も、
記載すべきではないか。

意見の取扱い【その他】

参考資料の使用率については、ホール主催事業だ
けでなく貸し館による利用も含まれています。利
用される団体や公演内容の規模もそれぞれのた
め、成果目標として捉えられないと考えていま
す。

22 105
異文化理解講座の開催回数が増えているのに、参加
者数が減少する理由を明示すべきではないか。

意見の取扱い【修正】

開催場所の規模により参加人数は変動することか
ら、記載していたものですが、より明確な設定と
するため、回数のみの設定へ修正します。

23 127
現状(22審議会中、5審議会で公募市民なしの実態)
からして、公募市民の応募率と公募委員の募集枠と
の関係も明瞭にすべきではないか。

意見の取扱い【その他】

市民参加の推進の観点からも審議会の委員公募に
ついては引き続き進めていきたいと考えています
が、御指摘の内容につきましては、今後研究させ
ていただきます。

24 128

加入率をここで公表する必要があるのか甚だ疑問、
わざわざ加入率の減少傾向を情報提供することは、
尚さらに加入率悪化を助長することになるのではな
いか。

意見の取扱い【修正】

町内会等加入率の掲載を削除します。

25 137
[参考資料]として、P.１１の財政指標の推移を掲示
すべきではないか。

意見の取扱い【修正】

より分かりやすくするため、第１部序論に掲載し
ている財政指標の推移の資料のうち「経常収支比
率」、「実質公債費比率」を掲載します。

26 137
経常収支比率、実質公債費比率について、「現状よ
りも減少させる」という考え方に対し、目標値が増
大していることの説明が必要ではないか。

意見の取扱い【修正】

決算の確定に伴い、平成２６年度の経常収支比率
を　８８．１％から８６．１％へ、また実質公債
費比率を９．２％から５．１％へそれぞれ修正し
ます。
また、成果目標「経常収支比率」「実質公債費比
率」は増加する目標設定であるため、考え方欄を
「行政改革等の推進や地方債発行の抑制等によ
り、現状よりも減少させることを目標とします」
から、「合併に伴う普通交付税の特例措置の削減
による一般財源の減少等により、各指標の増加が
見込まれますが、行政改革等の推進や地方債発行
の抑制等により、大幅な増加を招かないことを目
標とします。」に修正します。
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意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

27 138
普通交付税の特例措置の消滅について、各年の交付
税予定額を掲示すべきではないか。

意見の取扱い【参考】

基本計画を補完する「財政計画」を別途作成しま
すが、その中で記載を検討します。

28 63

多少の資産があり、社会活動をする元気のある高齢
者や、孤独で生活に不自由している独居老人の現
状・実態を把握し、需要と供給の合う施策を実施し
てほしい。

意見の取扱い【参考】

民生委員によるひとり暮らし高齢者または高齢者
のみの世帯の実態調査を実施しています。調査内
容を精査し検討していきたいと考えています。

29 63
質問番号28の内容に関して、広報・広聴を行って
ほしい。

意見の取扱い【参考】

市の広報誌やＨＰに引続き掲載します。

30 63
質問番号28の内容に関して、福祉実務者及びボラ
ンティア実施者にヒアリングしてほしい。

意見の取扱い【参考】

介護支援ボランティア研修会の周知・普及に努め
ていきたいと考えています。

31 63

江戸川区で、元気な高齢者の組織作りにより医療費
が減少したことや、乳幼児の育児に参加することで
若い母親が働きに出ている事例を参考に、試験実施
してはどうか。

意見の取扱い【その他】

関係機関と連携し、当該事例について調査研究し
ていきたいと考えています。

32 63
藤沢市の事例である、温水プールによる理学療法の
試験実施をお願いしたい。

意見の取扱い【その他】

関係機関と連携し、当該事例について調査研究し
ていきたいと考えています。

33 66

健康福祉分野において、本素案の中にも書かれてい
るように、印西市では今後急速に高齢化が進むと考
えられます。データが少し古いかもしれませんが、
「国立社会保障・人口問題研究所」によると、印西
市の2025年の高齢者増加率は、2005年を100と
した場合、245.9であり、浦安市の253.3に次いで
第二位であります。地域の高齢者の生活を支える
「まちかど保健室」を開設する動きが、全国で始
まっています。そこには保健師や看護師らが日替わ
りで常駐し、住民の健康相談を受けたり、体力測定
や認知症予防教室を開いたりする。独居老人の家に
も訪問する。そんな「まちかど保健室」、を印西市
内の主要各地に開くことはできないでしょうか。

意見の取扱い【その他】

関係機関と連携し、当該事例について調査研究し
ていきたいと考えています。

34 ―

健康福祉分野については、恐らく市内にも多数居る
であろう「ニート・ひきこもり」の問題にも焦点を
あてるべきであり、この点への取り組みを施策に盛
り込むことができないでしょうか。

意見の取扱い【その他】

Ｈ２７年度より、隔月に１度「こんにちは若者訪
問相談」を行い、対象者が家族以外の社会とのつ
ながりを持てるように支援しています。

35 81

産業振興の観光資源の活用については、成田空港か
ら近いこともあり、飛騨で外国人観光客に人気の
「里山サイクリング」のような里山滞在型の観光も
考えられるのではないでしょうか。印旛沼や利根川
と組み合わせたコース設定なども考えられます。

意見の取扱い【参考】

今後の観光施策の参考とします。
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意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

36 126

全体を通してですが、地図関連情報（交通、防災・
防犯、各種統計、環境、企業庁の未処分地）等の市
が保有するデータを積極的に一般公開し、そのデー
タを活用する民間サービスの参入を促せば、地域住
民へのサービス向上に資することができるものと思
われます。重点施策３．「市政情報の共有化と市民
参加によるまちづくり」として、市保有データを積
極公開（オープンデータ）が考えられないでしょう
か。

意見の取扱い【参考】

10/15に既に地図情報の市民公開を開始してお
り、今後、公開データの充実を図っていきます。
また、オープンデータについても検討していきま
す。
P126の●広報・情報提供の充実に含まれている
と解釈しています。

37 133

政策６－③行財政　（次世代の借財を少しでも減ら
す努力を！）
現状及び今後の行財政の実情と予測の情報提供と市
民にわかりやすい内容で広報する。

意見の取扱い【その他】

基本計画を補完する「財政計画」を別途作成し公
表しますが、広報については検討させていただき
ます。

38 133

政策６－③行財政　（次世代の借財を少しでも減ら
す努力を！）
行政サービスを受ける市民には、それなりの受益者
負担の徹底。特に高齢者向けの各種サービスには提
供するサービスのコストをしっかり周知し、理解を
得る努力をしたうえで、一部負担をお願いする。こ
れは、受益者でない他の納税者の理解が得られな
い。

意見の取扱い【その他】

関係機関と連携し、当該事例について調査研究し
ていきたいと考えています。

39 133

政策６－③行財政　（次世代の借財を少しでも減ら
す努力を！）
行財政に好事例として紹介されている他の自治体の
行政職員の研修派遣の実施と専門家などの講演会の
実施。これには、広く市民へ参加を呼びかけて行
う。

意見の取扱い【その他】

現在策定中の第5次印西市行政改革大綱及び実施
計画において、財政面では歳出経費の抑制を掲げ
るとともに、職員のスキルアップのための人材育
成を推進しているところですが、市民も対象にし
た講演会等については、御意見として伺います。

40 72

農業について
生業にしている従業者の割合を調べ、それに見合っ
た予算をつける（現在の0.9％は低すぎません
か？）
米の暴落で年々低下する情況では、後継者がいなく
なります。市はできる限り補助すべきだと思いま
す。

意見の取扱い【その他】

営農指導や制度資金・各種補助金の活用などによ
り農業後継者や新規就農者の育成支援に努めま
す。

41 72

荒れはてた休耕田の活用
最初の雑草取りだけは市がやる事を条件に、地主の
許可が貰えたら、希望者を広く募り田づくりを再開
する。場合によってはボランティアでやってくれる
人も居るかもしれません。

意見の取扱い【その他】

農業者の意向や農地の利用状況を把握し、農地中
間管理事業の活用などにより意欲ある担い手への
優良農地の利用集積を推進するとともに、遊休化
した農地の解消や再生のための取り組みを推進し
ます。

42 ―
田園マラソン、山道マラソンなど自然環境を生かし
た催し物を始めれば面白い町になるかも知れませ
ん。

意見の取扱い【参考】

今後の参考とします。

43 ―

大人用の鉄棒などを公園に
小林には大門下に１ヵ所ありますが他にはありませ
ん。大人が気軽に足腰を伸ばせるよう設置願いま
す。

意見の取扱い【その他】

今後、少子高齢化を迎えるにあたり、健康遊具の
導入を図っておりますので、地区のニーズを取り
入れながら、検討していきたいと考えておりま
す。
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44 110

小林駅周辺について
・大型ダンプの規制
・歩道が必要
・広場では野菜市、植木市を
・コンビニや一杯飲み屋も

意見の取扱い【その他】

小林駅周辺の地区につきましては、小林地区まち
づくり懇話会からも地区の活性化等に関する意見
を頂いていますので、今後も地区の活性化等につ
いて、検討や研究に取組んでいきます。

45 44

施策１ 環境負荷の低減による炭素社会・資源循型社
会づくり
■主な取り組み
●再生可能エネルギー設備の普及促進
○意見
施策に賛同します。
○理由
千葉県総合計画に掲げる施策とも整合が取れてお
り、低炭素社会・循環型社会づくりに貢献するもの
と考えます ＊１ 。
*1) 千葉県総合計画
第3章 第2節 第1項 安全で豊かなくらしの実現５み
んなでまもり育てる環境づくり主な取組み １ 再生
可能エネルギーの導入・省エネルギーの推進による
温室効果ガスの削減

意見の取扱い【その他】

今後も施策の推進に努めます。

46 48

施策１ 多様化する災害に対応する、自助共助も含め
た防災対策強化
■ 主な取り組み
● 防災対策の強化

○ 意見
基本的な考えに賛同します。
さらに災害対策の強化のために、以下の通り追記す
ることを提案します。
● 防災対策の強化「災害時における迅速な」の後
に、「被災状況把握・」。また、「飲料水及び資機
材の確保・充実を図ります。」の後に、「また、避
難所に指定した建物については、避難生活の環境を
良好に保つため、必要に応じ換気、照明及び防災井
戸等の設備を整備し、最低限のエネルギーを供給で
きるよう、電源や熱源の多重化に努める。」
○ 理由
災害時においては、先ず被害状況を正しく把握する
ことが肝要と考えます。
印西市地域防災計画（ 震災編）※ ２ で検討されて
いる避難所の生活環境への配慮も重要と考えます。
※ ２ ） 印西市地域防災計画（ 震災編）
第２ 章 災害予防計画（ P36）
第５ 節 避難体制整備計画
１ 避難場所の整備
（ ２ ） 避難施設の整備
２ ） 避難所に指定した建物については、避難生活
の環境を良好に保つため、必要に応じ換気、照明及
び防災井戸等の設備を整備する。また、最低限のエ
ネルギーを供給できるよう、電源や熱源の多重化に
努める。

意見の取扱い【その他】

同様の内容が下位計画である印西市地域防災計画
で記載されているため、印西市地域防災計画にお
いて補うようにしています。
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施策１ 立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保
の促進
■施策の方向性
■ 主な取り組み
●積極的な PR 活動の展開
○意見
施策に賛同します。さら以下の通り追記することを
提案します。
■施策の方向性
「 東京・成田国際空港を結ぶ交通軸上に位置すると
いった立地優位性や」の後に、「災害に強くＢＣＰ
に優れた」を
●積極的なＰＲ活動の展開
「北千葉道路やニュータウン関連道路などの進捗に
伴う利便性の向上や、」の後に「災害に強くＢＣＰ
に優れた 」をそれぞれ追記する。
○理由
企業誘致を促進するには、千葉ニュータウン地区の
魅力をさらに向上させることが有効と考えます。こ
の地区は強固な地盤であることはもちろん、災害時
においても電気・水道・通信等のインフラが途絶え
ないという魅力を付加し「ＢＣＰならば千葉ニュ―
タウン」というイメージ※３を促進させるような施
策が有効と考えます。
ＢＣＰの重要性は、国土強靭化基本計画アクション
プラン※４ や県の防災基本計画において防災拠点
（避難所）のあるべき姿※５ にもうたわれていま
す。
具体的な施策の展開にあたっては、これらの視点か
らの検討も加ええられることを提案いたします。

意見の取扱い【その他】

ご意見として伺います。
千葉ニュータウンは、強固な地盤であり災害リス
クの低いエリアであると認識しています。
それらの優位性については、今後の企業誘致の
際、事業者とともにPRに努めます。

※３ ＮＨＫホームページ（添付資料参照） ＮＨＫ
ホームページ（添付資料参照）
http://www.nhk.or.jp/shutoken/net/report/2
0120905.html
パブリック内にさらに具体的な資料（ＮＨＫ放送時
シナリオ）あり

※４） 国土強靭化基本計画アクションプラン２０１
５（Ｐ９２）大規模自然災害発生直後から必要不可
欠な行政機能は確保する ３-３９首都圏での中央官
庁機能の機能不全電気・通信設備の被災 首都直下型
地震時の政府中枢機能確保に必要な電力の確保【各
府省庁】
※５ 千葉県地域防災計画（第２編 地震・津波編）
（Ｐ地-２-６８）
３避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、
健康福祉部、水道局、教育庁、市町村）（１）避難
所等の整備
市町村は、「災害時における避難所運営の手引き」
により、避難所等の選定を行い、県もその確保に協
力することする。
イ避難所に指定した建物については、必要に応じ、
冷暖房施設、換気や照明など避難生活の環境を良好
に保つための設備（その設備を稼働させるために必
要な電源や燃料を含む）の整備に努める。

47 79
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48 88

①  施策名「安心・安全な教育環境づくり」につい
て
「安心・安全な」という表現の使い方について、防
犯の施策名では「安全・安心社会の構築」とあるた
め、使い分けがあるのだろうが、紛らわしい印象を
受ける。

意見の取扱い【修正】

計画内における表現を統一するため「安心・安全
な教育環境づくり」を「安全で安心できる教育環
境づくり」に修正します。

49 33
３３ページの重点施策の表現のところで、「重要施
策の抽出に向けた３つの視点」とあるが、これは
「重点施策」と統一すべきではないか。

意見の取扱い【修正】

御指摘のとおり「重要施策」となっているため、
これを「重点施策」へ修正します。

50 33
標記素案は、総花的で、この5年間で、何が重点施
策としているのか判らない。

意見の取扱い【その他】

第２次基本計画では、これからの市にとって重要
となるであろう「成長」「（将来）につなぐ」
「ブランド」という３つの視点から、重点的に進
めるべき施策として、１９本の施策を抽出してい
ます。
基本計画の分野別計画は、体系的に行政の幅広い
分野を網羅していますが、その中で予算等におい
ても重点的に進めるものを重点施策として位置付
けています。

51 138

4.財政計画では「調整中」とあり、この素案自体
が、財政的裏付けのない「絵に描いた餅」でしかな
いことを示している。
むしろ、今後5年間にやらなければならないこと
は、「本基本計画の期間の財政フレームは、特に地
方交付税において、1市2村の合併に伴う普通交付
税の特例措置の削減がはじまっており、一般財源の
大幅な減少は確実となっています。」「さらに既存
のインフラ・公共施設の老朽化等に伴い、維持補修
費の増大も懸念されています。」とあります。
すなわち、合併に伴う様々な歪みが生じ「そのため
補助事業の精査や経常経費等の取り組みに加え、公
共施設等総合管理計画を策定し、維持管理費の削
減、修繕費等を平準化するなど、健全で持続可能な
財政運営を図らなければならない」と記載していま
す。
このことこそ基本計画の神髄ではないですか。むし
ろ、健全で持続可能な財政運営の出来る数項目から
なる必達目標を定め、それを愚直に実行することが
今求められているのです。そろそろ言葉遊びをやめ
て、地に着いた実行ある計画を立案してください。
財政破綻をさせないために。本素案は、コンサル会
社に丸投げしたものではないですか。

意見の取扱い【その他】

現在の素案の段階では財政計画へ金額は掲載して
いませんが、これは市民意見の公募によって取り
組み内容などの調整が、今後想定されたことによ
るものです。第２次基本計画には、当然計画期間
中の財源的な裏付けとしての財政計画も含めて位
置付けることとなります。
また政策６－３において「市民ニーズに応じた効
率的で効果的な行財政運営を行う」としており、
財政基盤の強化や効率的な事務事業への取り組み
などにより長期的な視点も含め、重要な政策とし
て位置付けた上で、行財政運営を進めているとこ
ろです。

52 79

企業誘致について
ニュータウン地区へ誘致する企業については内容を
しっかり吟味してからにしてもらいたい。現在、鹿
黒地区に進めている大がかりな物流関係が進出する
と道路整備が伴っておらず、生活に支障をきたすこ
とが予想される。

意見の取扱い【その他】

現在、ニュータウン区域の施設用地では、地区計
画等による適正な土地利用の下、優良企業への誘
致を進めています。
物流関係の車両につきましては、ニュータウン内
の計画道路を通行する予定ですが、周辺に及ぼす
影響については注視していきます。
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53 137

各成果目標における設定数値の根拠が十分に説明さ
れていないので妥当であるかどうかわからない。Ｐ
137職員数はスリム化、効率化に努め、増員ではな
く減少を目標にすべきと考える。

意見の取扱い【その他】

定員管理計画（Ｈ27年度から32年度）では、今
後の人口増加及び地方分権の推進に伴う事務事業
の増加等に対応するため職員数の増加となりまし
た。しかしながら、今後の財政状況等を考慮し、
再任用職員や任期付職員等を含めた総人件費の抑
制を念頭に置きながら職員の増員を図っていくも
のとします。

54 11

Ｐ１１　将来負担比率について
年々減少傾向を辿っているが、H24年度は前年度-
24％、H25年度は-30％と大幅に減少している理
由はどこにあるのか？

意見の取扱い【修正】

以下の解説を将来負担比率の欄に加えます。

　普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準
財政規模に対する比率で、350％以上が「早期健
全化基準」とされています。
　実質公債費比率と同様に、千葉ニュータウン事
業に係る地方債や立替償還金の償還が順調に進ん
でいることから、近年では比率は減少していま
す。

55 72

Ｐ７２の農業振興について
お隣の白井市では、モンゴルに白井市の梨を輸出す
ることになりました。白井市長がモンゴル大使館に
いって白井の梨を輸出する話をして結果成約となり
ました。印西市でも梨が名産なのにも関わらず今年
の夏の時期に千葉ニュータウンのイオンには「白井
の梨」と書かれた段ボール箱詰め「白井の梨」が販
売されていました。
農業振興のためにも「印西産」の農産物のブランド
化をする必要があります。
現状、課題、政策の方向性、施策の展開の項目の中
に「印西産の農産物のブランド化」について記載す
る必要がある。

意見の取扱い【その他】

農産物の地産地消の支援として、直売所マップの
作成や直売所で使用する「いんザイ君」のロゴを
使用した販売用の袋の作成費に対する助成等を行
い、印西産農産物の販売促進及び認知度のアップ
を図っています。
また、市の特性である少量多品目による生産品目
を特産物として活かしていくためのＰＲ事業及び
６次産業化も含めた地産地消推進事業を推進しま
す。

56 111

Ｐ１１１　生活を支える交通環境を整備するについ
て
ふれあいバスのことですが合併して数年たつのに旧
本埜村、旧印旛村については旧印西市並みには運行
されていない。100円で乗れるふれあいバスは日本
で一番良い施策であります。合併後の印西市民が地
域間の移動が容易になり交流ができることが印西市
の発展につながります。このことから現況背景、課
題、政策の方向性、施策の展開の部分にふれあいバ
スの充実した実施について記載する必要がある。

意見の取扱い【その他】

ふれあいバスは民間路線バスを補完することを目
的としており、既に民間路線バスが運行している
地域については運行しません。民間バス事業者と
連携を図りながら、利便性の向上のため、様々な
手法を検討していきます。

57 46

施策１ － ② － ２
施策２ 多様な主体がつくりだすクリーンなまちづく
り
■ 主な取り組み
● 不法投棄防止対策の強化
パトロールの強化や監視カメラの増設、市民との共
同による防護柵の設置など不法投棄防止対策をさら
に強化し、ごみの不適正処理の防止に努めます。
（ここから追記の提案⇒）市街地においては、景観
を考慮した防護柵の設置し、清潔な生活環境を確保
し、市民生活の安全の確保に努めます。
（ 近年、市街の各所にて、経費節減理由と思われる
景観を無視した防護柵が設置されている。景観を損
ねるような場当たり的な設置は避けていただきた
い。）

意見の取扱い【その他】

現在の法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
では、不法投棄されたごみは土地所有者が処理す
ることになっており、土地所有者が不法投棄をさ
れないために、防護柵を設置したものと思われま
す。所有者自ら自分の土地に防護柵を設置するこ
とについて、市で規制することは難しいものと考
えています。
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58 46

施策１ － ２ － ２
施策２ 多様な主体がつくりだすクリーンなまちづく
り
■ 主な取り組み
● 花による景観づくりの推進
うるおいのある生活空間の創出に向けて、公園や沿
道などにおける花壇づくりや植栽を奨励し、花によ
るまちづくりを市民や事業者とともに進めます。
（ここから追加の提案⇒）進めるとともに、市街地
の縁端部で開発する事業者については、隣接市街地
相当またはそれ以上の緑地等整備の指導規制を行い
ます。

意見の取扱い【その他】

「市街地縁辺部での開発による緑地等整備の指
導」については、基本計画中では、基本目標５の
「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」の中の、豊かな自然環境を生かし
た魅力ある都市景観の形成へ向けた取り組みとし
ており、市街化調整区域においては「市街化を抑
制すべき区域」という基本的な性格の範囲内で土
地利用の誘導を図っていくものとしています。

（ ① ５ － ２ － １ も関連 本項目の取り組みにつ
いて、近年、当方針を無視した、施策が横行してい
る。道路の植樹帯撤去しアスファルトやコンクリー
トで舗装し、除草費用を節約するが如く景観づくり
を損ねる行為が横行している。しかも、そのような
舗装しても、草木が生えて除草もしない道路が増加
している。担当者は、「街路樹が枯死した場合は、
再植せず、舗装する方針である」と公言している。
また、市が除草など管理している植樹帯の除草の方
法に問題があり、実際実施している肩掛け式草刈機
での除草で、樹木の根元を損傷させ、衰弱枯死させ
ているのが現状である。街路樹の管理は、我が子を
育てるように、樹木の植樹当初は、大きく生育する
までこまめに大事に育てる必要があり、よく考えた
管理をしていただきたいものです。
② 施策５ － １ － １ も関連 市街地の縁端部で市の
開発許可を得て、開発が進められておりますが、住
宅地にしろ業務地にしろ、交通安全や環境や景観を
無視した開発が多くみられる。つまり、市街化区域
には、地区計画等の制約があるが、当該地区は先に
述べたような景観や環境が考慮されているとは考え
られない開発が進められている。少なくとも、隣接
する地区計画程度以上の環境や景観に配慮した開発
としてほしいものである。）

植樹帯の管理については、草刈りについて市内を
８地区に分け年３回を基本としています。その他
市民からの要望等あれば上記の委託業者や職員に
て草刈りを実施しています。また、今後について
は、ご指摘のように景観等に配慮した道路維持を
進めていきます。

59 50

施策１－３－２
施策２ 犯罪や事故から市民を守る、安全、安心社会
の構築
■ 主な取り組み
● 防犯施設の整備
取り組み内容について以下のように
夜間の公道や公園などの公共空間での犯罪の発生を
抑止するため、道路灯、防犯灯の照明や防犯カメラ
などの防犯施設を計画的に整備するとともに、開発
事業者には、これらの施設を開発事業に合わせて整
備するよう指導誘導していきます。
（特に、近年整備された道路には、市街地の歩道が
併設された道路にも関わらず、道路照明が設置され
ておらず、歩行者の安全の確保や防犯対策がとられ
ていない。これらのことは、設計・施工段階で、実
際の利用者が関わっておらず、一般的な設置基準の
最低施設を整備し、市街地の住宅地等の特殊性が考
慮されていない。実際の利用者の代わりを市で実施
していただきたい。これらが開発事業にかかわる施
設であれば、受益者負担の原則に即したものとな
る。）

意見の取扱い【その他】

防犯灯については、各自治会・町内会等からの要
望、不特定多数の人が往来する主要道路を対象に
整備しています。
　また、住宅地の防犯灯は、開発指導時に開発事
業者に対し、設置する位置などを協議し進めてい
ます。
　その他、道路の交通を安全かつ円滑に走行出来
るようにするため交差点、橋梁及び急カーブ等の
危険個所には道路照明を設置しています。
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意見
番号

ページ 意見の概要 第２次基本計画への対応

60 50

● 交通安全施設の整備
取り組み内容について以下のように
「交通事故の発生する危険個所を把握し、道路灯、
信号機、標識、反射鏡等の交通安全施設を定期的に
点検し、関係機関と連携して整備し、危険個所をな
くすとともに、道路施設や交通安全施設の適正な維
持管理に努める。新設道路などの事業者には、道路
灯等の適切な配置などを指導誘導します。」
（危険個所を把握したら、本来は道路の改良等で根
本的に危険個所を除去すべきであり、あくまで、信
号機、標識、反射鏡等の交通安全施設は、安全確保
の補助施設であり、根本的な危険除去に努め、補助
的な道路灯、信号機、標識、反射鏡等の交通安全施
設を整備し、適正な点検維持管理し、交通安全の推
進に努めるものと考えます。特に、最近は、維持管
理が疎かになっているようである。）

意見の取扱い【その他】

危険個所（交通事故多発箇所）の対策について
は、関係行政機関（県、市の道路関係課及び交通
安全関係課）、警察（県警本部及び所轄警察署）
及び関係団体（交通安全協会等）による「共同現
地診断」を行い、協議の上、実施しており、今後
も関係機関と連携を図り、交通安全対策に努めて
いきます。
　市道については、道路の安全かつ円滑な 交通を
確保するため、日々道路パトロールを実施してお
り、路面の穴の補修や危険木の除去など、道路の
危険箇所の把握に努めています。
　なお、道路付属物（道路照明、道路の標識類、
道路法面）については、今年度、総点検を実施
し、来年度以降、点検結果に基づき修繕を進めて
いきます。

61 79

施策 ３－２－１
広大な業務用施設が残っており今後も、企業誘致に
ついては難しい面があると思われますが、雇用の創
出を伴う企業の誘致を優先して頂きたい。公害生産
の企業は、遠慮して頂きたいものです。

意見の取扱い【参考】

企業の進出により、産業の振興が図られるほか、
雇用の場の確保にもつながることから、今後の企
業誘致の参考とします。

62 88

施策４－１－２
施策２ 安心・安全な教育環境づくり
印西市の特性を生かした教育環境の構築をお願いし
たい。例えば、農村部においては、通園・通学バス
などの整備と併せて、こども園等の幼児教育施設・
小学校・中学校等の統廃合を進め、幼稚園から中学
校卒業までの一貫教育を実施する。また、通学バス
については、地域コミュニティバスとの連携運用を
推進する。旧施設については、地域のコミュニティ
施設（高齢者施設等）として活用する。市街地につ
いては、小・中学校の一貫教育を導入し、教育の効
率化を図り教育活動の充実を図る。

意見の取扱い【その他】

現在、本市では、子どもたちにとってより良い教
育環境を整え、教育の質の向上を図ることを目的
とした、学校の適正配置について、「印西市学校
適正配置審議会」を設置し検討を進めています。
今後は、当審議会からの答申や市民意見等を踏ま
え、学校の適正配置を計画的に進めたいと考えて
います。

63 98

施策４－３－１
■主な取り組み●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
の成果の発表機会及び施設の提供等により、自主的
な文化・芸術活動を支援します。（現在、市には、
人が集まる場所に市民ギャラリー等正式に発表でき
る場所がなく、簡易な空間だけの施設しかない。１
週間単位で借りられる、スポットライトや展示設備
を備えた展示スペースを整備して頂きたい。人の集
まる支所、出張所、公民館、ふれあいセンター等の
利用率の低い研修室等を多目的に使えるように改修
すれば対応可能と思われます。例：船橋市市民ギャ
ラリー等）

意見の取扱い【その他】

今後も、主な取り組みとして市民文化祭など成果
の発表機会の提供等を文化ホール等の既存施設を
活用して行いますが、施設により管理や運営方法
が異なることもあり、いただいた意見は参考にし
ます。

64 136

施策６－３－２
場当たり的な事務処理や縦割り行政の悪癖を無くす
ため、常に、「現場を確認」させるとともに「職員
も市民」「市民の立場であるとの意識をもつ」「市
民サービスは、行政と市民の協力により成り立つ」
などの意識をもった行政を行って頂きたい。

意見の取扱い【その他】

職員の意識に関しての貴重な御意見として伺いま
す。
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【9/26　１０時～　文化ホール】　参加者10名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 63

高齢者など時間に余裕がある人と、介護ボラ
ンティア等のニーズとの結びつきを推し進め
て欲しい。

意見の取扱い【参考】
介護支援ボランティア制度の周知・普及に努め
ていきます。

2 -

実施計画の評価結果は市民にどのように公表
されるのか、市民参加の仕組みがあるのか教
えてほしい。

意見の取扱い【その他】
実施計画事業は行政評価を実施し、結果をホー
ムページや広報で公表するとともに、総合計画
審議会等の委員からの意見を参考に進行管理を
行っています。

3 -
国の地方創生の取り組みと今回の総合計画の
関係について教えていただきたい。

意見の取扱い【その他】
基本計画は市全体の計画を網羅したもの。これ
に対し総合戦略は人口減少等の課題を克服する
ために特化した戦略で、整合は図るが、別の計
画です。

4 -
今後地域間での競争になってくるため、固定
資産税も安くして移住を促してほしい。

意見の取扱い【その他】
現在策定を進めている地方創生総合戦略の国の
示すプランでも定住化はうたわれており、策定
作業にて検討している状況です。

5 -

利根川はどのくらいの水位で氾濫するのか。
災害に強いまちづくりとして利根川の水害は
大変重要な問題であり、十分対応を検討して
ほしい。

意見の取扱い【その他】
市においては、茨城県利根町に設置されている
押付観測所の水位により洪水の危険度レベルが
示されており、YP（江戸川工事基準面）7.90
ｍで氾濫のおそれが生じる水位となっていま
す。市としては、国土交通省利根川下流河川事
務所をはじめ関係機関と連携を密にして、洪水
の危険性が高まった際には、迅速な避難情報の
伝達等に努めていきます。YP…江戸川堀江の水量標
の0を基準とした、江戸川、利根川、那珂川等の水位の基
準。

6 -

木下の手賀排水機場のポンプが６基中２基が
故障していると聞いたが修理は終わっている
のか。

意見の取扱い【その他】
手賀排水機場の６基のポンプについては国の補
助事業である「基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業」により平成２３年度から県が整備工
事を行っており、平成２８年度までに完了する
予定です。

7 -
千葉ニュータウン事業の概要についての勉強
会を開催してはどうか。

意見の取扱い【その他】
印西市生涯学習まちづくり出前講座を利用する
ことにより、勉強会を開催することが可能で
す。

8 -

温水プールにおけるリハビリ療法が非常に効
果があると聞いている。印西市でも試験実施
してほしい。

意見の取扱い【その他】
関係機関と連携し、当該事例について調査研究
していきたいと考えています。

市民説明会における意見等の概要
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市民説明会における意見等の概要

【9/26　１０時～　文化ホール】　参加者10名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

9 -

満足度重要度調査における、道路整備は評価
が良いが公共交通は要望が高い状況につい
て、どのように考えこれから何を優先的に
行っていくのか。

意見の取扱い【その他】
要望が高いことは認識しています。公共交通に
ついては地域全体のバランスを考慮し、交通不
便地域の解消に向け調査研究していきます。

10 133

行財政運営はいろいろな政策を行う上での基
礎になるもので、行財政運営を政策として掲
げることに違和感を感じます。

意見の取扱い【その他】
現基本構想では行財政改革の視点から「市民
ニーズに応じた効率的で効果的な行財政運営を
行う」を政策の一つに位置付けていますので基
本計画でも引き続き施策として推進していくも
のです。

11 -

印西市の魅力、地域のイメージをどう押し出
していきたいのか、印西のブランドの方向性
がわかりにくいので、市民に伝わるようにし
てほしい。

意見の取扱い【その他】
現在、総合計画とは別に、市のシティセールス
プランの策定を進めており、その中で印西市の
ブランドイメージ等について検討していきま
す。プランの作成にあたっては、パブリックコ
メント等により市民の皆様からも意見を頂戴し
ながら進めたいと考えています。

12 -

地域審議会を傍聴したが、後日次回開催する
と伺ったが開催されず本日の説明会となっ
た。日程変更等について、傍聴者にも何らか
の連絡をいただきたかった。

意見の取扱い【その他】
策定手続きに関する意見として伺います。

13 -

財政が厳しい中、受益者負担が重要になる。
いこいの家のお風呂など運営に非常に税金が
かかっていることを情報公開してほしい。

意見の取扱い【参考】
今後の業務における参考とします。

14 73

農業について、重点施策としては良いが、国
の施策として進められている6次産業化や海
外輸出については計画へ言葉として出てこな
いがどのように考えているのか。

意見の取扱い【参考】
6次産業化や海外進出については、意欲ある農
家への支援により農業の発展、雇用・所得の増
大など地域活性化に貢献できるものと考えてい
ます。

15 73

農地の集積について、印西も耕作放棄地が増
えてきたが、どう考えるか。農家は高齢化
し、後継者がいない中で担い手対策とはいい
ながらも農地の集積が進まないと担い手を確
保できないと思う。

意見の取扱い【既記載】
農地の利用集積と遊休農地の解消の取り組みを
進めます。
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市民説明会における意見等の概要

【9/26　１4時30分 ～　本埜保健センター】　参加者４名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 -
第１次基本計画の段階で財政と成果目標は、
ほぼ目標どおりになっているのでしょうか。

意見の取扱い【その他】
約200ある事業数の中で約8割程度、おおむね
目標を達成しています。総括的な検証として
は、来年度評価を行う予定です。

2 20

第１次基本計画からのつながり・分析をもっ
と明確にしたらどうか。第1次基本計画の内
容がどの程度達成できているのかもう少し分
析できないだろうか。

意見の取扱い【参考】
成果目標については、設定の内容や公表の方法
について、今後より効果的なものとなるよう検
討していきます。

3 -
第2次基本計画策定にあたっての市長として
の考え方、思いをお伺いしたい。

意見の取扱い【その他】
様々な取り組みを進めるうえで、まず財政基盤
の強化が必要であり、ニュータウンの未処分地
を活用した税収の確保を進めるべきと考えま
す。その上で、農業の後継者問題、高齢化時代
に備えた健康維持など重点施策が多くあると考
えています。

4 73

農業について、機械化・規模拡大などには資
本が必要であり、限界を感じる。人材育成と
いった方向付けをしていくことがまず必要で
はないか。

意見の取扱い【既記載】
農業後継者・新規就農者などの育成・確保の取
り組みを進めます。

5 -

印西は10万人もいる市だがネームブランド
がないと感じている。ネーム力の向上にむけ
た考えはあるか。

意見の取扱い【その他】
現在、シティセールスプランを策定しており、
その中で印西市のイメージブランド等について
も検討していくことになりますが、策定にあ
たっては、パブリックコメント等により市民の
皆様からの意見を頂戴しながら進めていきたい
と考えています。

6 -

道路整備をしたところに交通事故が起きた
り、昔整備した住宅地は集会所や街灯がある
が新しいところにはないなど、色々ないびつ
さが目立ってきてはいないか。現場をしっか
りと踏まえた取り組みをしてほしい。（集会
所の建設については）市の負担にならないや
り方もあると思う。

意見の取扱い【その他】
町内会等地域からの意見・要望をきくなど、地
域との連携を図るとともに、関係機関との連携
を図り、地域の実態を踏まえた取り組みに努め
ているところです。今後もより一層の連携を図
り、地域の実態を踏まえた取り組みの実施に努
めてまいります。
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市民説明会における意見等の概要

【9/27　１4時～　中央駅前地域交流館】　参加者２４名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 -

新しい視点として、平和への取り組みが入っ
ていないが、これについて、見解を聞きた
い。

意見の取扱い【その他】
平成７年に非核平和都市宣言を行い、平成１９
年から毎年終戦記念日に平和を祈念する式典を
開催しています。計画に記載はありませんが、
今後も平和への取り組みは継続して実施してい
きます。

2 48

常総市での大水害を踏まえ、利根川の決壊の
対応に関する広域での横の連携について、見
解を聞きたい。

意見の取扱い【その他】
現在、国土交通省利根川下流河川事務所や千葉
県印旛土木事務所、印旛利根川水防事務組合等
からの洪水予報等の伝達や技術的助言をいただ
く他に、近隣の利根川流域の市町とは、情報の
共有などによる連携を図っており、今後も市民
の安全かつ迅速な避難行動に繋がるよう努めて
いきます。

3 -

調整池などは緑・水辺環境に優れた箇所もあ
る。県管理と聞いているがどのように維持管
理等を行っていくのか。

意見の取扱い【その他】
県管理の場合、適切な維持管理を要望していく
ことになります。

4 41

子ども達がのびやかに過ごせる、家族連れで
遊べるところが欲しい。子ども達が楽しく遊
べる遊具のある公園が少ない。

意見の取扱い【参考】
現在、公園の規模や形態を考慮し、概ね幼児か
ら小学生を対象とした遊具を設置しているとこ
ろです。今後の業務における参考とします。

5 121
太陽光発電施設が景観を阻害しているが、規
制がかからないことを不安視している。

意見の取扱い【参考】
今後、景観計画を策定する中で、調査研究をし
ていきたいと考えています。

6 -

クリーンセンターはどうなっているか。また
ＵＲの資料ではニュータウンのセンター地区
に印西市のほうでシティホールをつくるとい
う構想があったと思うがいかがか。

意見の取扱い【その他】
クリーンセンターについては、現在、印西地区
環境整備事業組合において吉田地区への移転に
向けて調整を進めているところです。
またNT地区へのシティホールの構想や計画
は、現在ありません。

7 70

三次救急医療機関の日本医大はあるが、二次
救急医療機関がないことについて、伺いた
い。

意見の取扱い【その他】
市内にある印西総合病院は、二次救急医療に対
応しております。また、印旛医療圏においては
病院群輪番制方式により二次救急医療にも対応
しており、日本医科大学千葉北総病院も参加し
ています。
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市民説明会における意見等の概要

【9/27　１4時～　中央駅前地域交流館】　参加者２４名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

8 100

戦争時の掩体壕（えんたいごう）（装備や物
資、人員などを敵の攻撃から守るための施
設）の保全とその周辺を緑地公園にしてもら
いたい。

意見の取扱い【参考】
文化財の活用として、掩体壕１基を保全、管理
していく予定です。

9 75

地元の人が作ったものを安心して食べられる
ような、農業と市民の結びつきがあれば良
い。

意見の取扱い【既記載】
地産地消の拠点となる直売の振興を図るととも
に、学校給食等での地元農産物の使用を進めて
います。

10 88
人口の目標を定め、人口規模に見合った学校
を計画的に整備してほしい。

意見の取扱い【その他】
現在、本市では、学校適正配置審議会におい
て、児童生徒数の推計等を基に、学校適正配置
のあり方や取り組み方などを審議・検討してい
ます。今後は、当審議会からの答申や市民意見
等を踏まえ、学校の適正配置を計画的に進めて
いきたいと考えています。

11 41
話題になっているアンデルセン公園のような
子どもがのびのび遊べる公園がほしい。

意見の取扱い【その他】
市では現在、アンデルセン公園のような市外か
らの利用を考慮した大規模な公園整備の予定は
ありませんが、意見として伺います。

12 -

家賃も高く、マンションしかないので、空き
家を市が買い取って市営住宅を整備するなど
しても良いのではないか。若いご夫婦が安心
して子育てができるまちであれば、市も発展
するのではないか。

意見の取扱い【参考】
空き家の発生は認識していますが、それを市で
買い取り、市営住宅として運営することは財政
上の点から難しいと考えています。

13 44
クリーンセンターの予算規模について、伺い
たい。

意見の取扱い【その他】
クリーンセンターの運営主体は印西地区環境整
備事業組合であり、組合のホームページで御確
認ください。

14 -
斎場のところに共同納骨堂の整備を検討して
いただけないか。

意見の取扱い【その他】
意見として伺い、霊園事業を実施している印西
地区環境整備事業組合へ伝えます。

15 100

印西市内には発掘された重要なものがあり、
房総のむらの博物館に展示されている。印西
市には規模はともあれ、博物館もしくは資料
館をつくる計画はないのか。

意見の取扱い【その他】
第２次基本計画では博物館や資料館を建設する
計画は、ありません。

16 -

現在、目が悪くなり、車の運転ができなく
なって、ふれあいバスで市役所へ行ってい
る。市役所に食堂も売店もなく、時間を持て
余している。市民にとって入りやすい開かれ
た市役所であってほしい。

意見の取扱い【その他】
現在のところ、市庁舎において余裕スペースと
しては確保が難しい状況ですが、意見として伺
います。

17 73

印西市は大消費地を抱えながら農業決算額も
少なく、衰退している。農家は後継者もな
く、経営が厳しい。第１次基本計画の5年間
を振り返って、第２次にいかしてもらいた
い。

意見の取扱い【参考】
関係機関と連携しながら、優れた営農技術の普
及と農作物被害等の防止に向けた対策を進める
とともに、合理的な経営管理体制の構築や販路
拡大に向けた経営改善指導に努めます。
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市民説明会における意見等の概要

【10/3　10時～　ふれあい文化館】　参加者5名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 115

ふれあいバスを増便してほしい。100円と
いう安い運賃は魅力であり、もっと周知すれ
ば利用者も増えるのではないか。もう少し本
数を増やしてほしい、ふれあいバスの利便性
について考えを伺いたい。

意見の取扱い【参考】
ふれあいバスについては１ルート１台の車両で
運行していることから、現状では増便が困難な
状況となっています。今後の乗降客数の推移を
注視し、検討していきます。

2 -

人口は平成32年には10万人を越えるがその
後は減少し、税収も落ち込む。5年計画だが
もっと長いスパンで考える必要があるのでは
ないか。

意見の取扱い【参考】
現在策定中の地方創生総合戦略にて、長期的な
人口動態を検討しています。また計画の期間に
ついては、長期的な展望という観点から、今後
調査研究していきたいと考えています。

3 -
１次計画の検証、PDCAはどのようになっ
ているのか。

意見の取扱い【その他】
平成26年度の施策評価では、55本中50本の施
策が計画通りに進められており、概ね問題なく
進められていると考えています。第１次基本計
画の最終的な検証は、平成２８年度に実施しま
す。

4 -

空き家が増えてきている地区がある。若い人
が住みづらいまちになっているのではない
か。市営住宅があれば、若い人や家の維持が
困難な高齢者も住めるのではないか。

意見の取扱い【その他】
空き家の発生は認識していますが、それを市で
買い取り、市営住宅として運営することは財政
上の点から難しいと考えています。

5 70

総合病院があるが、専門医がおらず、また足
もなく東京に通うしかないという話も聞く。
市民のための病院づくりを考えてほしい。

意見の取扱い【参考】
多様な市民ニーズに対応できるよう、医療機関
との連携を図りながら医療体制の充実を図って
いきたいと考えています。

6 -

柏の葉のキャンパスタウンは、コンパクトシ
ティ・スマートシティとなっており、市民病
院を移転する話もきく。印西市のブランドは
何なのか、自然環境だけに留まらず、考えて
ほしい。危惧している。

意見の取扱い【参考】
現在、シティセールスプランを策定しており、
その中で印西市のイメージブランド等について
も検討していくことになりますが、策定にあ
たっては、パブリックコメント等により市民の
皆様からの意見を頂戴しながら進めていきたい
と考えています。
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市民説明会における意見等の概要

【10/4　10時～　小林コミュニティプラザ】　参加者9名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 -

印西市は県内で４番目の財政規模にあると思
うが、国保税（国民健康保険税）が高いので
はないか

意見の取扱い【その他】
　国民健康保険の運営は国民健康保険特別会計
となっており、国保加入者のための歳出（保険
給付費等）を補うために保険税率を設定してい
ます。

2 -

まちづくりは、かつてはハード８割、ソフト
２割だったが、現在はハード２割・ソフト８
割と、世の中のニーズはソフト重視になって
いる。小林駅は立派な駅舎になったが、ソフ
トとハードのバランスはどう考えているの
か。

意見の取扱い【その他】
千葉ニュータウンは、居住区としてのハード整
備がはじめにありましたが、ソフトの部分が今
後は必要とされていると思います。今後の視点
としても、ものをつくったあとの活かし方・プ
ラスアルファをもたらす使い方について十分検
討していきたいと考えています。

3 48

昨今の状況から、自然災害に加えて、戦争な
どの人災についても、起こり得るということ
を認識する必要があるのではないか。日本は
原爆、空襲を受けており、その教訓を生かす
ことを、行政の取り組みの中に入れていって
ほしい。

意見の取扱い【参考】
市は、武力攻撃事態等の際、国民保護法その他
の法令、国民の保護に関する基本指針及び千葉
県国民保護計画を踏まえ、市国民保護計画に基
づき、他の機関と連携協力しながら国民保護措
置を総合的に推進することとしています。

4 -

ごみ焼却場において発生する熱の再利用を進
めてほしい。また浄水場（飲料水）の水質保
持に向けたものとして、屋根のあるなしに差
があるため、設置について考えてほしい

意見の取扱い【その他】
印西クリーンセンターのごみ焼却余熱は、温水
センターや周辺地域の地域冷暖房等への熱源と
して利用されています。また発電を行い工場内
で使用する電気にも利用されています。
次に北総浄水場について、県に確認したところ
では沈殿池は水処理の途中のため、水がきれい
になる具合が目視で確認できるようになってい
ますが、今後の施設整備計画に鑑み、屋根・蓋
等を検討中とのことでした。

5 86
戦後70周年ということもあり、平和教育、
いのちの教育についても重視してほしい。

意見の取扱い【参考】
平和教育、いのちの教育については、計画上は
記載していませんが、これまでも市内の各小中
学校で社会科や道徳等の時間をはじめ、すべて
の教育活動を通して実施しており、引き続き推
進していきます。

6 -

行政の縦割りについての弊害をよく耳にす
る。特に市民要望は複数の課にまたがること
が多く、実現の障害になる。縦割りの改善に
ついてはどう考えるか。

意見の取扱い【参考】
現在策定中の第5次印西市行政改革大綱及び実
施計画において、複雑・多様化する市民ニーズ
等に対応するための横断的かつ迅速な対応が図
れる組織運営に努めることを掲げています。
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市民説明会における意見等の概要

【10/4　10時～　小林コミュニティプラザ】　参加者9名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

7 126

人・物・金で考えた場合、市民活動支援な
ど、人に関する項目の要望・評価が低い点
（市民満足度・重要度調査）が気になる。今
後、行政の負担を減らしていくためにも、人
のつながりをどう活用していくのかを考えて
いく必要があるのではないか。

意見の取扱い【参考】
本計画（案）（P131）においても、「地域に
おける市民の主体的、自発的な活動や協働によ
るまちづくりを推進」することとしています。
今後もますます市民活動などの重要性は高まる
ものと思われることから、引き続き研究してい
きます。

8 -

小林駅周辺では農業振興として朝市がさかん
に行われているが、駅の整備が終了した後、
朝市用の小屋を整備する計画はあるか、また
は建設を援助する計画はあるか。

意見の取扱い【その他】
計画への関連性が少ないと考えますが、現在朝
市用の小屋を整備するなどの計画はありませ
ん。交通広場の工事中及び整備後の朝市夕市の
継続については、代表の方と協議を行っている
ところです。

9 -

介護福祉をはじめ、公共が費用負担する部分
では、民間が実施するものに比べて単価が５
倍程度になっていると感じる。老人ホームな
ど、従来の15万～20万くらいのものが介護
保険１割負担で10万円くらい。無駄遣いが
発生しがちであるため、民間ベースでの実際
の数字を見て検討してほしい。

意見の取扱い【その他】
介護保険制度は、介護サービスに対する利用者
負担が１割又は２割で利用できるものとして介
護保険法で定められております。

10 44

私は市の補助を頂いて、生ごみのコンポスト
を利用している。これはかなりごみの減量に
つながるため、市でもまとめた施設などで取
り組みを進めてもらえるとよい。ごみ集積場
が猫などに荒らされることも減るのではない
か。

意見の取扱い【参考】
公共施設での「生ごみの」拠点回収というよう
なイメージかと思いますが、今後の業務におけ
る参考とします。

11 -

重要度・満足度のアンケート結果を受けてい
るということだが、サイレントマジョリティ
（意思表明のない多数派）の声を拾い上げる
取り組みを考えてほしい。アンケート結果で
は、市民活動の評価・重要度は低いが、今後
市民ニーズと行政の取り組みの間を埋めてい
くボランティア活動の重要性は増していると
考えている。

意見の取扱い【参考】
前提整理として、アンケートの結果を踏まえて
いますが、それ以外にも審議会などの意見を参
考にしています。また今後ますます市民のボラ
ンティア活動等の重要性は高まるものと認識し
ていますので今後の参考といたします。

12 -

高齢者の社会参加の一例として、東京都区内
では、安い交通費で動ける。都内で仕事をし
ていたため、社会活動も東京でやっている。
市内や県内に留まらず、東京など外とのつな
がりを含めて、交通費を安くするような広域
での取り組みを進めていってほしい。

意見の取扱い【その他】
近隣自治体の状況を注視しつつ、様々な手法を
調査研究していきます。

13 -
小林地区では商店街が衰退してしまっている
が、対策はあるのか。

意見の取扱い【その他】
駅舎や南口交通広場等の整備を進める他、商工
関係団体と連携を図ります。

14 115

ふれあいバスが小林から牧の原駅には行かな
いなど、ルートが不便で使いにくいので、改
善をお願いしたい。

意見の取扱い【その他】
ふれあいバスは民間路線バスを補完することを
目的としており、小林から印西牧の原駅間につ
いては既に民間路線バスが運行しているため、
ふれあいバスを運行する予定はありません。
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市民説明会における意見等の概要

【10/4　14時30分～　ふれあいセンターいんば】　参加者17名

No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

1 -

基本構想に掲げる「ひとまち自然笑顔が輝く
いんざい」というフレーズは前市長の際のも
のと同一だが、新しくしないのか。

意見の取扱い【その他】
将来都市像を含む基本構想は、議決により決定
したもので、これに基づき第２次基本計画を策
定していますので、将来都市像の変更はありま
せん。

2 37

印西では何か一番になれるようなブランドづ
くりはできないのか。例えば白井市はトップ
セールスで海外に白井の梨を売り込んでお
り、ブランド化している。

意見の取扱い【参考】
現在、シティセールスプランを策定しており、
その中で印西市のイメージブランド等について
も検討していくことになりますが、策定にあ
たっては、パブリックコメント等により市民の
皆様からの意見を頂戴しながら進めていきたい
と考えています。

3 109
印旛中央地区の区画整理事業の現状について
お伺いしたい。

意見の取扱い【その他】
平成２７年３月に組合設立準備委員会としては
事業化の断念を決定をしたところです。印西市
としては今後も印旛中央地区の立地条件を活か
した、都市的土地利用の誘導を図っていきま
す。

4 113

４車線道路にトラックが流入してきており、
騒音振動に苦しんでいる。住宅の近くはむや
みに４車線にしないで住民生活を守ってほし
い。

意見の取扱い【参考】
良好な住環境の保全の観点から、今後のまちづ
くりの参考とします。

5 -
印旛日医大駅周辺は土地がまだ空いている。
どのようなまちづくりを進めていくのか。

意見の取扱い【その他】
印西市都市マスタープランにおいて、印旛日本
医大駅の周辺地区は、良好な住居環境の保全と
商業施設の立地誘導を目標としており、その実
現に向け、適切な土地利用の促進を図っており
ます。

6 48

平賀山田線は2013年に３日間に渡り冠水し
たが、このような水害について、検証・課題
として取り入れていってもよいのではない
か。酒々井町では冠水した数か月後にすでに
かさ上げ工事を実施している。印西ではこれ
からということだが２年過ぎている。

意見の取扱い【その他】
山田平賀線の冠水被害の軽減対策として、大雨
が予測される場合、中央排水路を管理している
県へ、予備排水を行い、事前に水位低下をする
よう酒々井町と共同で要望しています。

7 113

国道464号から大型のトラックが美瀬地区
の住宅地に流入しており、沿道の方は騒音振
動で夜も寝られない状況になっている。

意見の取扱い【その他】
交通振動については、振動の状況調査を行う予
定です。また看板等にて振動の少ない運転を心
掛けていただくよう周知していきます。
根本的には、国道464号の全線開通による大型
車通行量の減少が必要ですので、関係団体に対
し工事の円滑な進捗について要望していきま
す。

8 -

（７の道路の問題があることに関連して、）
計画を立てたから間違っていてももう直さな
いということではまずいのではないか。事業
はローリングで検討しているということだ
が、基本構想も間違いがあれば毎年でも直し
ていかなければいけないのではないか。

意見の取扱い【その他】
道路の問題があることにより、計画が間違って
いるとは考えていません。しかし各事業におい
て改善する必要があれば、事業評価や見直しで
対応している状況です。
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市民説明会における意見等の概要
【10/4　14時30分～　ふれあいセンターいんば】　参加者17名
No ページ 意　見　等 第２次基本計画への対応

9 48

印西は安心して暮らせるところが魅力である
と思っている。ただハザードマップをみてみ
ると、市役所と印旛地区とのアクセスが、水
害時には切れてしまうのではないかと思う。
常総市の例に学んで、総合計画の中でも災害
の対応についてきちんととらえていくべきで
はないか。これから印西市に住もうとしてい
る人に安全安心なまちということが感じられ
るようにPRしてほしい。

意見の取扱い【参考】
市役所庁舎については、国土交通省利根川河川
下流事務所が想定した浸水想定区域には、入っ
ておりません。しかし、万が一、市役所及び周
辺地域が被災した場合には、印西市地域防災計
画に基づき、あらかじめ定めた代替施設である
①ふれあいセンターいんば②本埜支所③印西地
区消防組合消防本部の順位で、災害対策本部の
機能を移転することにより、災害対策の指揮系
統等が喪失しないよう備えているところです。

10 115

都心へのアクセスも便利な場所であるが、北
総線の運賃が高く、移住・転入のネックに
なっていると思う。今後どう取り組んでいく
かをお伺いしたい。

意見の取扱い【その他】
様々な機会を捉え、北総線の運賃問題につい
て、北総鉄道に働きかけていくとともに、北総
鉄道と協働し利用者を増やす施策についても推
進していきます。

11 -

高齢者は自動車運転ができない方も多く、移
動が難しい。ふれあいバスも１日５，６本で
あり、文化ホールで色々イベントをしていた
だいても、車がないと参加できない状況であ
る。コンパクトシティの考えもあり、印旛日
医大駅周辺の土地をつかって、地区内で生活
を完結できるまちづくりに取り組んでほし
い。

意見の取扱い【その他】
公共施設への公共交通手段としては、費用対効
果を注視し、調査研究していきます。

12 70
日本医大は初診料が高く使いにくい。大規模
な病院よりも、「町医者」がほしい。

意見の取扱い【参考】
市民が必要に応じて適正な医療が受けられるよ
う、医療機関との連携を図りながら医療体制の
充実を図っていきたいと考えています。

13 -

市全体の計画は、各地区の計画を積み上げて
つくっていくものではないのか。地区の実情
にあわせた計画にしてほしい。例えばこの地
区のまちづくりをどうしたいという展望はあ
るのか。

意見の取扱い【その他】
総合計画には、地区ごとの計画という観点はあ
りませんが、市民満足度・重要度調査の結果や
市民説明会などでの意見をまちづくりの参考に
していきたいと考えています。

14 115

平賀地区など、ふれあいバスが通らず孤島の
ようになっている箇所もある。バスルートを
もう少し考えてほしい。

意見の取扱い【その他】
ふれあいバスは民間路線バスを補完することを
目的としており、当地区については、既に民間
路線バスが運行しているため運行の予定はあり
ません。

15 -

ニュータウンの集合住宅にお住まいの方か
ら、固定資産税・都市計画税で20万も支
払っており、それがニュータウン以外の在来
地区に投入されているのではないかという意
見を伺ったことがある。在来・ニュータウン
や旧印旛・本埜村など、地域ごとに争ってい
る話を聞くのはさみしい。市民の心を一体に
するような施策について計画にあるか。

意見の取扱い【その他】
個別具体の施策としてはないが、将来都市像の
「ひと　まち　自然　笑顔が輝く　いんざい」
に向けたそれぞれの事業の推進や、重点施策に
掲げる市に対する愛着心の醸成などに向けた取
り組みが該当するものと考えています。

16 -

駅前の再開発等によりコンパクトシティに取
り組む例が各地にあると思うが、この地区
（いには野）には核になるようなものがな
い。土地利用構想に示されている○の範囲に
核をつくって、高齢者が地域内で生活できる
ようにしてほしい。

意見の取扱い【その他】
基本構想の土地利用基本構想では、駅周辺を人
が集まる拠点と位置付けています。
また、５つの駅圏を核とした市街地について
は、拠点としての役割を果たすとともに、周辺
施設との調和、都市機能の強化・維持、駅圏間
のネットワークの充実などをバランス良く推進
していくこととしています。
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