
市民意見等による素案の修正内容

連番 ページ 素案の該当部分 意見（概要） 担当課 修正の内容

1 11
財政指標の推移
【第１部　序論】
（3.市の概要）

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。

財政課

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、指標の解説がなかったため、より分かりや
すくするために解説を追加します。

2 11
財政指標の推移
【第１部　序論】
（3.市の概要）

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？

財政課

意見の取扱い【修正】
以下の解説を将来債務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。

3 29

 ＜スマイルプラン＞【第２部　第
２次基本計画の策定にあたって
】
（市民満足度・重要度調査の結
果）

３．躍進するまち
企業誘致の推進の「H25満足度」
は赤字となるのではないか。

企画政策
課

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、赤字へ修正します。

4 30

満足度・重要度の相関図
【第２部　第２次基本計画の策
定にあたって　】
（市民満足度・重要度調査の結
果）

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。

企画政策
課

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。

5 33
【第３部　第２次基本計画】
（重点施策）

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。

企画政策
課

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。

6 46
施策1-②-2
多様な主体がつくりだすクリーン
なまちづくり

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。

クリーン
推進課

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。

7 49

施策1-③-1
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

 成果目標
「自主防災組織の数」

「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）

防災課

意見の取扱い【参考】
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。」に表現を修正し
ます。

8 関連計画

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）

企画政策
課

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。

9 80

施策3-③-2
地域の生活を支える商工業の
活性化

成果目標
「創業セミナーの開催数（参加者
数）」

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。

経済政策
課

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。

資料３ 
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連番 ページ
計画素案の

該当ページ等
意見（概要）

担当課
（◎は取
りまとめ

課）

修正の内容

10 88
施策4-①-2
安心・安全な教育環境づくり

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、使い分けてがあるのだろうが、
紛らわしい印象を受ける。

指導課
学務課

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」
へ修正します。

11 93

施策4-③-2
地域で子どもたちを守り育てる
環境づくり

成果目標
「こども110番協力家庭・事業者
数」

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。

生涯学習
課

意見の取扱い【修正】
目標設定の考え方欄を、
「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。

12 105

施策4-④-2
グローバル化に対応した多文化
共生社会づくりの推進

成果目標
異文化理解講座の開催回数及
び参加人数

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。

企画政策
課

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。

13 128

施策6-①-2
市民が主体のコミュニティ活動
の推進

 [参考資料・町内会等加入率の
推移]

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。

市民活動
推進課

意見の取扱い【修正】
町内会等加入率の掲載を削除します。

14 137

施策6-③-2
持続可能な行財政運営の実現

成果目標
「経常収支比率」「実質公債費比
率」に関連し

[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。

財政課

意見の取扱い【修正】
より分かりやすいものとするため、第１部序論に掲載し
ている財政指標の推移資料のうち「経常収支比率」、
「実質公債費比率」をこの頁にも掲載します。

15 137

施策6-③-2
持続可能な行財政運営の実現

成果目標
「経常収支比率」「実質公債費比
率」

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。

財政課

意見の取扱い【修正】
決算の確定に伴い、平成２６年度値の
経常収支比率を　８８．１％→８６．１％へ
実質公債費比率を　９．２％→５．１％へ修正します。

また、成果目標「経常収支比率」「実質公債費比率」の
目標値の方が増えていることから、目標設定の考え方
欄を修正する。

（旧）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。
　　　　　↓
（修正後）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。
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その他字句の修正

連番 ページ
担当課
（◎は取
りまとめ

課）

修正の内容

1 7～11
企画政策

課
現在、平成２５年度までとなっているが、決算の確定に
より、平成２６年度の決算状況を表に加える。

2 44
環境保全

課

施策の方向性
「・・・資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向
けた取り組みを・・・」を、
「・・・資源循環型社会の構築、再生可能エネルギーの
活用や省エネルギーの推進による低炭素社会の実現
に向けた取り組みを・・・」へ修正する。

3 68
健康増進

課

①成果目標欄の
「子宮頚がん」⇒「子宮頸がん」へ訂正。
②P69参考資料グラフ　％表示を修正。
③P72参考資料【医療施設数及び薬局数】
欄外の注意書き「医療施設数・病床数は・・・」を、標題
タイトルに合わせて「医療施設数及び薬局数・病床数
は・・・」へ修正。

4 70
健康増進

課

成果目標の「医療施設数」の「現状」の年度を平成２５
年度に修正する。予定していた平成２６年度実績数の
公表は２８年度になることにより最新の公表資料を用
いる。

5 72 農政課
現況・背景の
「しかし、近年では、・・・、農家減少、」を、
「しかし、近年では、・・・、農家数の減少」へ修正。

6 120
スポーツ
振興課

主な取り組み
統合型スポーツクラブへの支援

「・・・誰とでも、スポーツに楽しむことで、日常的にス
ポーツを通した地域交流が図れるよう・・・」を
「・・・誰とでも、スポーツに親しむことで、日常的にス
ポーツを通した地域交流が図れるよう・・・」へ修正す
る。

7 44

環境保全
課・
クリーン
推進課

「第２次ごみ減量計画、環境基本計画」を
「環境基本計画、ごみ減量計画」へ修正。

8 54
社会福祉
課

「第２次地域福祉計画」を
「地域福祉計画」へ修正。

9 65
障がい福
祉課

「障害者基本計画及び障害福祉計画」を
「障害者基本計画、障害福祉計画」へ修正。

10 132
市民活動
推進課

「第２次男女共同参画プラン」を
「男女共同参画プラン」へ修正。

11 134
情報管理
課

「第３次情報化計画」を
「情報化計画」へ修正。

12 136
行政管理
課

「行政改革大綱・実施計画」を
「行政改革大綱」へ修正。

13 143
環境保全
課

「・・などを用いて発電を行う装置が太陽光発電システ
ムです。」を、
「・・などを用いて発電を行う装置。」へ修正。

14 143
環境保全
課

「・・給湯や冷暖房に利用するシステムのこと。」を、
「・・給湯や冷暖房に利用するシステム。」へ修正。

15 146 農政課

「・・・・・経営規模の拡大、新規参入を進める取り組み
です。」を、
「・・・・・経営規模の拡大、新規参入を進める取り組
み。」へ修正。

16 146 農政課
「農林水産業等に被害を・・」を「農作物等に被害を・・」
へ、「・・タヌキ、カラス等鳥類が・・」を「・・タヌキやカラ
ス等鳥類が・・」へそれぞれ修正。

関連計画　　施策６－③－２
持続可能な行財政運営の実現

用語解説　　太陽光発電システム

用語解説　　太陽熱利用システム

用語解説　　農地中間管理事業

用語解説　　有害鳥獣

関連計画　　施策６－③－１
市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

計画素案の該当ページ等

【第１部　序論】
（３　市の概要）財政状況データ

施策１－②－１
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

施策2-④-1
生涯いきいきと暮らすための健康づくりの推進

施策2-④-2
市民の健康を支える医療体制の整備・充実

政策３-①
食を支える農業の持続的な発展を図る

施策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

関連計画　　施策１－②－１
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

関連計画　　施策２－①－１
社会の変化に対応した地域支え合い支援

関連計画　　施策２－③－３
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

関連計画　　施策６－②－２
男女共同参画の推進
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