
番号 地区 ページ 内容 対応

1 印旛 目次 「市民ニーズの検証」と「新市基本計画事業の検証」の順序を変更した方がよいと考えます。 意見により修正

2 事務局 目次 「地域審議会の設置に関する協議書」、「委員名簿」を追加 P25.26に追加

3 本埜 2
■総括の目的について
　「施策推進をしていただくため」とあるが、「施策推進を要望するため」と修正すべきである。

意見を踏まえ、「施策推進をされるよう～」に修正

4 本埜 2
■新市基本計画の概要について
　「市民参加によるまちづくり」に（　）書きにでも「（住民自治）」を加筆するべきである。

修正せず（新市基本計画を内容としているため）

5 印旛 4 文中１行目、「･･･都市環境や都心や成田空港・・・・」　⇒　「都市環境や、都心・・」※読みやすさ 意見を踏まえ、「都市環境や都心・成田空港～」に修正

6 本埜 4表
表について
　「H31（現在とあるが、（現在）の意味合い不明瞭なため、単に「年・月・月」と記すか、「H30年度末」とすべきである。（他の表も同様）ま
た、P9.10での年度は脚注加筆すべきである。

意見により（現在）を削除

7 印旛 4表
土地利用についての検証　地目毎の表について、Ｈ31（現在）が印西市全体となっており、地域毎に捉えにくいです。Ｈ31分も旧市村別
であった方が分かりやすいかと考えます。

修正せず（合併後の「印西市」全体としての記載としたため）

8 印旛 5 文中、２行目、「･･･計画見込みを大きく下回って・・」⇒「計画見込みを下回って」 意見により修正

9 本埜 5
下部、破線囲み5行目、「計画見込みよりも約3,700人（2,000世帯）」とあるが、2,000の根拠は、40,155　-　38,200＝1,955の算式結果と推
定されるが、38,200は、R2の計画見込み値であるはずで、正しくは40155-37720＝2435　≒　2,500と修正すべきである。

意見により修正（実数記載）

10 本埜 7表 年齢構成比の推移【地域別】について  3地域の数値とともに、市全体の数値も掲示修正すべきである。 意見により修正（３地域及び全体人口を加筆）

11 印旛 7 文中、下から２行目、「･･･高齢化を抑止しつつも」⇒わかりやすい表現に（削除しても良いのでは）

12 本埜 7 下部破線囲みについて  「高齢化を抑止しつつ」とあるが、不適切な表現であることから、削除すべきである。

13 印旛 7枠 下から３行目、「高齢化を抑止しつつも」を削除

14 印旛 7枠 同、下から２行目、「･･･活性化対策の早期対応･･･」⇒「･･･対策の継続的な検討」 意見により修正

15 本埜 7枠 「取組みが必要であると考えます。」⇒「取組みが必要です。」 意見により修正

16 本埜 8枠 「雇用対策が必要と思われます。」⇒「雇用対策が必要です。」 意見により修正

17 印旛 10
主要な用語に解説をつけてください。
P9　地方債/地方交付税/国庫支出金/□ないNT事業
P10　財政力指数/将来負担比率/債務負担比率/人件費/物件費　等々

意見により加筆（P10、12、13）

18 本埜 10枠 「良好な状況であると見受けられます。」⇒「良好な状況であると考えられます。」 意見により修正

19 事務局 13 財政状況についての検証に、「（3）財政指標」を追加

20 本埜 13
下部破線囲みについて
　扶助費の増額に関する記述とともに「普通建設事業費（投資的経費）」の大幅減少についても記述すべきである。

意見により用語解説（Ｐ12）にて記載

21 本埜 13枠 「大幅に超え増えており、その他繰出金や～」⇒「大幅に超えており、そのほか繰出金や～」 意見により修正

22 印旛 13枠

上から２行目、「普通建設事業費の減少により年々縮減していくものと計画では見込んでいましたが、合併以降も300億円を下回らない
決算額で推移しています。その中でも特に保育需要への対応経費をはじめとする扶助費が計画見込みを大幅に超え増えており、その
他繰出金や物件費についても年々増加傾向にありますが、～」を
⇒「普通建設事業費の減少により年々縮減していくものと計画では見込んでいましたが、特に保育需要への対応経費をはじめとする扶
助費が計画見込みを大幅に超え増えたこと、その他繰出金や物件費についても年々増加したことが縮減しなかった主な要因でありま
す。しかしながら～」に修正

修正せず（各項目ごとに注釈を記載した内容を総括しているため）

23 事務局 14 「留意し取り組まれるよう～」 「留意し取り組むべき～」に修正

新市基本計画の総括（素案）に対する意見及び対応

意見により削除



番号 地区 ページ 内容 対応

新市基本計画の総括（素案）に対する意見及び対応

24 本埜 14① 処理処理浄化槽　⇒　トル 意見により修正（誤字）

25 印旛 14①
①水、緑、自然環境の保全
イノシシの被害についてもその対策強化が求められているところです。
⇒イノシシ等の害獣に対する対策も強化を図られるよう求めます。

意見により修正

26 本埜 14① イノシシは、中根回りはだいぶ少なくなってきました。但し、繁殖力が高いので引き続き対応を願いたい。 修正せず（同様の意見があり、上記により修正）

27 本埜 14①
①水・緑・自然環境の保全について
　「「みどりの基本計画」の見直しを早期着手」とあるが、「早期」を「令和２年度」と修正・明記すべきである。

修正せず（既に現況調査に着手し、見直しの準備を進めているため）

28 印旛 14②

②ごみ減量化・・・の文中、下から２行目
　ごみ減量化対策については、家庭系ごみの排出原単位が減少したことはこれまでの様々な取組み啓発によるものと評価できますが、
事業系ごみは年々増加傾向、また資源化率も年々下降気味であることから、それらの向上を図るための効果的な施策を検討していく必
要があると考えます。
⇒ごみ減量化対策については、様々な取組み啓発により、家庭系ごみの排出量が減少傾向にあり、評価できますが、事業系ごみは
年々増加傾向にあり、また資源化率も年々下降気味であることから、今後、これらに対する効果的な施策を検討していく必要があると考
えます。

修正せず

29 印旛 14② ②ごみ減量化・・・の文中、下から２行目  「周辺環境等の影響」　⇒　「周辺環境等の影響及び地域振興」追記を 意見により修正

30 本埜 14② 地球温暖化対策に一人ひとりが何をすればよいのか具体的に教えてほしいです。 修正せず（参考意見）

31 印旛 14③
③の中に有事の際、他県の自治体との協力関係の構築という言葉を入れたらどうか。
　例えば、関東以外の他県と友好関係を結んで、何かあった時にお互い助け合う様な事が出来ると良いと思う。

意見により「あわせて、広域的な災害に備え他県自治体との相互協力
関係を構築していくことも～」を加筆

32 本埜 14③ ③安全・安心なまちづくりの推進について  防犯カメラに関して、「自治会等への防犯カメラ補助」についても加筆すべきである。
意見により「防犯カメラの設置や高齢ドライバーに対する安全運転支援
など、～」を加筆

33 本埜 14④ 「単身世帯も増えていくことが懸念されています。」⇒「単身世帯も増えていくことは明らかです。」 意見により修正

34 本埜 14以降
文末のほとんど似通ったものになっているため、インパクトが感じられない。可能ならば検討いただきたい。
例：「必要があると考えます。」「必要といえます。」「必要と考えます。」「必要と思われます。」

意見により一部修正

35 15①

（２）健康福祉の増進
　①地域福祉の推進
　　・・・安心して暮らせる機能的な福祉ネットワークの構築も早期に求められているところです。
　⇒安心して暮らせる機能的な福祉ネットワークの構築も早期に図られるよう求めます。

意見により修正

36 本埜 15③ 健康維持や親睦を深めるための公民館活動が必要ではないかと思います。（ストレッチ体操、気功、リンパレラピーなど）
意見により「健康づくセンターや公民館、公園などの施設や事業を充実
させていく～」に修正

37 本埜 15④ ④高齢者福祉の充実について  「認知症」「認知症ｶﾌｪ（オレンジカフェ）」に関する記述を加筆すべきである。
意見により「認知症の方を家族や地域で適切に支えていくための認知症
サポーター養成講座や認知症カフェ等の認知症施策、高齢者の虐待防
止対策についても推進充実が求められます。さらに～」を加筆

38 本埜 15④ 下から４行目　展開さてれおり　⇒　展開されており 意見により修正（誤字）

39 事務局 15④ 「～努めていくことが必要と言えます。」 「～努められるよう望みます。」

40 本埜 16② 上から13行目～14行目　⇒　企業が撤退しないよう　⇒　他の言い方が良いのでは
意見を踏まえ「一方で、企業が安定的に市内に定着するように開業後の
経営支援策や市民の雇用促進策を講じていくことも重要と考えます。」
に修正



番号 地区 ページ 内容 対応

新市基本計画の総括（素案）に対する意見及び対応

41 印旛 16③
③地場産業の育成と商工業の活性化　上から５行目
「買い物の場としての需要が高まってくることも考えられるため、」を
「買い物の場として確保する必要があり、」に修正

意見により修正

42 事務局 16③ 「必要と思われます。」 「必要です。」に修正

43 本埜 17① （４）教育・文化  「本埜第二小学校･･･閉校を余儀なく…」　⇒　「本埜第一小学校と本埜第二小学校が統合」
意見を踏まえ「永治小学校、宗像小学校は閉校、本埜第一小学校と本
埜第二小学校については統合～」に修正

44 事務局 17① 「今後もその格差は広がって～」 「今後もその較差は広がって～」

45 印旛 17① 「教育の質等に格差を感じることのないよう」を「教育の質等に格差のないよう」に修正 「教育の質等に差を感じることのないよう」に修正7

46 17① 「配慮が必要と考えます。」 「しっかりと配慮した学校運営が求められています。」に修正

47 本埜 17① ⑤学校教育の充実について  学校の安全性について、「防犯カメラ設置」についても加筆すべきである。
意見を踏まえ「事件事故の未然防止の観点から、学校内の防犯力を強
化させていく～」を加筆

48 18① 「印旛中央地区についても～」 「印旛中央地区については～」に修正

49 本埜 18① ①適正な土地利用の推進について  　「活性化の起爆剤」とあるが、「活性化に繋がる」と修正すべきである。

50 18①

（５）　都市基盤
　①適正な土地利用の推進
　　・・・印旛中央地区・・・地域にとっても活性化の起爆剤になるような土地利用が求められます。
　⇒地域にとっても活性化につながる仕組み取組みが必要と考えます。

51 18②
②道路網の整備・充実
　・・・危険個所も数多く見受けられ、早期の改善や対応が望まれるところです。
　⇒危険個所も数多く見受けられ、早期の改善や対応が必要と考えます。

意見を踏まえ、「～望むものです。」に修正

52 本埜 18③ ③公共交通網の整備・充実について 「増便等の検討が急務と考えます」とあるが、「早急な実施を要望します。」と修正すべきである。

53 印旛 18③
③公共交通網の…の文中、下から３行目  「・・便等の検討が・・・」　⇒　「・・便、さらに5Ｇ技術を駆使したオンデマンド車の配備などの検
討が…」追記

54 印旛 18③
公共交通網の整備・充実
　ふれあいバスにより、市内全域をカバーすることは、不可能であるので、乗合タクシー、個人の車等による運行手段を検討したらどうで
しょうか。

55 18③
③公共交通網の整備充実
　引き続き粘り強く鉄道会社等と交渉していくことが求められます。
　⇒引き続き粘り強く鉄道会社等と交渉していただきたい。

意見により修正

56 本埜 18③
　本埜地区の乗合タクシーの積極的なPRとスワン号の乗降客が０の停留所が有り、見直しする事により乗降客増加になる様運行形体
の取り組みにより、将来廃止とならない様な積極的な取り組みをお願いしたい。

修正せず（参考意見）

57 18④
④快適な住環境の整備・充実
適切な維持管理が求められます。
⇒適切な維持管理を求めます。

意見により修正

58 18④ ・・・早期かつ計画的に講じていくことが必要と思われます。  ⇒早期かつ計画的に講じていただきたい。 意見を踏まえ「講じるべきと考えます。」に修正

59 19② 「必要性は強く感じるところですが～」 「必要性は感じるところですが～」に修正

60 19② 「検討されたうえで～」 「検討したうえで～」に修正

意見により「活性化に繋がる」に修正

意見を踏まえ、
「運行ルートの再構築や便数の増便等の検討及び早期実施を要望する
とともに、最新テクノロジーを活用したオンデマンド車の配備など、ソサエ
ティ5.0社会の実現も視野に入れた交通システムの導入も検討が必要と
考えます。」に修正



番号 地区 ページ 内容 対応

新市基本計画の総括（素案）に対する意見及び対応

61 20枠 「NT地域と在来地域とでは～」⇒「ＮＴ地域の82.1％に対し在来地域は54.5％と～」 意見により修正

62 印旛 22（8）
（8）合併後、良くなった（悪くなった）と思う分野の表に、下位の部分の記載がないため、表示の説明（農業振興、国際交流、景観づくり、
学校教育の分野となっているがわかりにくいと考えます。）

意見により最下位項目のみ加筆

63 本埜 23枠 「ＮＴ地域と在来地域とでは大きな開きがあり、」⇒「ＮＴ地域の82.1％に対し在来地域は54.5％と大きな開きがあり、」 意見により修正

64 本埜 23枠 「地域の分け隔てなくこうした充実を」とあるが、「地域の分け隔てなく市民ニーズの充実を」加筆すべきである。 意見により修正

65 本埜 24
■総括について
　「住みよさランキング」についての記述は、「※参考」程度に脚注で紹介するに留めるべきである。

修正せず

66 本埜 24 総括　東洋経済新報社の住みよさランキング⇒「住みよさランキング」 意見により修正

①合併の効果として、重要な課題である行財政基盤の強化に関しては、行政組織や事務の合理化・効率化が図れたこと、人口に関して
は、全国的に減少期にある中でも増加を続け、10万人を突破したことなど、地域経済に活力を呼び込むだけでなく、計画を上回る税収
増にもつながり、持続的な行政運営に必要な基盤として強化が図れたものと考えます。
　また、住民福祉の向上に関しても、一部計画期間内での着手や進捗が図れなかった取り組みや、アンケート調査結果では合併効果を
感じないとする声もありはすすものの、全体的にはスケールメリット等を活かした着実な施策の推進、多様な住民ニーズに配慮した行政
サービスが展開できたものと評価できます。
　その評価を裏付けるかのように、合併後の平成24年から7年間連続して、東洋経済新報社の住みよさランキング全国１位という評価を
受けたことは、印西市民として大変誇りに感じるところですが、一方でそのことが発展目覚ましいNT地域と従来地域との間に少なからず
格差感を生じさせてしまっていることも事実です。
②今後、NT地域における高齢者の急増や、インフラ施設の老朽化などに伴う地域力の鈍化など新たな課題への対応が必要となり、本
市の行政運営は厳しい局面を迎えることが想定されます。これは、真に合併の効果が発揮され一体感を確保しつつ魅力あるまちとして
さらに発展してくうえでの大きな課題であると考えます。
③そのためには、地域特性（※）をふまえた、ブランド項目の発掘と育成による印西の魅力を内外に発信することが極めて重要でありま
す。

①意見により修正（多様な住民ニーズ⇒多様な市民ニーズ）

②意見を踏まえ、
「今後、ＮＴ地域における高齢者の急増や、インフラ施設の老朽化等に
伴う地域力の鈍化など新たな課題への対応が必要となり、本市の行政
運営はこれまで以上に厳しい局面を迎えることが想定されます。そういう
厳しい状況を迎えつつある今こそ市民同士、市民と行政が「一体感」を
感じるまちづくりを進めることが肝要であり、合併の効果を最大限に発揮
し、さらに魅力あるまちへと成長が期待される今の印西市に強く求めら
れている課題だと言えます。」に修正

③意見については、P16（観光振興）で「さらに、地域特性を踏まえたブラ
ンド項目の発掘と育成により、印西の魅力を市内外に発信し、定住人口
増や企業誘致を図っていくことも極めて重要と考えます。」と加筆

　印西、印旛、本埜地域のすべての市民が「合併してよかった」「これからも住み続けたい」と心から思えるまちを市民と行政が一体と
なって目指していただくことを切に願いまして、総括とさせていただきます。
⇒印西、印旛、本埜地域のすべての市民が「合併してよかった」「これからも住み続けたい」と心から思える魅力あるまちを市民と行政が
一体となって目指していくことを切に願い、総括といたします。

68 印旛 全般
文調は丁寧調でよいと思いますが、対等な立場での総括文となるよう配慮した表現となるよう配慮した表現となるよう願います。
「心から思えるまちを市民と行政が一体となって目指していただくことを切に願いまして、総括とさせていただきます。」

69 本埜 全般

合併に伴い、本市議会（通常一般の市町村に無い組織）が設置された目的（背景）は、総括素案P２に書かれていますが、この表現を本
来の意味で言い換えると「合併により小さな本埜や印旛が大きな印西に飲み込まれて取り残されてしまうのではないか。地域の格差が
増々広がってしまうのではないか等の不安を取り除く為に新市基本計画が策定され、目的に表現されたように、地域住民（本埜・印旛）
の声が市政運営に届くようそれぞれの地区の設置されたものと思います。
　ここで、最終の本来検証されるべきは、一番大きな各地域間（在来地区とNT地域間も含めて）の格差がこの10年間で広がっていない
か、市全体が均衡ある発展に向かっているのかをチエックすることではないでしょうか。この方向性をきっちり検証した上で、進むべき方
向を正し、それを今後の市政運営（市の執行部と市議会）にしっかりと反映（聞いていただき実行してもらうこと）させていただくことではな
いでしょうか。
　細かい内容は別として、総括全体の意見を総括全体の意見で言いますと、住民アンケート調査に表れているとおり、地域間格差が
益々広がっています。この事実を今しっかり受け止め、市政の進める方向を住民の意向を受け入れた内容に見直していただくことと思
います。
　このことを市当局に強く申し入れ（答申）ることが、本審議会の最後の役割であり、努めかと考えます。
　財政的にはすばらしい市の状況でありながら、現実と違って「金が無い」ように意識付けているように見受けられるが、いかに全文が
執行部（特に財政）の立場の内容になっていますが、いかがですか。

修正せず（参考意見）

意見により「心から思える魅力あるまちを市民と行政が一体となって目
指していくことを切に願い、総括とします。」に修正

24印旛67
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