平成 29 年 2 月 10 日（金）
問合先：企画部 企画調整課
担 当 ：課長 秋葉 健二
電 話 ：0436-23-9820

（記者資料）

市原市総合計画・個別計画（素案）について
市では、人口減少・少子高齢化など本市を取り巻く状況が厳しさを増す中、
将来にわたって活力あるまちづくりを進めていくため、総合計画及び個別計
画の策定に取り組んでいます。
このたび、その素案をとりまとめましたので、市民の皆様から意見や提案
を募集するため、パブリックコメントの手続きを実施します。
市原市総合計画は、基本構想・基本計画・実行計画から構成し、まちづくり
の羅針盤となる計画です。
様々な課題に直面する時代だからこそ、あらゆる「ひと」の力を結集して、
これまでの延長線上ではない「変革と創造」による新たなまちづくりに挑戦し、
都市像「夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら」の実現を目指す
ものです。
先般、市議会において議決された、市の将来の姿を示す基本構想の具現化に
向け、基本計画、実行計画を策定します。また、基本計画と連動する各分野の
施策を示す計画として、個別計画を策定します。
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主な内容
(1) 基本計画

基本構想の具現化に向けた施策を体系的に示すもの。

(2) 個別計画
(3) 実行計画

基本計画と連動し、分野別の施策を示すもの。
各種施策を具体的に展開する事業を示すもの。

パブリックコメント
(1) 縦覧期間
平成 29 年 2 月 13 日（月）～ 3 月 14 日（火）
(2) 縦覧場所
(3) 意見提出方法

(4) 提出先・問合先

企画調整課、情報公開コーナー、支所、公民館、
コミュニティセンター、中央図書館
任意の書式に意見と住所、氏名、電話番号を書き、
平成 29 年 3 月 14 日（火）までに持参するか郵送、
ファックス、e メールで提出する。
企画調整課
℡ 23-9820 FAX 21-1720
E-Mail

kikaku@city.ichihara.lg.jp

市原市総合計画と個別計画一覧
分野

計画名
（計画期間）

計画の内容

市原市総合計画
夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市いちはら
1 （基本計画：２０１７年度 ～ひとの活躍が新たな誇りを創るまちへ～
～２０２６年度）
まちづくり全般
➣市の将来の姿を明確に示し、まちづくりの総合的な指
（実行計画：２０１７年度 針となる最上位の計画です。「変革と創造」によるまちづく
2
～２０１９年度）
りに取り組みます。

担当課
問合・閲覧先

企画調整課
℡ 23-9820

持続的発展を遂げる産業都市いちはら
市原市産業振興ビジョン
（２０１７年度～概ね１０ ➣臨海部工業の競争力強化、地域経済を牽引する中 商工業振興課
3
年間）
小企業の支援、農業・商業・工業・観光が連携した新た ℡ 23-9836
なビジネスの創出により、本市を支える産業の発展を図り
ます。
笑顔あふれ未来を切り拓く農林業
～ 多彩な地域資源と市原力を活かして ～
経済・産業

市原市農林業振興計画
農林業振興課
4 （２０１７年度～２０２６年 ➣多彩な地域資源を最大限に活用し、生産者や農林業
℡ 36-4187
度）
組織・団体、消費者（市民）など本市の農林業に関わる
全ての力を融合させた市原力により、本市の農林業の未
来を切り拓きます。

誰もが 訪れたくなる おもてなしのまち いちはら
市原市観光振興ビジョン
観光振興課
5 （２０１７年度～２０２６年 ➣観光資源を最大限に活用し、地域住民が主体となっ
℡ 23-9755
度）
た持続可能な観光地域づくりや広域連携による観光施
策を推進し、もって地域振興と経済振興を図ります。

ふれ合い支え合いでつくる みんなの笑顔と未来がきら
市原市地域福祉パート
めくまち
ナーシッププラン
保健福祉課
6
（２０１７年度～２０２６年
℡ 23-9813
➣地域住民のふれ合い支え合いの活動を活性化させる
度）
福祉のまちづくりに取り組みます。
福祉・健康
未来へつなぐ『健倖都市』 ～いつの間にか健康になれ
るまち いちはら～

いちはら健倖まちづくりプ
ラン
保健センター
7
➣健康に関心がある人もそうでない人も、誰もがいきいき
（２０１７年度～２０２６年
℡ 23-1187
とした生活を送ることができるよう、楽しく、無意識のうちに
度）
なにげない日常生活へ溶け込む健康づくりを推進しま
す。
次世代につなぐ水道水の安定供給
水道

子育て

市原市水道事業経営計
画
➣人口減少や施設の老朽化など、時代や環境の変化に 水道総務課
8
（２０１７年度～２０２６年 的確に対応し、水質基準に適合した水を、必要な量、い ℡ 23-9859
度）
つでも、どこでも、誰でも、持続的に受け取ることができる
水道事業を確立します。

いちはらっこを優しく育む、みんなの笑顔が輝くまち
新市原市次世代育成支
援行動計画（前期計画）
子ども福祉課
9
➣地域社会全体で優しく子どもや子育て家庭を支え､子
（２０１７年度～２０１９年
℡ 23-9802
育ての喜びにより､子どもの笑顔や大人の笑顔が満ちあ
度）
ふれるまちづくりに取り組みます。

ひときらめく 学びのまち いちはら
市原市学びのまち推進
計画
生涯学習課
10
➣市民が生涯にわたり、あらゆる機会に、あらゆる場所に
（２０１７年度～２０２６年
℡ 23-9850
おいて学ぶことができ、その成果を適切に活かしていくこ
度）
とができるまちづくりに取り組みます。

ひと輝き まち輝く 文化の香り高いまち いちはら
生涯学習・
文化振興・
スポーツ振興

市原市文化振興計画
ふるさと文化
11 （２０１７年度～２０２６年 ➣文化施策を総合的かつ計画的に推進することでいち 課
度）
はらの誇りを創生し、将来にわたって発展するまちづくりに ℡ 23-9853
取り組みます。
ひとと地域のかがやきが育む いちはらのスポーツ文化
市原市スポーツ推進計
画
12
（２０１７年度～２０２６年
度）

➣スポーツを通じて健康で活力にあふれる「ひとの力」を
スポーツ振興
育むとともに、豊かな自然や充実したスポーツ施設など
課
の資源とスポーツに関わる人材などの本市の持つ「地域
℡ 23-9851
の力」を醸成します。
また、さまざまな主体との連携を推進することでスポー
ツから本市の魅力を高めます。
男女が共に認めあい 自分らしくいきいきと暮らしていける
いちはらの実現

男女共同参画

いちはら男女共同参画
社会づくりプラン
人権・国際課
13
（２０１７年度～２０２６年 ➣すべての人が性別に関わりなく互いを認め合い、それ ℡ 23-9826
度）
ぞれの個性や能力を十分に発揮し、男女が共に活躍で
きるまちづくりに取り組みます。

誇りのもてる 環境を 未来へ
市原市環境基本計画
環境管理課
14 （２０１７年度～２０２６年
➣良好な環境の保全・創造に関する施策を総合的かつ ℡ 23-9867
度）
計画的に推進します。

環境

″むだを無くし、ごみを減らす″ライフスタイルへ
市原市一般廃棄物処理
″きれいな水環境″を未来のいちはらへ
クリーン推進
基本計画
15
課
（２０１７年度～２０２６年
➣ごみの減量化、再生利用率の向上及び生活排水の適 ℡ 23-9857
度）
正処理などを推進します。

生物多様性いちはら戦
略
16
（２０１７年度～２０２６年
度）

ICT

➣地域の自然的また社会的な条件によりもたらされた生
物多様性、その素晴らしさを将来に伝えるとともに、本市 環境管理課
における現状と課題を整理し、国や県の施策に準じつ
℡ 23-9867
つ、さらにきめ細かな保全・再生に取り組みます。

市原市情報化推進計画
➣ＩＣＴを活用し、より便利な行政サービス、より効率的な 情報管理課
17 （２０１７年度～２０２６年
行政運営、より安全で魅力的なまちづくりを推進します。 ℡ 23-9806
度）

資料１

市原市総合計画『変革と創造いちはらビジョン2026』（仮） 基本計画（素案）の概要
１ 位置づけ

都市像

夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら ～ひとの活躍が新たな誇りを創るまちへ～

• 市原 市 総 合 計 画 基本構
想に掲げる目指すべき将
来の姿を具現化するため
の施策を体系的に示す計
画（市原市総合計画条例
第２条）

人口２７万人の維持 と
【若者・女性の転出抑制】

５００万人の交流へ

【出生数の増加】

【愛着と誇りの醸成】

【魅力創出】

２ 計画期間
• 2017～2026年度
（10年間）
※基本構想と同一期間

３ 人口フレーム
• 27万人の人口維持
（人口ビジョンでの展望値）
• 500万人の交流人口
（現状350万人の40％増
を目指す）
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• 一般会計ベースで900億
円程度を維持
• 社会経済情勢、国の動向
等を踏まえ、毎年度見直し

４４の施策
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産業と交流の好循環が
新たな価値を創るまちへ
【産業経済・交流】

つながりと支え合いが
ひとと地域を健康にするまちへ
【コミュニティ・福祉・健康】

ひとの活躍と豊かな生活を
支える安心・安全なまちへ
【都市基盤整備・安心安全】

子どもたちの輝き・若者の夢・
いちはらの文化を育むまちへ
【子育て・教育・文化】

ひとが環境を守り
活かすまちへ
【環境】

働きたくなるまち

地域とつながり
健康になれるまち

住み続けたくなるまち

子どもを産み育てたく
なるまち

資源を有効に
使うまち

1. 臨海部工業の競争力強化
2. 中小企業の経営力向上と起業・創業促進
3. 雇用機会の拡大
4. ビジネス機会の創出

新たな魅力を
創出するまち
４ 財政フレーム

２０２６年のいちはらの姿実現へ
3

5. 農林業の活力向上
6. 地域資源を活用した観光まちづくり

1. 中心都市拠点
2. 都市拠点
3. 地域拠点

1. 地域団体による活動への支援
2. 健康寿命の延伸

1. コンパクト・プラス・ネットワークの推進
2. 暮らしやすい住環境の創出
3. 主要な道路の整備・維持
4. 水の安定供給、汚水処理の推進

ふれ合い支え合うまち
3. 地域福祉の推進
4. 高齢者への支援
5. 障がい者への支援

A 都市創生戦略

安心・安全なまち
5. 危機管理の強化
6. 消防体制の充実
7. 医療・救急体制の強化
8. 交通安全と防犯力の向上

B 広域連携戦略

4. インターチェンジ周辺
5. 豊かな自然が広がる地域
6. 交通ネットワーク

1. 市域を越えた連携

1. 少子化対策と子育て支援の充実
2. 確かな教育の推進

愛着と誇りを育むまち

1. 自然エネルギーの有効利用
2. 資源循環による新たな価値の創出

3. 生涯学習の充実
4. 文化の継承と創造
5. 魅力あるスポーツ資源の活用

多様性を認め合うまち

6. 多文化共生社会の実現
7. 人権の尊重・男女共同参画社会の確立

自然とともに
生きるまち
3. クリーンな環境の保全
4. 自然との共生

C 自治体経営戦略

1. 市民本位の行政経営
2. 地域主体のまちづくりの推進
3. 総合計画を中心とした行財政運営

4. 公共資産マネジメントの推進
5. シティプロモーションの推進
6. 人材育成の推進

7. 情報化の推進

変革と創造により、常に進化する計画
新たな流れを創る
強固な財政基盤の確立
 行財政改革による財源確保
 施策効果による底上げ
 戦略的な財源配分

ICHIHARA CITY

 定期的な見直しと改革により、
新たな施策を創出

政策・行政システムの連動
 計画群の総合化と政策間連携
 計画・予算・改革の一体化
 組織間連携の強化

市原市総合計画『変革と創造いちはらビジョン2026』（仮） 第１次実行計画（素案）の概要 （重点施策別）
１ 位置づけ
• 市原市総合計画基本計画に
掲げる施策を展開するための
具体的な事業を示した計画
（市原市総合計画条例 第２
条）

都市像

夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら ～ひとの活躍が新たな誇りを創るまちへ～

１ 市原市まち・ひと・しごと創生総合戦略
２ 計画期間
• 2017～2019年度（3年間）
• 総合計画基本構想・基本計
画は2017～2026年度（10
年間）

３ 計画のねらい
• 未来への投資…施策効果を
早期に発現させ、好循環を
生む
• 変革と創造…常に新たな取
組へ変化し続け、確かな効
果を生み出す

４ 計画の特長
• 全 事 業 を包 含 し、 計 画 ・ 予
算・改革の三位一体により確
実な成果を生み出す。
• 官民連携、広域連携、政策
間連携により総合力で取り組
む。
• 毎年度、指標による効果検
証を行い、施策・事業の見直
しを行う。
５ 全体事業費

2017年度

1,595億円

2018年度

1,588億円

2019年度

1,610億円

3ヶ年合計

4,793億円

ICHIHARA CITY

資料２

産業を強化し、新たな価値を創出する
 臨海部工業の競争力強化、中小
企業基盤強化、農商工観連携
 地域産業創生、人材育成プロ
ジェクト（産業支援センターによる
ワンストップビジネス支援）
 産地再生と高品質農産物生産プ
ロジェクト（「いちはら梨」の産地再
生、ICT技術導入や販路拡大）
 耕作放棄地対策
地域資源を活かし、新たな魅力を創
出する
 世界に一番近いSATOYAMAプ
ロジェクト（里山、小湊鉄道、地域
おこし協力隊、歴史・文化等によ
る観光地づくり）
 第2回いちはらアート×ミックス
 ゴルフの街いちはら
あらゆる世代の活躍を推進する
 いちはらポイント制度の構築

若者・女性の希望を叶える
 結婚支援
 子育てネウボラ（妊婦全数面接、
産前・産後ケア等）
 女性の活躍推進
確かな学力と豊かな心を育む
 基礎学力定着推進、学習サポー
ター活用、英語教育推進（外国
人講師、市原アクティブ・イング
リッシュ）
 教育の情報化推進（タブレット端
末導入）
 歴史ミュージアム、伝統芸能体
験、アート×ミックス連携
東京オリンピック・パラリンピックのレ
ガシーを活かす
 東京オリンピック・パラリンピック推
進、スポーツボランティア活用、
キャンプ地誘致、君津市・長柄町
とのスポーツ連携

２ ひとの活躍と地域主体のまちづくり

３ ひとを支える安心・安全の強化

ひとの活躍を地域に活かす
 市民活動支援の推進
 学校と地域の連携
 教育・保育施設等職員確保支援
 認定子ども園8園開設
 病児保育
 看護師等育成
 防犯ボックスを活用した地域の防犯
力強化

確かな医療で、ひとの健康を守る
 救急医療体制の整備

地域でひとを支え合う
 安心生活見守り支援（小域福祉ネット
ワーク）
 介護予防・日常生活支援（地域包括
ケア）
 障がい者地域生活相談支援（基幹支
援センターの設置）

危機や危険に備え、ひとの命を守る
 消防・救急体制の充実
 防災情報発信の強化
 三枝川改修
災害に強い、強靭な都市を創る
 八幡椎津線・青柳海保線の重点整備
 都市インフラ長寿命化（道路、橋、トン
ネル等）
 土地区画整理（北五井、八幡宿駅東口）
 学校施設耐震強化
 防災庁舎建設、庁舎強靭化対策
持続可能な社会を創る
 ごみ処理適正化
 汚水処理手法の見直し

３つの重点施策

施策効果を高める、３つの戦略
都市創生戦略

広域連携戦略

自治体経営戦略

多極ネットワーク型コンパクトシティの形成
 立地適正化計画の推進、市街地整備の検討
（平田・八幡地区）
 インターチェンジ周辺利活用（海保地区）
 バス交通等地域対策（デマンドバス ）、バスロ
ケーションシステム導入
既存資源の有効活用
 公共施設の再配置推進
 旧市原ショッピングスクエアビルの有効活用

市域の枠を越えた施策の連携
 千葉市・四街道市との子育て・経済連
携（民間保育所共同整備、合同企業説
明会）
 君津市・大多喜町との観光連携（地域
資源を活かした観光振興）、広域DMO
の形成
 帝京平成大学や東海大学との包括連
携（帝京平成大学とのスポーツ連携）

市民のために行動する自治体経営
 総合計画を中心としたマネジメントサイクルの推進
 中核的都市のあり方研究
 防犯街灯・道路照明LED化
 下水道事業への公営企業会計の導入
 市民サービス向上と効率化（窓口業務の委託化、証明書コン
ビニ交付サービス、県水道と市下水道使用料の徴収一元化）
 シティプロモーション（動画・SNSによる魅力発信、移住定住促進）
 情報化の推進、統計データ等活用推進

市原市総合計画『変革と創造いちはらビジョン2026』（仮） 第１次実行計画（素案） 施策体系の主な事業

資料３

夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら

都市像

～ひとの活躍が新たな誇りを創るまちへ～

２０２６年のいちはらの姿

1

2

3

4

5

産業と交流の好循環が
新たな価値を創るまちへ

つながりと支え合いが
ひとと地域を健康にするまちへ

ひとの活躍と豊かな生活を支える
安心・安全なまちへ

子どもたちの輝き・若者の夢・
いちはらの文化を育むまちへ

ひとが環境を守り
活かすまちへ

【産業経済・交流】

【コミュニティ・福祉・健康】

【都市基盤整備・安心安全】

【子育て・教育・文化】

【環境】

働きたくなるまち

地域とつながり健康になれるまち

住み続けたくなるまち

子どもを産み育てたくなるまち

資源を有効に使うまち

1 臨海部工業の競争力強化
2 中小企業の経営力向上と起業・創業促進

1 地域団体による活動支援

3 雇用機会の拡大

2 健康寿命の延伸

1 コンパクト・プラス・ネットワークの推進
2 暮らしやすい住環境の創出
3 主要な道路の整備・維持

4 ビジネス機会の創出

4 水の安定供給、汚水処理の推進

産業支援センター創設事業
創業促進支援事業
中小企業基盤強化促進事業
人づくり職業能力開発等支援事業
JR3駅周辺活性化支援事業
ふるさと名物応援事業

市民活動支援事業
町会活動支援事業
歯の健康推進事業
いちはらポイント制度構築事業
生活習慣病対策事業

都市計画道路整備事業
まちづくり推進事業/土地区画整理事業
道路ストック事業/街路樹管理事業
公共下水道（汚水）整備事業
地方公営企業法適用事業/県営水道料金・
下水道使用料徴収一元化事業

1 少子化対策と子育て支援の充実
2 確かな教育の推進

1 自然エネルギーの有効利用

母子相談支援事業/若者の結婚支援事業
産後ケア事業/病児保育事業/保育士宿舎
借り上げ支援事業/市立認定こども園環境整
備事業
基礎学力定着推進事業
英語教育推進事業/教育の情報化推進事業
市原力で輝く学校地域連携事業/アートミック
ス連携事業

2 資源循環による新たな価値の創出

愛着と誇りを育むまち

ごみ処理手数料の適正化事業
最終処分場浸出処理施設延命化対策事業
住宅用省エネルギー設備等設置補助事業
合併処理浄化槽普及事業
し尿処理施設更新事業

3 生涯学習の充実
4 文化の継承と創造

新たな魅力を創出するまち

ふれ合い支え合うまち
3 地域福祉の推進

5 農林業の活力向上
6 地域資源を活用した観光まちづくり
次世代農業推進事業
有害獣対策事業
担い手農業者育成事業
「いちはら梨」産地再生事業
耕作放棄地再生事業
観光地おもてなし事業
ゴルフの街いちはら事業
市原市地域おこし協力隊事業

4 高齢者への支援
5 障がい者への支援

安心生活見守り支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業
障がい者地域生活相談支援事業
生活困窮者自立支援事業

A 都市創生戦略
１ 中心都市拠点
2 都市拠点
3 地域拠点
立地適正化計画推進事業
公共資産マネ ジメント推
進事業
ＪＲ3駅周辺商業活性化事業

バスロケーションシステム
整備費補助事業
海保地区への産業誘導事業

ゴルフの街いちはら事業

いちはら市民大学推進事業
いちはら歴史のミュージアム整備事業
大学とのスポーツ連携事業
スポーツボランティア活用事業
オリンピック・パラリンピック推進事業
ゼットエーボールパーク（臨海球場）改修事業

5 危機管理の強化
6 消防体制の充実
7 医療・救急体制の強化
8 交通安全と防犯力の向上
防災庁舎建設事業/庁舎強靭化対策事業
防災行政無線デジタル化整備事業/三枝川
改修事業/公共下水道（雨水）整備事業
住宅防火対策事業
救急医療対策事業/看護士等修学資金貸
与事業
防犯ボックス事業/町会管理防犯街灯ＬＥＤ
化事業/交通安全施設管理事業

1 市域を越えた連携

6 交通ネットワーク
土地区画整理事業
都市計画道路整備事業

民間保育所等共同整備事業
地域資源を活かした観光振興事業
合同企業説明会事業
広域連携推進事業

自然とともに生きるまち

5 魅力あるスポーツ資源の活用

3 クリーンな環境の保全
4 自然との共生

多様性を認め合うまち
6 多文化共生社会の実現
7 人権の尊重・男女共同参画社会の確立
国際交流推進事業
男女共同参画の意識づくり事業（女性チャレ
ンジセミナー）

大気汚染監視システム整備事業
埋立て事業場等マッピングシステム導入事業

C 自治体経営戦略

B 広域連携戦略
る地域

4 インターチェンジ周辺
5 豊かな自然が広が

安心・安全なまち

1 市民本位の行政経営

4 公共資産マネジメントの推進

2 地域主体のまちづくりの推進

5 シティプロモーションの推進

3 総合計画を中心にした行財政運営

6 人材育成の推進

総合計画推進事業
公共資産マネジメント推進事業
統計データ等活用推進事業
中核的都市のあり方研究事業

いちはらの魅力発信事業
広報いちはら見直し事業
証明書コンビニ交付サービス事業

7 情報化の推進

自治体セキュリティクラウド事業
窓口業務の外部委託化事業

