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 １.計画策定の体制（総合計画策定方針より抜粋）

（１）市民参加と情報共有

　①総合計画審議会の設置

　　　「総合計画条例」に基づき、基本構想と基本計画の策定等について調査・審議を行うため、

公募の市民、市民団体等に属する方、学識経験者など25名以内で構成する総合計画審議会

を設置します。

　　　　

　②市民アンケートの実施　

　　　無作為抽出により、5,000人の市民を対象として、郵送によるアンケートを実施し、計画

策定に活用します。

　　　各分野の計画や方針の策定・見直しにともない実施するアンケート結果をできる限り活

用します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③あびこみんなのまちかいぎの実施

　　　市民アンケートにおいて無作為抽出した市民と広報等で公募した市民を対象に、意見交

換を行います。最大５地区での開催とし、参加人数等により、変動するものとします。

　　　また、必要に応じて、諸団体等との意見交換を実施します。

　　　

　④子どもや若者との意見交換の実施

　　・小学６年生と中学生を対象に、アンケートを実施します。

　　・各中学校から選出いただく生徒との意見交換を実施します。

　　・市の事業に携わった高校生・大学生等を中心に、意見交換を実施します。

　⑤パブリックコメントの実施　　　

　　　基本構想及び基本計画について、パブリックコメントを実施し、市民からの意見を求め、

寄せられた意見や要望、情報に対し、市の考え方を明らかにするとともに、計画策定に活

用します。

　⑥その他の意見聴取等

　　　広報あびこやホームページ、ｅモニターなどを活用し、市民と計画の策定状況を情報共

有するとともに、市政ふれあい懇談会などさまざまな機会を捉えて、市民からの意見を広

く募集し、計画策定に活用します。

　⑦我孫子市議会

　　　「我孫子市議会の議決すべき事件を定める条例」の定めるところにより、基本構想につい

ては、市議会の審議を経て、議決いただきます。

　　　基本構想・基本計画の策定段階において、進捗状況を議会ごとに報告し、意見を伺います。
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（２）庁内での策定体制

　①総合計画策定委員会及びワーキングチームの設置

　　・基本構想をはじめとした総合計画の策定について調査・研究を行うため、課長または課

　　　長相当職で構成する総合計画策定委員会を設置します。　　　　　

　　・策定委員会の下に実務担当者で構成するワーキングチームを設置します。

　　　　　

　②若手職員との意見交換会の実施及び情報共有

　　　有志の若手職員を対象に意見交換を実施し、計画策定に活用します。

　　　また、庁内LANや庁議などを活用して、全職員との情報共有を図ります。

策定体制図

基本構想 

総 合 計 画

審 議 会
市　長 市 議 会 
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議決答申 
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 ２.策定経過

（１）総合計画審議会

開催日 議題

令和元年６月 22 日 市の現状と課題など

令和元年８月 25 日 序論、土地利用方針など

令和元年 10 月 26 日 市民アンケート、将来都市像など

令和元年 12 月 22 日 基本目標、将来目標人口など

令和２年７月 11 日 基本目標、基本施策など

令和２年８月 29 日 土地利用構想、交通軸の形成など

令和２年９月 12 日 基本構想（案）に対する答申

令和３年５月 29 日 創生総合戦略、SDGs など

令和３年７月 10 日

基本施策
令和３年７月 31 日

令和３年８月 21 日

令和３年 10 月 16 日

令和３年 11 月６日 基本計画素案、創生総合戦略

令和３年 11 月 27 日 基本計画（案）に対する答申の検討

令和３年 12 月 18 日 基本計画（案）に対する答申

（２）総合計画策定委員会

開催日 議題

令和元年５月８日 総合計画の策定方針など

令和元年６月６日 市の現状と課題など

令和元年８月 16 日 序論、土地利用方針など

令和元年 10 月 16 日 アンケート結果、将来都市像など

令和元年 12 月 17 日 基本目標、将来目標人口など

令和２年２月 21 日 基本施策、将来都市像など

令和２年７月３日 基本目標、基本施策など

令和２年７月 31 日 土地利用構想、基本施策など

令和３年５月 21 日 創生総合戦略、SDGs など

令和３年５月 28 日

基本施策

令和３年７月１日

令和３年７月 15 日

令和３年９月 14 日

令和３年９月 30 日

令和３年 10 月５日

令和３年 10 月 25 日

令和３年 11 月 25 日 基本計画素案
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（３）総合計画ワーキングチーム

開催日 議題

令和元年５月 13 日 施策体系、将来都市像など

令和元年６月３日 市の課題に対する今後の取組みなど

令和元年７月 18 日 施策体系など

令和元年８月 13 日 序論、土地利用方針など

令和元年８月 29 日 アンケート結果、施策体系など

令和元年 10 月２日 将来都市像、基本施策など

令和元年 10 月 30 日 土地利用構想、基本目標など

令和元年 12 月４日 将来目標人口、将来都市像など

令和２年１月 15 日 基本目標、基本施策など

令和２年２月７日 基本施策、将来都市像など

令和２年６月 19 日 基本目標、基本施策など

令和２年７月 28 日 将来都市像、土地利用構想など

令和２年 12 月８日

基本目標、基本施策など
令和３年４月８日

令和３年４月 28 日

令和３年５月 14 日

令和３年６月 25 日

基本施策

令和３年７月 14 日

令和３年７月 27 日

令和３年８月 17 日

令和３年８月 27 日

令和３年９月 28 日

令和３年 10 月 20 日

令和３年 11 月５日 基本施策、SDGs

（４）我孫子市議会

開催日 内容

令和２年 12 月８日

基本構想審査特別委員会による審議

令和２年 12 月 18 日

令和３年２月２日

令和３年２月 16 日

令和３年３月 17 日

令和３年３月 22 日

令和３年３月 22 日 我孫子市第四次総合計画基本構想（案）の可決

令和３年 11 月 18 日
総務企画常任委員会への説明

令和４年１月 28 日
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（５）パブリックコメント

実施期間 内容 提出意見数

令和２年９月 16 日〜
令和２年 10 月 15 日

我孫子市第四次総合計画基本構想（案） ６件

令和３年 12 月 25 日〜
令和４年１月 24 日

我孫子市第四次総合計画前期基本計画（案） ０件
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 ３. 総合計画審議会委員名簿

氏名 所属等 在任期間 備考

阿曽　義弘 我孫子市認定農業者協議会 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

池田　優樹 我孫子市私立保育園等連絡協議会 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

小田　麻子 あびこ市民活動ネットワーク R1.6.22‥〜‥R4.3.31

門脇　伊知郎 合同会社わんぱく R1.6.22‥〜‥R4.3.31

上村　英生 我孫子市商工会‥専務理事 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

川合　瑞季 公募の市民（学生　※委嘱日時点） R1.6.22‥〜‥R4.3.31

熊田　雅弘 大和電機株式会社‥代表取締役社長 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

佐藤　香織 学生（中央学院大学現代教養学部） R1.6.22‥〜‥R4.3.31

椎名　正夫 我孫子市民生委員児童委員協議会‥会長 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

志賀　幸夫 けやき社会センター‥施設長 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

白𡈽　健司
株式会社千葉銀行我孫子支店‥支店長

R1.6.22‥〜‥R2.3.31

川名　善慶 R2.4.‥1‥‥〜‥R4.3.31

髙橋　裕子 川村学園女子大学生活創造学部生活文化学科‥教授 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

武田　二郎 公募の市民 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

田中　信子 介護支援専門員 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

新妻　雄介 一般社団法人我孫子青年会議所‥理事長 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

橋本　小都美 公募の市民（学生　※委嘱日時点） R1.6.22‥〜‥R4.3.31

林　健一 中央学院大学現代教養学部‥准教授 R1.6.22‥〜‥R4.3.31 副会長

藤井　敬宏 日本大学理工学部交通システム工学科‥教授 R1.6.22‥〜‥R4.3.31 会　長

松山　桃子 公募の市民（学生　※委嘱日時点） R1.6.22‥〜‥R4.3.31

宮川　修 我孫子市環境審議会 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

宮本　泰宏 公募の市民 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

湯下　廣一
我孫子市社会福祉協議会‥会長

R1.6.22‥〜‥R3.6.21

鈴木　寿幸 R3.7.‥1‥‥〜‥R4.3.31

山家　祥文 天王台北地区まちづくり協議会 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

山内　智 株式会社イトーヨーカ堂 R1.6.22‥〜‥R4.3.31

山下　裕
千葉県東葛飾地域振興事務所‥所長

R1.6.22‥〜‥R3.3.31

渡辺　絹代 R3.5.29‥〜‥R4.3.31
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 ４. 第四次総合計画諮問

企画第141号

令和元年６月22日

我孫子市総合計画審議会

会長　藤井　敬宏　様

我孫子市長　星野　順一郎

　我孫子市総合計画について（諮問）

　本市では、平成14年４月に第三次総合計画をスタートし、「手賀沼のほとり　心輝くま

ち　〜人・鳥・文化のハーモニー〜」の実現に向け、その推進を図ってきました。

　本計画が令和４年３月に終了することから、令和４年度にスタートする第四次総合計画

の策定を進めていきます。

　市を取り巻く社会環境が大きな変化を迎えているなか、若い世代が住みたいまち、子ど

もから高齢者、障がいのある方など、誰もが安全・安心に暮らし続けることができるまち

づくりの実現に向け、我孫子市総合計画条例第６条の規定に基づき、下記の事項について

貴審議会に諮問します。

記

１．第四次総合計画（基本構想・前期基本計画）の策定について

２．第三次総合計画第三次基本計画の見直しについて
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 ５. 第㆕次総合計画答申

（１）基本構想

令和２年９月12日

我孫子市長　星野　順一郎　様

我孫子市総合計画審議会

会長　藤井　敬宏

　我孫子市第四次総合計画基本構想の策定について（答申）

　令和元年６月22日付け企画第141号「我孫子市総合計画について（諮問）」により諮問さ

れた「１．第四次総合計画基本構想の策定」について、まちづくりの目指すべき姿や方向

性等について慎重に審議した結果、別紙の我孫子市第四次総合計画基本構想（案）として

答申します。

　なお、基本構想に掲げる将来都市像「未来につなぐ　心やすらぐ水辺のまち　我・孫・子」

に向けた計画の推進にあたり、下記の事項に留意してください。

記

１．　地震や局地的な集中豪雨、新たな感染症など、市民生活への脅威は拡大かつ複雑化

しています。

　　　市民・地域・行政がそれぞれ防災意識を高めるとともに、相互の連携を図りながら、

誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりに努めてください。

２．　今後、少子高齢化が進行し、労働力の軸となる生産年齢人口の減少や担い手不足に

より地域の活力の低下が懸念されることから、これまで以上に子育て世代の定住化を

促し、バランスの取れた人口構成を目指していくことが重要となります。

　　　そのため、新たな企業の誘致に積極的に取り組むことで安定した雇用を確保すると

ともに、働きながら安心して子どもを産み育てられる環境を充実し、若い世代が希望

を持てるまちづくりに努めてください。
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３．　我孫子には、先人たちが残した様々な地域資源や豊かな自然があります。これらを

継承し、活用するとともに、市内外にPRすることで、にぎわいのあるまちづくりに努

めてください。

４．　地球規模の温暖化や環境破壊を防ぎ、美しい地球を次世代に繋いでいくため、ごみ

の減量化や再資源化、温室効果ガス削減のための再生可能エネルギーの活用など、環

境に配慮した社会を目指したまちづくりに努めてください。

５．　魅力あるまちづくりを進める上で、シティプロモーションは重要な施策です。また、

シティプロモーションにおいて大切なことは、市民や事業者と共に取り組み、地元に

愛着を持ってもらうことです。そのことを踏まえ、常に「情報の受け手」の立場から

考え、我孫子市の魅力がどうすれば効果的に伝わるのかを意識したシティプロモーシ

ョンが重要です。また、どの媒体で情報発信することが効果的・効率的か検討するなど、

創意工夫に努めてください。
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（２）基本計画

令和３年12月18日

我孫子市長　星野　順一郎　様

我孫子市総合計画審議会

‥会長　藤井　敬宏

　令和元年６月22日付け企画第141号「我孫子市総合計画について（諮問）」により諮問さ

れた「１．第四次総合計画前期基本計画の策定」について、我孫子市総合計画条例第10条

の規定により本審議会において慎重に調査及び審議した結果、妥当と判断します。

　なお、基本計画における各基本施策の実施にあたっては、下記の事項を十分に踏まえ、

基本構想の実現に向け推進されるよう要望します。

記

１．　基本目標１「誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり」では、市民・地域・行政

が連携し、激甚化する災害や新たな感染症などに迅速かつ的確に対応していただきた

い。また、子どもたちが安全に生活できるよう、地域の見守りを充実させるとともに

通学路をはじめ生活道路の安全対策を進めていただきたい。

２．　基本目標２「誰もが健康で自分らしくともに暮らせるまちづくり」では、地域共生

社会を目指すうえで欠かせない、民生委員、児童委員の確保に努めるとともに、高齢

化社会の進展に対応できるよう支援の充実を図られたい。

３．　基本目標３「子どもと子育てにあたたかいまちづくり」では、支援を必要とする人

が必要な支援をうけられるよう周知を図るとともに、地域資源を活かした郷土愛の醸

成に努め、心身ともに健やかな子どもが育つ環境を整備していただきたい。

４．　基本目標４「活力あふれにぎわいのあるまちづくり」では、新たな企業の誘致に積

極的に取り組むとともに、あびこの活力の源である中小企業の活性化を進めていただ

きたい。また、手賀沼をはじめとする自然環境や歴史・文化などの地域資源を活かし

たにぎわいづくりに努めるとともに、スポーツや各種イベントなどを通じて交流人口

の拡大に向けた取組を進めていただきたい。
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５．　基本目標５「快適で住み続けたくなるまちづくり」では、千葉北西連絡道路の進捗

を注視し、まちの活性化につながるよう効果的に幹線道路網の見直しを進めていただ

きたい。また、公園がより市民の憩いの場として活用されるよう、さまざまな取組を

進めていただきたい。

６．　基本目標６「人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり」では、地球規模の温

暖化や環境破壊を防ぎ、美しい地球を次世代につないでいくため、カーボンニュート

ラルの実現や環境負荷低減に向けた取組を市民・事業者・行政が一丸となって進めて

いただきたい。

７．　基本目標７「人と文化を育むまちづくり」では、市民との協働のほか、事業者との

連携などの工夫により鳥の博物館などの充実を図るとともに、あびこならではの歴史・

文化を保存し、より一層の活用を進めていただきたい。

８．　基本目標８「誰もが自分らしく輝ける共生社会を目指したまちづくり」では、市民

の関心を高め、お互いの違いを認め合い尊重し合える意識を醸成するとともに、多方

面との連携に努めていただきたい。

９．　すべての基本施策を進める上で、市民・事業者・行政がそれぞれ役割を分担しなが

らまちづくりを進めるとともに、多様化する市民ニーズに的確に対応した行政運営を

推進していただきたい。また、市内外の人に適切な時期に適切な情報を伝え事業の効

果を高めるとともに、市の知名度向上とイメージアップ、市民の郷土愛の醸成を図ら

れたい。さらに、財源の確保に努めるとともに事業の選択と集中による効率的・効果

的な予算配分を行い、持続可能な行政運営を進めていただきたい。

以上
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 ６. 各種アンケート調査

　第四次総合計画の策定において、市民のみなさんの意向等を把握し、計画づくりに反映させ

るため、さまざまなアンケートを実施しました。

（１）ｅモニターアンケート調査

　

　主に子育て世代の方を対象に子育てに関する市民のニーズやまちの現状、課題を明らかにす

るために実施しました。

　・調査対象：ｅモニター登録者269人

　・調査期間：令和元年７月２日〜７月15日

　・回答者数：210人（回答率78.1％）

（２）市民アンケート調査

　これまで市が実施してきた施策に対する市民の満足度・重要度を把握するために実施しまし

た。

　・調査対象：市内在住の18歳以上の男女5,000人

　・抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出

　・調査方法：郵送による配布・回収（無記名方式）

　・調査期間：令和元年９月14日〜９月25日

　・回答者数：1,413人（回答率28.3％）

（３）アンケートツールを活用したアンケート調査

　NPS（推奨度を点数化した指標）を測れるアンケートツールを活用し、若い世代を対象とし

た市民満足度アンケートを実施しました。

　・調査対象：18歳〜49歳の市民

　・調査期間：令和３年３月１日〜３月24日

　・回答者数：502人
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 ７. あびこみんなのまちかいぎ

　多くの方のご意見を取り入れた総合計画を策定するため、市民アンケートに回答していただ

いた方を対象に参加者を募り「あびこみんなのまちかいぎ」を開催しました。

　参加者の皆様には、我孫子市の「良いところ」「良くないところ」について意見交換をしてい

ただき、「今後、我孫子市がどのようなまちになってほしいか」についてご検討いただきました。

　また、さまざまな立場の方々との意見交換会も実施し、今後のまちづくりについて多くのご

意見をいただきました。

開催日 開催場所 対象 参加者数

令和元年７月６日 並木小学校 我孫子 PTA 連絡協議会理事 25 名

令和元年７月 13 日 新木小学校 新木小学校 PTA 役員 25 名

令和元年７月 22 日 にこにこ広場 にこにこ広場利用者 ８名

令和元年８月５日 にこにこ広場 にこにこ広場利用者 16 名

令和元年８月 24 日 布佐中学校 布佐中学校 PTA 役員 18 名

令和元年８月 27 日 保健センター 健康づくり推進員 18 名

令和元年 11 月１日 湖北台近隣センター 市民（アンケート回答者） ４名

令和元年 11 月９日 我孫子南近隣センター 市民（アンケート回答者） ６名

令和元年 11 月 23 日 新木近隣センター 市民（アンケート回答者） ４名

令和元年 11 月 23 日 天王台北近隣センター 市民（アンケート回答者） ８名

若手職員によるまちかいぎ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

市の課題や今後のあるべき姿について、これからの我孫子市の行政を担う若手職員からも意

見を出してもらうため、「若手職員によるまちかいぎ」を実施しました。

35 歳以下の職員有志 13 名が終業後に複数回の会議を重ね、今後実施すべき事業や業務改善

に関する意見を出し合いました。

出された意見を提案としてまとめあげ、市長・副市長へ発表しました。
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 ８. 学生の意見聴取

（１）アンケート調査

　総合計画策定に向けた基礎資料とするため、次世代を担う子どもたちが思い描く我孫子市に

ついて、アンケート調査を実施しました。

　・対象：市内在学の小学６年生、中学生

　・人数：約4,100名

　・実施方法：各学校、授業内での実施

　・実施期間：令和元年６月11日〜21日

（２）意見交換会

　　

　我孫子に住んでいて「好きなところ」「嫌いなところ」「どんなまちになってほしいか」「住み

続けるには、どのようなことが必要か」をテーマに、中学生と高校生からご意見をいただきま

した。

（中学生の部）

　・実施日：令和元年７月１日

　・実施場所：湖北台中学校

　・参加者：中学生12名（各校２名）

（高校生の部）

　・実施日：令和元年８月28日

　・実施場所：我孫子北近隣センター

　・参加者：高校生８名
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我孫子東高等学校が市制施行50周年を記念して制作した「つまようじアート作品」。

126,840本のつまようじを使用。


