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第１章 序 論 

 

１ 合併の背景と必要性 

旭市、海上町、飯岡町、干潟町の１市３町は、美しい九十九里の海浜や緑

豊かな田園景観、北総台地など、恵まれた自然環境を基盤として、活力ある

地域社会を築きあげてきました。 

また、１市３町の連携強化と機能分担による一体的な振興を図るため、一

部事務組合を設置して、病院や消防、ごみ処理など、住民生活の安全・安心

に関する事務の共同処理を進めてきました。 

しかし、近年の社会経済情勢の変化の下で、地方分権1の進展や少子・高齢

化への対応、財政状況の悪化など、共通の課題を抱えており、行財政の効率

化、行政能力向上への早急な対応が求められています。 

１市３町の合併は、これらの現状や課題に対する有効な対応策として考え

られます。 

(1) 地方分権への対応 

いわゆる「地方分権一括法」が平成 12 年４月から施行され、機関委任事務

2が廃止されるとともに、国や県から市町村に様々な権限が移譲されるなど、

地方分権が進められています。 

地方分権とは、国と地方公共団体の役割分担を明確にし、対等・協力を基

本とする国と地方の新しい関係の下で、地方公共団体が自らの創意工夫と責

任で政策を決定し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現しようとするも

のです。 

このような地方分権の時代にあっては、住民に最も身近で基礎的な自治体

である市町村こそが主役です。 

地域の特性や個性を生かしたまちづくりや、地域の実情に応じた住民の暮

らしづくりを、自主的・自立的に、さらに広く担っていくためには、１市３

町においても、それにふさわしい行政組織や財政基盤を確立する必要があり

ます。 

                                                   
1地方分権：中央集権に対する言葉で、国から県、市町村へと従来の行政決定権を地方自治体に権限移譲すること。

これにより、地方自治体の運営面で、行政・財政上の自治や自立性が大幅に認められる。 
2機関委任事務：地方公共団体に対して国が法律に基づき委任する事務。地方分権一括法で廃止された。 
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(2) 生活圏の拡大や広域行政への対応 

今後、ますます多様化、高度化する行政需要に適切に対応し、住民福祉の

一層の向上を図るためには、生活圏の拡大に対応した広域的な観点からの施

策の展開や、重点的な投資による基盤整備の推進などが一層必要になってき

ます。 

１市３町は、これまで、病院や消防、ごみ処理、学校給食（海上町と飯岡

町の２町）など住民に最も身近なサービスにおいて一部事務組合を設置して

事務の共同処理を進めてきました。 

今後は、１市３町の連携を一層強化し、保健・医療・福祉をはじめ、道路

網や排水路網、教育・文化、産業振興など、住民生活を取り巻く様々な分野

において、市町の枠組みを越えた一体的な行政を推進する必要があります。 

(3) 少子・高齢社会への対応 

全国的な少子・高齢化の流れは、１市３町においても例外ではなく、平成

７年で１市３町の総人口に占める 65 歳以上のお年寄りの割合（高齢化率

17.3％）が 14 歳以下の年少人口の割合（16.7％）を上回り、平成 12 年では

高齢化率 20.1％、年少人口の割合 15.1％とその差はさらに広がっています。

また、平成 12 年の高齢化率は、県平均（14.1％）を大きく上回っています。 

生産年齢人口の割合は、減少傾向で推移してきており、平成 12 年では

64.8％となっています。 

このため、少子・高齢化対策として、また若者の定住対策として、保健・

医療・福祉サービスの充実や、地域活力の低下を防ぐ対策などが必要となっ

ています。 

(4) 厳しい財政状況への対応 

長引く景気の低迷による税収の落ち込みや、公債費の増加などにより、国、

地方ともに、厳しい財政運営を強いられています。 

１市３町においても、財源の多くを国や県に依存しています。 

また、歳出に占める経常的経費の割合も高くなる（いわゆる財政構造の硬

直化）など、大変厳しい財政状況にあります。 
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一方、国は地方分権改革の一環として三位一体の改革3の中で、地方交付税

や国庫補助負担金のあり方について見直しを進めており、地方公共団体は、

安定した財源の確保と効率的な行財政運営による財政基盤の強化が求められ

ています。 

    表１ １市３町全体の財政推移 

（単位：億円） 

 平成 8 年度 平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

歳入総額 269.1 251.9 260.0 265.0 252.2 244.6 244.6 

  

地方税 62.2 65.5 62.6 65.4 63.2 63.8 63.6 

歳入総額に占め

る地方税の割合 
23.1% 26.0% 24.1% 24.7% 25.1% 26.1% 26.0% 

歳出総額 258.8 240.9 247.6 252.8 238.4 231.4 234.9 

 

公債費 17.5 19.3 21.7 22.3 23.4 24.2 24.4 

歳出総額に占め
る公債費の割合 

6.8% 8.0% 8.8% 8.8% 9.8% 10.4% 10.4% 

 

    図１ 合併の背景と必要性 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3三位一体の改革：国から自治体への補助金の廃止・削減、地方交付税の改革、国税から地方税への税源委譲の三

者一体となった財政構造改革を指す。 

厳しい財政状況への対応 

・安定した財源の確保 

・効率的な行財政運営 
 

地方分権への対応 

・創意工夫と自己決定・自己責任によ

る地域社会の実現 

・行政組織の充実や財政基盤の確立 

生活圏の拡大や広域行政への対応 

・生活圏の拡大に対応した施策展開 

・重点的な投資による基盤整備の推進 

少子・高齢社会への対応 

・保健・医療・福祉サービスの充実 

・地域活力の維持・向上 
合 併 
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２ 合併の効果と新市のまちづくり 
 

市町村の合併については、合併後の新市の中心部と周辺部で地域格差が生

じるのではないか、歴史や伝統的な文化への愛着、地域の連帯感が薄れるの

ではないか、住民の意見が施策に反映されにくくなるのではないか、などの

様々な懸念が考えられます。 

１市３町の合併協議に当たっては、これらの懸念にも十分配慮して対応策

を検討することで、次のような合併の効果を生み出せるものと考えています。 

(1) 住民の利便性の向上 

① 合併後は、利用可能な窓口が増加し、仕事や買い物などに併せて窓口サ

ービスを受けることが可能になります。 

また合併を機に、ＩＴ化を促進し、効率的で利便性の高い自治体を目指

します。 

② 合併により、スポーツ施設や文化施設などを同じ条件で利用できるよう

になります。 

③ 将来的には、小学校や中学校の再編成を含めた通学区域の見直しにより、

生活実態に応じた学校区を設定することも可能になります。 

(2) 行政サービスの向上 

① 小規模の市町では、様々な事務を一人で処理しなければならないことも

少なくありませんが、規模が大きくなることにより、これまで十分確保で

きなかった保健師や土木・建築技師などの専門職を採用できるようになり、

専門的かつ高度な行政サービスの提供が可能になります。また、都市計画

やボランティアなどについても住民ニーズを取り入れられる専任組織が設

置できるようになり、地域に合った個性豊かな行政施策の展開が可能とな

ります。 

② 合併を機に、常にサービスの向上やコストダウンを目指すため、民間の

発想による職員の意識改革を行います。 

③ 合併を機に、住民との情報の共有や連携の機会を広げ、住民との協働4に

よる市民参画のまちづくりを推進します。 

④ 現在整備されている１市３町の公共施設を有効活用します。 

                                                   
4協働：行政と住民（住民団体）、企業などが共通の目標に向かって対等の立場で協力しあうこと。協働の実現に

求められるのは、対等性、自主性の尊重、自立性の確保、相互理解、目的の共有、情報の公開、といった原

則の徹底にある。 
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(3) 広域的な観点に立ったまちづくりと重点的な投資による基

盤整備の推進 

① 合併による一体的な行政運営により、隣接する市町間で整備状況が異な

っていた道路や排水施設が改善され、広域的な観光ルートやイベントのＰ

Ｒなどにより観光振興が図られるほか、土地利用や若者の定住対策、環境

保全対策など様々な場面で、広域的な観点に立った効果的なまちづくりを

進めていくことが可能になります。 

② これまでのまちづくりでは、１市３町が各種の公共施設をそれぞれに整

備してきたため、類似施設が重複して整備されることもありましたが、今

後は、地域の均衡ある発展や機能分担を図ることにより、住民が利用しや

すい公共施設の効率的な配置が可能になります。 

(4) 行財政の効率化 

① 重複する内部管理部門をスリム化することができます。 

また、多様化する住民ニーズに対応できるよう行政組織を再編し、人材

の適正配置を進めることが可能となります。 

② 市町長や助役をはじめとする特別職の公務員は約４分の１に、議員総数

も現行の 70 人から 26 人（地方自治法に基づく上限数は 30 人）に削減され

ます。また、行政の効率化により、一般職の公務員も削減されます。 

さらに事業内容の精査によりアウトソーシング5の推進や地域住民との

協働により更なる経費や職員の削減に取り組みます。 

③ 今後、１市３町の行財政運営はさらに厳しくなるものと予想されますが、

合併により行財政基盤が強化されることにより、弾力的な財政運営や資金

運用が可能となります。 

また、合併に伴う財政支援策として、合併後 15 年間は地方交付税の特例

措置を受けられるほか、新市のまちづくりのための建設事業などに充てる

合併特例債の発行が認められます。さらに合併に伴い必要な事業の実施に

対しては、国と県からの助成も受けられます。 

④ 合併を機に、事務事業の評価、情報の公開を推進し、無駄のない透明性

の高い行政運営を目指します。 

                                                   
5アウトソーシング：業務の一部を外部の専門業者に委託すること。 
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(5) 地域コミュニティの活性化 

① 合併後は、伝統的な歴史や地域文化の保存、地域コミュニティ活性化の

ための施策をより一層推進します。 

(6) 地域のイメージアップ及び活性化 

① 本地域は、全国有数の農業地域です。 

旭市は、キュウリを中心とする施設園芸、畜産、水稲、花きなどで県下

第４位(平成１２年度)の農業粗生産額を誇っています。 

飯岡町は、トマト、メロン、パセリ、花きなどの農産物の特産品化に成

功し、一戸当たりの生産農業所得においては県内トップの位置を堅持して

います。 

海上町は、畜産が盛んな上、水稲、野菜、花きなどが幅広く生産されて

おり、農業粗生産額も県内で上位に位置します。特にマッシュルームにつ

いては、全国有数の生産額であることに加え、品質が優れていることから

マスコミにも取り上げられています。 

干潟町は、施設園芸が盛んで、県下第一の産地である春菊・シシトウ・

白瓜をはじめ、トマト・キュウリ・大和芋等が栽培されています。また、

水田の大区画化を進め、良好な水稲産地であるとともに、畜産も盛んで、

特に養豚は県下でも有数な地域となっています。 

この１市３町が合併すると、県下第一の農業粗生産額を誇る大産地が誕

生し、情報発信力、ブランド力6の強化が期待されます。 

② 本地域は、海と緑の自然や歴史文化、特産品など、豊かで多彩な資源に

恵まれています。 

飯岡町には、九十九里地域を包括する飯岡漁港があり、県内では銚子漁

港に次ぐ水揚げ量を記録しています。また、飯岡漁港及びその周辺は、遊

漁船業や海洋レクリエーション基地としての発展可能性も高く、近年では

緩傾斜護岸の完成、「みなと公園」「飯岡刑部岬展望館～光と風～」等の

施設整備が進み、観光産業の基盤が完成しつつあります。 

旭市では、水産加工業が発達し、とりわけ県のふるさと産品に指定され

ている「丸干しいわし」は全国１位の生産量を誇っています。また、椿の

海干拓後につくられた溜池の中で最大の面積を持つ「袋の溜池」周辺は親

                                                   
6ブランド力：消費者にとって選択の手がかり、信頼の根拠となるように名称、シンボル、意匠をつけることによ

って、他の商品との違いを明確にし、商品力をもたせること。 
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水公園として整備され、散策用の木橋「さくら橋」を中心に、春の桜、夏

の夕涼みを楽しむ大勢の市民に愛されています。 

海上町には、県郷土環境保全地域である自然豊かな「龍福寺の森」や、

それに隣接する通年利用可能な「県立海上キャンプ場」及び「滝のさと自

然公園」があり、県内外を問わず広く親しまれています。 

干潟町には、世界に先がけて農業協同組合を創ったことで知られ、国指

定の史跡となっている大原幽学の遺跡があり、その周辺は記念館やキャン

プ場を備えた公園となっています。また、県内最大級の前方後円墳である

御前鬼塚古墳等の貴重な資源があります。 

この１市３町が合併することにより、これらの地域資源の連携が強化さ

れ、観光資源としての活用が一層図られ、地域の活性化、観光地としての

イメージアップが期待されます。 

③ 旭市は、商圏人口 23 万人に上る東総地域の商業中心都市です。また、自

治体病院としては全国トップクラスの旭中央病院があり、高齢者福祉施設、

障害者福祉施設についても県下有数の集積がみられ、これからの高齢社会

に対応した基盤整備が進んでおり、保健・医療・福祉の地域中核都市とな

っています。 

合併により、これらの商業機能や保健・医療・福祉施設を利用しやすく

するための基盤の整備が進み住民生活の質的向上が図られ、地域の魅力が

一層高まることが期待されます。 
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３ 住民の意向 

新市のまちづくりの方向は、新市の主役である住民の意向に対応したもの

でなければなりません。本計画の策定に当たっては、住民アンケート調査や

まちづくり懇談会等を実施し、住民の意向をできるだけ多く反映させること

に努めました。 

アンケート調査の結果やまちづくり懇談会の提言等については、新市の将

来都市像や発展課題、主要事業、重点プロジェクトの作成において、活用さ

せていただきました。 

(1) アンケート調査結果の概要 

アンケート調査は、１市３町の全世帯、中学生以上を対象に実施し、8,962

人の方から回答をいただきました。 

■新市の将来イメージ 

１市３町が合併した場合の新しい市の将来イメージとしては、「健康に暮

らせる保健・福祉のまち」(59.7％)が第１位に挙げられ、次いで「快適な生

活環境が整ったまち」(51.8％)が続き、これらが他を引き離して上位を占め

ています。 

 

      図２ 住民が望む新市の将来イメージ（複数回答） 

資料：市町村合併に関するアンケート調査 

11.7

25.8

29.0

51.8

59.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

教育や芸術が充実したまち

活力ある産業のまち

自然環境を大切にするまち

快適な生活環境が整ったまち

健康に暮らせる保健・福祉のまち

（％）
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■重要と考える主要事業 

施策分野ごとに住民が重要と考える主要事業は次のとおりとなっています。 

 

        表２ 住民が重要と考える主要事業（複数回答） 

施策分野 第１位 第２位 第３位 

基  盤 
主要なアクセス道路の

整備（41.1％） 

防犯体制の充実

(40.4％) 

市道の整備 

（25.7％） 

生活環境 
不法投棄の監視体制の

強化(39.2％) 

ごみの減量化・資源化

の促進（31.4％） 

ごみ処理広域化の推進

（28.4％） 

保健・医療・福祉 
医療サービスの充実

（50.8％） 

健康づくりの推進

（36.8％） 

国民健康保険制度の健

全な運営（29.3％） 

教育・スポーツ・文化 
学校施設の整備（31.9％） 

人材の育成（31.9％） 

健康づくり運動の推進

（30.6％） 

産  業 

後継者の育成 

（40.7％） 

企業誘致の推進 

（33.3％） 

新しい商業ゾーンの形

成と既存商店街の活性

化(29.3％) 

まちづくり・行財政 

職員の定員適正化計画

策定と職員能力の向上

（43.2％） 

まちづくりサポーター

制度の充実 

（34.8％） 

まちづくり活動への支

援（23.7％） 

情報公開・広報広聴の

充実（23.7％） 

資料：市町村合併に関するアンケート調査 

 

(2) まちづくり懇談会 

まちづくり懇談会は、新市建設計画に住民の意見を反映させることを目的

とした組織で、１市３町の幅広い世代からそれぞれ男女合わせて 12 名が選任

され、計 48 名の会員により構成されました。 

この懇談会では、生活基盤小懇談会、保健福祉・教育小懇談会、産業振興

小懇談会、環境・行政改革小懇談会の４つの小懇談会が設置され、住民福祉

の向上と新市の一体性の確立、並びに１市３町の均衡ある発展に資する提言

をとりまとめるため、討議・検討が行われました。 

その結果、新市建設計画に対する住民の意見として「新市建設計画に関す

る提言」がとりまとめられ、第４回合併協議会（平成１５年９月）において

報告されました。 
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第２章 計画策定の方針 

１ 計画の趣旨 

本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）」に基づき

旭市、海上町、飯岡町、干潟町の合併後の新市のソフト、ハード両面を含め

た、まちづくり全般の指針となるものであり、新市の速やかな一体性の確立

を促し、住民福祉の一層の向上と新市全体の均衡ある発展を目指すものとし

ます。 

なお、新市の進めるまちづくりの、より詳細な内容については、新市が定

める「基本構想」や「基本計画」に委ねるものとします。 

２ 計画の構成 

本計画は、次の項目を基本として構成します。 

➀  基本方針 

➁  根幹となるべき事業（県事業を含む） 

➂  公共的施設の統合整備の計画 

➃  財政計画 

３ 計画の期間 

本計画は、長期的視野に立ち合併後おおむね 20 年間について定めるものと

します。 

４ その他 

本計画は、次の基本的な考え方に基づき策定します。 

➀ 基本方針については、構成市町の基本構想及び住民の意見を尊重し、透

明性の高い計画策定を目指します。 

また、行財政改革を推進し行政組織及び運営の合理化に努めます。 

➁ 根幹となるべき事業については、住民福祉の一層の向上、新市の一体性

の確立、均衡ある発展に資するものを中心に、財政計画を踏まえたうえで

検討します。 

➂ 公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさない

よう十分配慮し、地域のバランス、さらには財政事情を考慮しながら逐次

整備していくものとします。 

➃ 財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、地方債等の依存財

源を過大に見積もることなく、新市において健全な財政運営が行われるよ

う十分留意して策定するものとします。 
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第３章 １市３町の概況 

１ 沿革と自然条件 

(1) 沿革 

旭市、海上町、飯岡町、干潟町は、明治 8 年の町村制施行、昭和 28 年の町

村合併促進法を契機とした合併を経て、現在の１市３町が誕生しました。 

 

旭市・海上町・飯岡町・干潟町の変遷 

                      Ｓ29.2.11 Ｓ29.6.1         Ｓ29.7.1 

 

 

 

 

 

                                      Ｓ29.3.31 

 

 

 

         

Ｍ22.4                           Ｓ29.3.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ｓ30.4.10 

 

 

 

旭 

町 

旭 
 

町 

旭 
 

市 

[境界変更]

海上町琴田

の一部を編

入して市制

を施行 

海
上
町 

矢指村 

富浦村 

共和村 

豊畑村 

鶴巻村 

滝郷村 

嚶鳴村 

飯岡村 

上永井村 

下永井村 

行内村 

平松村 

横根村 

萩園村 

岩崎村 

三川村 

飯
岡
町
（
町
村
制
施
行
に
伴
い
） 

飯 
 

岡 
 

町 

干
潟
町 

古城村 

中和村 

萬歳村 

旭 町 



第３章 １市３町の概況 

 12 

(2) 自然条件 

旭市、海上町、飯岡町、干潟町の１市３町の区域は、千葉県の北東部に位

置し、県都千葉市から 50～60 ㎞圏、また東京都心から 80～90 ㎞圏にありま

す。南部は美しい弓状の九十九里浜に面し、東西にＪＲ総武本線と国道 126

号が走り、北部には、干潟八万石といわれる房総半島屈指の穀倉地帯となだ

らかな丘陵地帯である北総台地が広がっています。 

総面積は、129.91 ㎢で、地形は九十九里平野に属する平坦部と、北総台地

東端部の台地帯（標高 20～50ｍ）からなります。１年の平均気温は 15℃前後

と温暖なため、冬は暖かく、夏は涼しい恵まれた環境にあります。 

本地域は、首都圏における生鮮食料供給基地としての機能を担うとともに、

南に面する九十九里浜は、首都圏における海洋レクリエーション地としての

機能を担っています。今後は、銚子連絡道路の整備に伴い、生鮮食料基地と

しての役割がさらに増大するとともに、観光客の増加が見込まれ、新たな都

市機能の立地が期待されます。 

 

図３ １市３町の位置 
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２ 人口と世帯数 

１市３町の人口は、全体としては、昭和 40 年以降は緩やかな増加傾向を示

してきましたが、近年、増加傾向から減少傾向に転じており、平成 12 年国勢

調査の総人口は、71,176 人となっています。一方、世帯数は、一貫して増加

傾向にあり、平成 12 年国勢調査では 21,156 世帯、１世帯当たり人数は 3.36

人と、核家族化が進行しています。 

市町別にみると、旭市と海上町では人口が増加傾向にあるのに対し、飯岡

町と干潟町では人口が減少傾向にあります。 

年齢別構成をみると、平成 12 年国勢調査では、高齢化率は 20.1％となっ

ており、県平均（14.1％）、全国平均（17.3％）に比べて、より早いペース

で高齢化が進んでいます。一方で、年少人口の割合（15.1％）は、県及び全

国平均を上回っているものの全体的に減少傾向にあり、また、高齢化率を下

回っています。生産年齢人口の割合（64.8％）は、県平均（71.5％）、全国

平均(67.9％)よりも低く、少子・高齢化が顕著に進んでいることがうかがえ

ます。 

 

表３ １市３町の人口及び世帯の推移 

 昭和60年 平成２年(1990年） 平成７年(1995年) 平成12年（2000年） 

(1985年）  伸び率  伸び率  伸び率 

総人口 
（構成比） 67,974人 69,800人 2.7% 71,382人 2.3% 71,176人 △0.3% 

年少人口 
（１４歳以下） 
（構成比） 

14,103人 
(20.7%) 

12,903人 
(18.5%) 

△8.5% 
11,934人 
(16.7%) 

△7.5% 
10,773人 
(15.1%) 

△9.7% 

生産年齢人口 
（１５～６４歳） 

（構成比） 

45,338人 
(66.7%) 

46,535人 
(66.7%) 

2.6% 
47,065人 
(65.9%) 

1.1% 
46,101人 
(64.8%) 

△2.0% 

老年人口 
（６５歳以上） 
（構成比） 

8,533人 
(12.6%) 

10,305人 
(14.8%) 

20.8% 
12,377人 
(17.3%) 

20.1% 
14,302人 
(20.1%) 

15.6% 

世 帯 数 17,106世帯 18,320世帯 7.1% 20,025世帯 9.3% 21,156世帯 5.6% 

１世帯あたりの 
人数 

3.97人 3.81人 △4.0% 3.56人 △6.6% 3.36人 △5.6% 

資料：国勢調査 
注）総人口には年齢不詳者を含みます。世帯数は一般世帯数です。 
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３ 就業構造 

１市３町の就業人口は、昭和 40 年以降平成７年までは緩やかな増加傾向を

示してきましたが、それ以降は総人口の推移同様に減少傾向に転じ、平成 12

年国勢調査では 37,254 人となっています。就業構成は、農業を中心とする第

一次産業が、首都圏の食料供給基地であることを反映して、５分の１を占め

ることが特徴となっています。 

就業構成の推移については、第一次産業の構成比は減少傾向に、第二次産

業は平成７年以降横ばいに、また第三次産業は増加傾向にあります。 

 

表４ １市３町の就業人口の推移 

 昭和60年 
(1985年) 

平成２年 
(1990年） 

平成７年 
(1995年) 

平成12年 
（2000年） 

第一次産業 
（構成比） 

10,027人 
(29.0%) 

8,806人 
(24.1%) 

7,814人 
(20.8%) 

7,454人 
(20.0%) 

第二次産業 
（構成比） 

9,324人 
(26.9%) 

10,607人 
(29.0%) 

10,643人 
(28.3%) 

10,393人 
(27.9%) 

第三次産業 
（構成比） 

15,216人 
(44.0%) 

17,157人 
(46.9%) 

19,076人 
(50.8%) 

19,376人 
(52.0%) 

計 34,621人 36,597人 37,564人 37,254人 

資料：国勢調査 

 

注）計には分類不詳を含むため各産業合計に一致しません。 

※平成 12年国勢調査 
全国の就業構成 ：第一次産業 5.0％、第二次産業 29.5％、第三次産業 64.3％ 
千葉県の就業構成：第一次産業 3.9％、第二次産業 24.7％、第三次産業 69.6％ 

※産業分類 
第一次産業：農業・林業・水産業など 
第二次産業：製造業・建設業、鉱業など 
第三次産業：小売業・卸売業・飲食業・金融業・運輸通信業・サービス業など 
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４ 産業動向 

(1) 農業 

〔現状〕 

農業は、水稲、野菜、花き等が幅広く生産され、畜産も盛んなため首都圏

の食料供給基地として重要な役割を果たしており、特に、旭市の北部から海

上町の西部、干潟町の南部にかけては「干潟八万石」と呼ばれる広大で豊か

な水田地帯が形成され、稲作の中心地域となっています。 

１市３町の農業粗生産額は 414 億 2 千万円（平成 12 年）と、県内市町村の

中ではトップの額となり、県内粗生産額の１割近くを占めることになります。 

近年では、農産物の輸入自由化の進展、国内の産地間競争の激化、後継者

不足等により農家数や農地の減少が続いています。 

 

表５ １市３町の農業粗生産額        （単位：億円） 

 旭 市 海上町 飯岡町 干潟町 計 千葉県合計 

生産額 144.1 96.5 66.7 106.9 414.2 4,448.2 

県全体に占め

る構成比 
3.2％ 2.2％ 1.5％ 2.4％ 9.3％ － 

資料：平成 12年千葉県生産農業所得統計 

 

〔発展課題〕 

今後は、魅力ある産業としての農業を目指し、農業生産基盤の強化・生産

の効率化・先端技術の導入を進め、所得の向上を図るとともに、優良農地の

保全や農村環境の整備を行い、担い手の確保や、後継者の育成を図る必要が

あります。 

また、消費者ニーズである健康・安全性志向にこたえるため、有機農産物

の生産や、トレーサビリティー7への取り組みとあわせ、有機性資源を活用し

た環境にやさしい循環型農業8の推進、産地から直に高付加価値化した農産物

を流通させる体制づくりが必要です。 

                                                   
7トレーサビリティー：農産物、加工食品などの原材料、生産から流通にいたる一連の供給ルートを追跡確認する

こと、又は食品の生産から流通の一連の足取り(履歴)を追跡できる仕組みのこと。 
8循環型農業：農業生産活動が持っている、自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつそれを促進

する機能（自然循環機能）を維持増進する環境と調和のとれた農業生産を指す。 
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さらに、県内粗生産額の１割近くを占める規模を生かして産地としての知

名度向上を図るとともに、自然環境や首都圏に近い地理的条件を活用して、

体験農業等グリーンツーリズム9に取り組み、農村の魅力を育て、都市住民と

の交流を図ることで、新たな発展が期待されます。 

 

(2) 水産業 

〔現状〕 

暖流と寒流が交わる太平洋岸の沖合一帯は、日本でも有数の好漁場を形成

しており、イワシ、サバ、アジなどを中心に年間 37,910ｔ（平成 12 年）の

漁獲量があり、本地域は銚子市に次いで県内第２位の漁獲量を上げています。

漁港としては、九十九里地域を包括する広域漁港として飯岡漁港があります。

栽培漁業にも早くから取り組み、魚礁の投入やハマグリの放流、マダイやヒ

ラメ等の中間育成放流などを行っています。水産加工品では、「丸干しいわ

し」が千葉県ふるさと産品に指定されています。 

近年の水産業は、担い手の高齢化や後継者不足、海洋資源の枯渇問題など、

厳しい環境におかれています。また、国産品や輸入品を問わない供給情勢の

中で、消費者ニーズに的確かつ迅速に応えることが求められています。 

 

表６ １市３町の海面漁獲量     （単位：ｔ） 

 旭 市 飯岡町 計 千葉県合計 

漁獲量 37,268 642 37,910 173,548 

県全体に占め

る構成比 
21.5％ 0.4％ 21.8％ － 

資料：平成 12年千葉県農林水産統計 

注：海上町、干潟町は該当がありません。漁獲量は、網元の住所地によります。 

 

〔発展課題〕 

「つくり育てる漁業」への取り組みを強化するとともに、鮮度優先の消費

者ニーズに応えるため、新たな流通体系を確保していく必要があります。 

設備や経営の近代化・安定化、後継者の育成を支援するとともに、水産加

工品のＰＲと販路拡大に取り組む必要があります。 

                                                   
9グリーンツーリズム：農山村地域における長期滞在型保養のこと（グリーンは農村を表す）。都市生活者が農村

に滞在し、その間に農作業等を体験し、地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
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また、体験漁業等ブルーツーリズム10に取り組み、漁村の魅力を育て都市

との交流型拠点の整備充実により、都市住民との交流の活性化が期待されま

す。 

 

(3) 工業 

〔現状〕 

平成 13 年工業統計調査によると、１市３町の事業所数は 198 箇所、従業者

数 4,212 人、製造品出荷額等 736 億円となっています。本地域の工業は小規

模な事業所が多く、近年の長引く不況から、事業所数や製造品出荷額等が減

少傾向にあります。 

 

表７ １市３町の工業 （単位：箇所、人、億円） 

市町名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

旭 市 119 2,775 509.3 

海上町 24 310 40.5 

飯岡町 31 504 45.4 

干潟町 24 623 140.8 

計 198 4,212 736.0 
資料：平成 13年工業統計調査結果報告書 
注：従業者４人以上の事業所 

 

〔発展課題〕 

今後は、就業の場の確保、若者の流出防止を図るため、優遇税制など企業

の進出しやすい環境を整備し、あさひ新産業パーク（あさひ鎌数工業団地）

への優良企業の誘致を強力に推進するとともに、異業種交流の促進や起業家

の育成、オンリー・ワン11型など、特色ある地場産業の振興を図る必要があ

ります。 

また、銚子連絡道路の延伸により、インターチェンジ周辺に、新しい生産

流通産業の進出が期待されます。 

                                                   
10ブルーツーリズム：漁村地域における長期滞在型保養のこと（ブルーは漁村を表す）。都市生活者が漁村などに

滞在し、その間に地引き網等を体験したり、地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
11オンリー・ワン（型企業）：他に真似のできない独自の優れた技術を持つ企業。 
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(4) 商業 

〔現状〕 

商業は、旭市が中心で、平成 13 年度千葉県商圏調査によると旭商圏（商

圏人口 23 万人）が形成されています。これをけん引しているのが、国道 126

号沿いへの大規模なショッピングセンターやロードサイドショップ12の進出で

す。 

海上町は、ＪＲ飯岡駅前を中心として、主に町内住民の購買需要に対応す

る形で商店街が発展しています。 

飯岡町の中心商店街は、東部地域に集中しています。 

また、干潟町の商業は、小売業が中心で、県道沿いに点在しています。 

 

表８ １市３町の商業   （単位：店、人、億円、ｍ2） 

市町名 

卸売業 小売業 

商店数 従業員数 
年間商品 

販売額 
商店数 従業員数 

年間商品 

販売額 
売場面積 

旭 市 107 890 450.5 612 3,562 613.3 72,179 

海上町 10 76 89.5 79 367 49.4 5,540 

飯岡町 21 107 35.9 160 588 92.4 8,756 

干潟町 9 52 30.0 69 342 47.1 5,550 

計 147 1,125 605.9 920 4,859 802.2 92,025 

資料：平成 14年商業統計調査 

 

〔発展課題〕 

今後は、商圏人口 23 万人を誇る集客力を生かし、人的交流が見込める地域

への新しい商業ゾーンの形成を推進するとともに、地域の既存商店街の活性

化を促進し、バランスのとれた商業機能の展開を図る必要があります。 

特に、１市３町の商店街に共通の顧客サービスを展開し、利便性を向上さ

せるとともに、インターネット等、情報化時代に対応したサービスを提供す

ることにより、商店街の活性化が期待されます。 

また、高齢化時代に対応した、幅広い年代層に配慮した商店街づくりや空

き店舗等を利用した商業ベンチャー13の育成、チャレンジショップ14の展開等、

地域に密着した個性豊かな商業の展開が求められています。 

                                                   
12ロードサイドショップ：駐車場を持ち、比較的品揃えが豊富な幹線道路沿いの小売店。郊外型専門店。 
13ベンチャー：最新技術や高度の専門知識を生かして、新分野で創造的・革新的な経営を行う企業 
14チャレンジショップ：空き店舗の一部を店舗開業希望者に、期間限定で格安に賃貸する制度 
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(5) 観光 

〔現状〕 

１市３町には、自然的資源、文化的資源、イベント、観光施設など多彩な

資源があります。年間の入り込み客数は 145 万人（平成 13 年）に上っていま

す。 

観光は、余暇時間の増大などに伴い、今後需要が増加することが見込まれ、

農水産業、商業など他産業の振興にも役立ちます。 

 

表９ １市３町の観光客数 （単位：万人） 

市町名 観光客数 

旭 市 73.5 

海上町 0.5 

飯岡町 69.1 

干潟町 1.8 

計 144.9 

資料：平成 13年千葉県観光客入込調査 

 

表 10 １市３町の主な観光資源 

市
町
名 

観光資源 
市
町
名 

観光資源 

旭 

 

市 

矢指ヶ浦海水浴場  

サマーフェスタ in 矢指ヶ浦  

海岸環境保全林遊歩道  

木曽義昌公史跡公園  

鎌数伊勢大神宮  

袋公園  

七夕市民まつり  

いきいき・旭市民まつり  等  

飯

岡

町 

飯岡海水浴場  

屏風ヶ浦  

玉崎神社  

みなと公園  

飯岡刑部岬展望館～光と風～  

飯岡漁港  

釣り船  

歴史民俗資料館  

いいおか YOU・遊フェスティバル  

飯岡しおさいマラソン  等  

海

上

町 

ふるさと・ふれあい・フェスティバル  

海上キャンプ場  

滝のさと自然公園  

龍福寺の森  

後草水神社永代大御神楽  

雷神社  等  

干

潟

町 

干潟八万石  

大原幽学遺跡史跡公園  

長熊スポーツ公園と釣堀センター  

ふるさとまつり  

熊野神社神楽  等  
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〔発展課題〕 

観光資源のネットワーク化を進め、「見て回る観光」から「滞在し、参加・

体験する観光」へと変化する顧客ニーズに応じた魅力ある観光地づくりが期

待されます。 

また、農漁村の魅力を生かしたグリーンツーリズム・ブルーツーリズム15を

推進するとともに、物販・情報発信施設（道の駅等）の整備、宿泊施設の充

実、観光イベントの振興、ＰＲの充実などを図り、観光産業の基盤づくりを

進める必要があります。 

 

５ 生活基盤 

(1) 道路・交通 

〔現状〕 

１市３町の道路網は、東西に横断する国道 126 号・飯岡バイパスを中心に、

県道、東総広域農道とで骨格をなしています。また、広域的な交流を促進す

る銚子連絡道路の整備が予定されています。 

骨格道路については、旭中央病院へのアクセス16道路で慢性的な交通渋滞

が発生しているほか、南北方向の道路が十分とはいえない状況にあります。 

生活道路については、改良や舗装などの整備水準がまだ低く、道路基盤の

整備による交通快適性及び歩行者の安全性確保が求められています。 

鉄道は、千葉市と銚子市を結ぶＪＲ総武本線が走っており、本地域内には

干潟駅、旭駅、飯岡駅、倉橋駅の４駅がありますが、佐倉駅から銚子駅間は

未だに単線です。 

路線バスについては、利用者が減少している状況にありますが、その一方

で、銚子と東京浜松町間を運行している高速バスは、鉄道に代わる新たな交

通手段として、地元住民をはじめ観光客等にも多く利用されています。 

また、コミュニティバス17については、飯岡町で導入されているほか、旭

市では試行運行されています。 

 
                                                   
15グリーンツーリズム・ブルーツーリズム：農山漁村地域における長期滞在型保養のこと（グリーンは農村を表し、

ブルーは漁村を表す）。都市生活者が農村・漁村などに滞在し、その間に農作業や地引き網等を体験し

たり、地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
16アクセス：目的地への連絡のための交通手段・道路のこと。 
17コミュニティバス：路線バスなどの交通手段で対応できていなかった障害者や高齢者などの交通弱者の、日常的

な交通需要に応えるために、主に自治体が主体となって、比較的小型で小回りの利くバスを使って運

行するバス。 
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表 11 １市３町の市町道路改良・舗装率（単位：％） 

市町名 改良率18 舗装率19 

旭 市 68.4 73.6 

海上町 51.2 45.7 

飯岡町 45.6 72.2 

干潟町 55.7 60.0 

千葉県 53.1 79.9 

資料：市町村公共施設状況調査(平成 14年 3月 31日現在) 

〔発展課題〕 

１市３町からの旭中央病院へのアクセス道路の整備をはじめ、銚子連絡道

路、東総広域農道から利根かもめ大橋へのアクセス道路、東総有料道路との

アクセス道路、地域間を結ぶ南北線の強化等、総合的な幹線道路網の整備を

進める必要があります。生活道路については、改良や舗装、交通安全施設の

整備等を進め、車両の円滑な通行と歩行者の安全確保に努める必要がありま

す。 

高齢化の進行を踏まえ、公共施設や商業施設、医療施設等を結ぶ、路線バ

スを補完する新たな公共交通網の充実を図る必要があります。 

ＪＲ総武本線について、複線化等期成同盟を通じて、ダイヤ改正や単線区

間の施設改善による輸送力アップ等を要望していく必要があります。 
 
 

(2) 医療・保健・福祉 

〔現状〕 

医療施設については、医療圏人口 100 万人を擁する旭中央病院をはじめ病

院が合わせて６施設、一般診療所が 31 施設、歯科診療所が 35 施設あります。

人口１万人当たり医療施設数では、旭市(11.7 施設)が県水準（11.2 施設）を

上回っているものの、海上町（8.1 施設）、飯岡町（8.3 施設）、干潟町（6.2

施設）の３町とも県水準に達していません。 

また、１市３町では全般的に平均寿命が短い傾向にあり、生活習慣病によ

る死亡率が７割を示し、特に働く世代に目立っています。 

児童福祉施設については、公立保育所が 15 施設、民間保育所が６施設あり

                                                   
18道路改良率：道路実延長に対する道路改良済み延長の割合 
19道路舗装率：道路実延長に対する舗装実延長の割合 
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延長保育や一時保育を実施しているほか、子育て支援センター、児童遊園、

養護施設などが設置されています。 

高齢者保健福祉施設では、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、老人保

健施設、グループホーム、訪問看護ステーション、デイサービスセンター等、

多様な施設の整備が進んできています。 

障害者施設についても、知的障害者更生施設や重症心身障害児施設、身体

障害者療護施設、知的障害者通所授産施設、心身障害者福祉作業所、精神障

害者福祉ホーム等、多様な施設の整備が進んできています。 

 

表 12 １市３町の医療施設の状況（単位：院、所） 

 病 院 一般診療所 歯科診療所 

旭 市 6 18 24 

海上町 0 6 3 

飯岡町 0 5 5 

干潟町 0 2 3 

計 6 31 35 

平成 15年 3月末現在 

 

表 13 １市３町の保育所の状況  （単位：園） 

市町名 公立施設数 民間施設数 

旭 市 9 1 

海上町 1 3 

飯岡町 3 1 

干潟町 2 1 

計 15 6 

資料：平成 14年千葉県児童家庭課調 

 

表 14 １市３町の保健施設 

市町名 施 設 名 備 考 

旭 市 
旭市保健センター 保健指導等 

あさひ健康福祉センター トレーニングルーム 

海上町 
海上町保健福祉センター 保健指導等 

海上町健康増進センター トレーニングルーム、プール 

飯岡町 
飯岡町保健福祉センター 保健指導等 

いいおかけんこうセンター トレーニングルーム 

干潟町 干潟町保健センター 保健指導等 
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表 15 １市３町の老人福祉施設 

市町名 施 設 名 種 別 

旭 市 

すこやかリハビリケアセンター 老人保健施設 

シルバーケアセンター 老人保健施設 

養護老人ホーム 東総園 養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 東総園 特別養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム やすらぎ園 特別養護老人ホーム 

グループホームまどい グループホーム 

あさひ訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 

アットホーム デイサービスセンター 

聖マリアデイサービスセンター デイサービスセンター 

やすらぎ園デイサービスセンター デイサービスセンター 

海上町 

特別養護老人ホーム 恵天堂 特別養護老人ホーム 

江畑医院 介護療養型医療施設 

海上スイートホーム グループホーム 

恵天堂デイサービスセンター デイサービスセンター 

うなかみデイサービスセンター デイサービスセンター 

飯岡町 
特別養護老人ホーム 東風荘 特別養護老人ホーム 

飯岡町デイサービスセンター デイサービスセンター 

干潟町 
特別養護老人ホーム 白寿園 特別養護老人ホーム 

やすらぎ園第２デイサービスセンター デイサービスセンター 

 

表 16 １市３町の障害者福祉施設 

市町名 施 設 名 種 別 

旭 市 

聖マリア園 身体障害者療護施設 

聖マリアデイサービスセンター 在宅障害者デイサービス施設 

聖家族園 知的障害者更生施設 

聖家族作業所 知的障害者更生施設 

みんなの家 知的障害者授産施設 

旭市福祉作業所 身体障害者福祉作業所 

聖母療育園 重症心身障害児施設 

聖母通園センター 重症心身障害児（者）通園事業施設 

ふたば保育園 障害児デイサービス施設 

野中ハイツ 精神障害者福祉ホーム 

地域生活支援センター 友の家 精神障害者地域生活支援センター 

地域生活支援センターさわやかネット 在宅障害児（者）地域療育等支援施設 

若衆内ハウス 精神障害者グループホーム 

にじの家 精神障害者グループホーム 

ひまわり工房 精神障害者小規模作業所 

ワークセンター 精神障害者小規模作業所 

海上町 
ワイズホーム 知的障害者授産施設 

たちばな 知的障害者生活ホーム 

飯岡町 
横大道ハウス 知的障害者グループホーム 

横根ハウス 知的障害者グループホーム 
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〔発展課題〕 

少子・高齢社会に対応して、子育て支援や高齢者保健福祉サービスの充実

を図るとともに、均衡ある医療サービスの展開が求められています。 

また、旭中央病院を中核に、医療、保健、福祉が連携した総合的な施策を

推進する必要があります。さらに旭中央病院については、サービスの充実と

経営の効率化を図る必要があります。 

保健センターや健康増進センターについては、利用時間の延長等、住民が

利用しやすい環境を整備する必要があります。 

また、平均寿命とともに健康寿命20の延伸が求められ、積極的な健康づく

りを推進する必要があります。 

高齢者や障害者が、地域社会の中で、健康で文化的な生活を送り、社会参

加ができるように、在宅サービスの充実、公共施設等のバリアフリー21化、

ボランティア活動の支援等の施策を実施する必要があります。 

 

(3) 上下水道・排水路 

〔現状〕 

上水道は、住民の日常生活に欠かすことのできない施設ですが、地形の問

題等からまだ未給水の地域があります。また、水需要は、給水人口の増加及

び生活様式の向上により増加傾向にあります。 

下水道等については、整備・普及が遅れています。また、近年の宅地開発

等に伴い、雨水の流出や家庭雑排水が増加している中で、身近な河川の水質

汚濁が深刻な問題となっています。 

平坦地においては、排水路の未整備な箇所が多く、また、広域的な排水路

整備がなされていないため、台風や大雨時の河川、排水路の氾濫も懸念され

ています。 

表 17 １市３町の上下水道等の普及率 

市町名 上水道 公共下水道 農業集落排水 合併処理浄化槽 

旭 市 67.7％ 10.5％ 2.4％ 23.4％ 

海上町 76.9％ 0.0％ 0.0％ 41.6％ 

飯岡町 78.4％ 0.0％ 0.0％ 23.4％ 

干潟町 79.6％ 0.0％ 0.0％ 14.7％ 

千葉県 92.8％ 58.0％ 0.6％ 13.6％ 

資料：平成 13年度市町村公営企業決算概況、平成 13年度汚水処理施設整備状況調 

注）上水道には、簡易水道や専用水道を含みません。 

                                                   
20健康寿命：痴呆もしくは寝たきりにならない状態で生活できる期間。 
21バリアフリー：ハンディキャップを負った人々が社会生活をしていくうえで、障壁（バリア）となる物を除去す

るという意味。段差などの物理的な障壁の除去をいうことが多いが、より広く、社会生活を困難に

している社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも使われる。 
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〔発展課題〕 

上水道の整備、普及促進を図るとともに、安定供給や未給水地域の解消に

努める必要があります。また災害時の給水環境を整備するため、１市３町の

上水道を一体化する必要があります。 

生活排水による身近な河川や海の汚濁の防止と住環境の向上を図るため、

公共下水道や農業集落排水施設の整備、合併処理浄化槽の設置促進、生活排

水処理施設の整備・維持管理により汚水の適正な処理が必要となっています。 

また、広域的に幹線・支線排水路を整備し、排水不良地域の改善や、冠水

災害を防止する必要があります。 
 

(4) ごみ処理 

〔現状〕 

ごみの処理は、現在東総塵芥処理組合のもとで行われていますが、持ち込

まれるごみの量は１年間で 27,063ｔであり、各市町の収集量は、旭市が

20,096ｔ、海上町が 2,177ｔ、飯岡町が 3,238ｔ、干潟町が 1,552ｔとなって

います。 

これらのごみは、20,253ｔ（74.8％）が焼却処理、1,638ｔ（6.1％）が埋

立処理、5,172ｔ（19.1％）がリサイクル処理されています。 

また、廃棄物の不法投棄が後を絶たない状況です。 

 

表 18 １市３町のごみ処理の状況       （単位：ｔ） 

年間総収集量 旭 市 海上町 飯岡町 干潟町 合 計 

 

焼却処理 15,545 1,377 2,262 1,069 20,253 

埋立処理 1,094 163 256 125 1,638 

リサイクル処理 3,457 637 720 358 5,172 

計 20,096 2,177 3,238 1,552 27,063 

資料：東総塵芥処理組合処理量按分表(平成 15年 3月 31日) 

 

〔発展課題〕 

今後は、さらなる分別の徹底やリサイクルの推進を図るとともに、廃棄物

の不法投棄に対する監視体制の強化等の総合的な対策を講じるほか、法規制

についても検討する必要があります。 

また、広域的なごみ処理を図っていく必要があります。 
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(5) 教育・文化・生涯学習 

〔現状〕 

学校施設は、幼稚園が４園、小学校が１５校、中学校が５校、高等学校が

２校あります。 

生涯学習関連施設は１５施設あり、このうち、公民館は各市町に設置され

ていますが、図書館については旭市だけとなっています。なお、旭市には、

県の施設として「東総文化会館」と「東部図書館」があります。 

歴史を伝える施設として干潟町に大原幽学遺跡史跡公園があります。 

 

表 19 １市３町の学校施設の状況（単位：園、校） 

市町名 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 

旭 市 2 7 2 2 

海上町 1 3 1 0 

飯岡町 1 2 1 0 

干潟町 0 3 1 0 

計 4 15 5 2 

資料：平成 15年学校基本調査 

 

表 20 １市３町の生涯学習関連施設 

市町名 施 設 名 施 設 内 容 

旭 市 

旭市民会館（公民館併設） 

旭市青年の家 

旭市青少年憩の家 

旭市働く婦人の家 

 

千葉県東総文化会館 

千葉県立東部図書館 

図書館、会議室、ホール 

研修室、体育館等 

宿泊室、調理室 

講習室、調理実習室、軽運動

場 

大・小ホール、楽屋等 

図書館 

海上町 

海上町中央公民館 

 

海上町ふれあい館 

研修室、図書室、ホール、調

理実習室等 

ギャラリー等 

飯岡町 

いいおかユートピアセンター 

 

飯岡町歴史民俗資料館 

多目的ホール、研修室、会議

室等 

史料展示、研修室等 

干潟町 

干潟町中央公民館 

干潟町多目的研修センター 

干潟町農村環境改善センター 

干潟町ふれあいセンター 

干潟町コミュニティセンター 

図書室、和室、会議室等 

ホール、調理実習室等 

大会議室、調理実習室等 

ホール、調理実習室等 

ホール、調理実習室等 

注）県施設を含む 
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〔発展課題〕 

学校施設については、安全な教育環境の維持のため、校舎等の計画的な耐

震改修等が必要です。また、快適で余裕のある教育環境を実現するため、学

校規模の適正化及び指導体制の充実が求められています。 

図書館については、公民館の図書室や小中学校をネットワークで結ぶサー

ビスを展開し、地域の均衡を図っていく必要があります。 

さらに、子供たちや若者の自主的な活動を支援し、将来の地域をリードす

る人材を育てる必要があります。 

民俗資料や古墳等の、文化財・史跡については、保存・管理するための方

策が必要となっています。 

(6) スポーツ・公園 

〔現状〕 

スポーツ・レクリエーション施設については、県施設を含め１２施設あり

ます。 

野球場やテニスコート、体育館等複数のスポーツ施設を併設する旭スポー

ツの森公園や海上町運動場、飯岡町総合運動場に加え、本格的な陸上競技場

として県立東総運動場（干潟町）があり、野球、テニス、ソフトボール、サ

ッカー、陸上、屋内球技等多彩なスポーツが 1 市 3 町で行うことができます。 

特に野球とテニスについては、夜間照明付きの球場、コートが複数あり、

平日でも大勢の住民に利用されています。 

また、県立海上キャンプ場では充実した設備により、リピーターで賑わっ

ています。 
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表 21 １市３町の主なスポーツ・レクリエーション施設 

市町名 施 設 名 施 設 内 容 

旭 市 

旭スポーツの森公園 

 

 

 

旭市青年の家体育館 

弓道場 

総合体育館 

野球場 

テニスコート６面 

ストリートバスケットボール場 

多目的広場 

５人立 

海上町 

千葉県立海上キャンプ場 

 

滝のさと自然公園 

海上町運動場 

 

海上町コミュニティ運動公園 

 

バンガロー、テントサイト、 

体育館 

多目的広場 

野球場、テニスコート、ゲートボ

ール場 

野球場、多目的広場、児童公園、

ウォーキングコース 

飯岡町 

いいおかふれあいスポーツ公園 

 

飯岡町総合運動場 

サッカー場２面、ソフトボール場

１面、多目的広場 

野球場、テニスコート、体育館 

干潟町 

東総運動場（県施設） 

大原幽学遺跡史跡公園 

干潟工業団地スポーツ公園 

長熊スポーツ公園 

陸上競技場、テニスコート 

キャンプ場、ミニ動物園 

野球場、テニスコート 

ゲートボール場、野球場、釣堀 

注）県施設を含む 

 

〔発展課題〕 

住民が気軽に参加し、楽しむことのできる広域的なスポーツ大会の開催や、

指導者の養成、活動団体の育成を図るなど、ソフト面の充実・強化が必要と

なります。 

さらに各自の体力にあったスポーツを通して健康を保持・増進することが

できるよう、体力測定やインストラクターの助言などの支援策を講じる必要

があります。 

東総運動場については、施設の利便性を高めるための施策が必要です。 

公園に関しては、市街地の整備や道路整備に併せ、訪れる多くの人々の憩

いの場として、またスポーツ・レクリエーション活動や地域の交流の場とし

て、整備の推進を図るとともに、既設公園の維持、向上が必要となっていま

す。 
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６ 土地利用・都市計画 

〔現状〕 

１市３町では、ＪＲ旭駅・干潟駅・飯岡駅の周辺や県道沿いに市街地が形

成されており、その周辺部には分散的な宅地開発が進められていますが、中

心部の空洞化も進んでいます。 

一方、他の地域においては、農業・漁業を中心とした集落を形成しており、

本地域の持つ恵まれた自然環境の中で、良好な居住空間を創出しています。 

また、近年、国道及び広域農道沿いに、ロードサイドショップ22等の進出

が目立ちはじめてきており、スプロール23化対策が必要となっています。 

 

〔発展課題〕 

土地利用の基本となる都市計画については、旭市において都市計画区域は

設定されているものの、３町では設定されていないため、今後は、農水産業・

工業・商業など、新市における産業構造を考慮した、地域にあった土地利用

計画の構築が求められています。 

既成市街地及びその周辺においては、スプロール化対策のための一定の法

規制も必要となってきています。 

一方、他の地域では、豊かな田園環境が形成されておりますが、これを維

持しつつ、住宅や商業地域を整備していくためには、集落の生活環境を重視

した、総合的な基盤整備が必要となってきます。 

新市の均衡あるまちづくりを進めるためには、新市において新たな都市計

画を定め、住民生活に身近な道路や上下水道、公園などを計画的に整備する

とともに、防災などにも配慮した都市基盤を強化し、誰もが安心して健やか

に暮らせるまちづくりを目指す必要があります。 

                                                   
22ロードサイドショップ：駐車場を持ち、比較的品揃えが豊富な幹線道路沿いの小売店。郊外型専門店。 
23スプロール：車社会の進展などの理由により、都市が不規則に無秩序に郊外へと拡大していくこと。このため、

中心市街地の空洞化を招くとともに、上下水道などの公共投資がかさむなどの都市問題を引き起こし

ている。 
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第４章 新市まちづくりの基本方針 

 

１ 新市建設の基本理念 

新市は、地域の特性・資源を最大限に生かし、“誰もが住みよいまち”で

なければなりません。そのためには、地域の活力を高めて「自立」を推進し、

自然や歴史文化との「共生」、地域と地域との「共生」のもとに、地域特性・

資源の価値を再評価し、連携することにより、あらためて新市の魅力を創造

していく必要があります。 

また、新市をつくるにあたり、住民と行政との「協働」24は不可欠であり、

そのための人材育成を積極的に推進し、知恵と力を結集することにより、豊

かな未来を築いていかなければなりません。さらに、地域の課題に対しても、

「協働」による地域の自立力の強化により、活性化を図っていく必要があり

ます。 

このような観点から、新市建設の基本理念として「自立・共生・協働」に

よる誰もが住みよいまちの創造を目指します。 

 

２ 新市の将来都市像 

新市は、九十九里浜と北総台地から成る海と緑の豊かな自然環境に恵まれ

るとともに、都市近郊型農業や漁業が盛んな県下一、二を争う農漁業地域と

なり、首都圏における“海と緑と食の宝庫”と位置づけられます。また、九

十九里の海浜及び海水浴場は、観光・リゾート・レクリエーション拠点とし

て飛躍する可能性を有しています。 

さらに、生活の場としては、海と緑の豊かな自然環境により快適な生活空

間が保障されているとともに、全国有数の自治体病院である旭中央病院を中

心として保健・医療が充実しています。 

加えて、今後整備が予定されている銚子連絡道路により、東京都心はもと

より首都圏及び北関東各地との広域的な交流・連携がより密に図れる位置に

あります。 

                                                   
24協働：行政と住民（住民団体）、企業などが共通の目標に向かって対等の立場で協力しあうこと。協働の実現に

求められるのは、対等性、自主性の尊重、自立性の確保、相互理解、目的の共有、情報の公開、といった原

則の徹底にある。 
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こうした発展ポテンシャルを最大限に生かし、また新市建設の基本理念を

踏まえ、「ひとが輝き 海とみどりがつくる健康都市“旭”」を将来都市像と

して、まちづくりを推進していきます。 

 

    図４ 新市の将来都市像 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）点線内は１市３町の基本構想より 

 

人と地域が輝くまち 

“旭” 

海と緑のふるさと 

新鮮創造タウン 

いいおか 

創意と共生の町 

活き生き ひかた 

豊かな自然と 

健康な人をはぐくむ 

活力あるまちづくり 

ひとが輝き 

海とみどりがつくる 

健康都市“旭” 

旭市 海上町 

飯岡町 干潟町 
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３ 新市建設の基本方針 

(1) 施策の基本方針 

「ひとが輝き 海とみどりがつくる健康都市“旭”」という新市の将来像を

現実のものとできるように、次の６つの方針により、総合的、計画的なまち

づくりを推進していきます。 
 

 

 

銚子連絡道路の整備を見据えつつ、市街地や幹線道路交通網、情報通信網

の整備などを進め、交流基盤が整備された魅力的なまちをめざします。 

 

 

 

市街地や農漁村など地域の実情に配慮しながら生活環境の整備を進めると

ともに、自然環境を保全し、循環型社会25の構築を進め、快適でうるおいのあ

るまちをめざします。 

 

 

 

少子・高齢時代に対応して、旭中央病院を中心に保健・医療・福祉の一層

の充実を図るとともに、子育て支援環境づくり、生涯にわたる福祉・健康づ

くりを推進し、健やかでやすらぎのあるまちをめざします。 

 

 

子供が心豊かに育つ学校教育の充実を図るとともに、時代潮流の変化に対

応して、住民が自主的、主体的に生涯にわたって学び続けることができるよ

う、環境の整備を進めます。また、地域固有の歴史や伝統、文化を新市の共

通財産と位置づけ保存継承するとともに、これらを踏まえながら心豊かな人

と文化をはぐくむまちをめざします。 

                                                   
25循環型社会：現在深刻な問題となっている廃棄物・リサイクル問題についての対策を総合的・計画的に推進して

いくために、①廃棄物等の発生を抑制する、②排出されたものはできるだけ資源として利用する、③

どうしても利用できないものは適正に処分することを徹底する、それにより天然資源の消費が抑制さ

れ、環境への負荷が低減される社会を指す。 

 

方針３：健やかでやすらぎのあるまちづくり 

方針２：快適でうるおいのあるまちづくり 

方針４：心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

方針１：交流基盤が整備された魅力的なまちづくり 
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首都圏に隣接する好立地条件と地域の特性・資源を生かしながら、農業・

漁業や商業・工業・観光等の産業の振興を図るとともに、新しい産業にも力

を入れ、創造力と活力に満ちたまちをめざします。 

 

 

住民と行政の信頼と適切な役割分担によるパートナーシップ26を確立し、

住民の積極的な行政への参画を図り、満足度の高い、夢のあるまちをめざし

ます。 

                                                   
26パートナーシップ：地域住民と行政の相互の理解に基づく良好な協力関係。 

方針５：創造力と活力に満ちたまちづくり 

方針６：共につくる夢のあるまちづくり 
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(2) 土地利用の基本方針 

「ひとが輝き 海とみどりがつくる健康都市“旭”」をめざして、豊かな

自然・田園空間を保全しつつ均衡あるまちづくりを図れるよう土地利用を進

めます。 

市域を「住居ゾーン」「漁港ゾーン」「田園ゾーン」「緑林台地ゾーン」

の４つのゾーンに区分し、各ゾーンの特徴や地域資源を生かしたまちづく

りを進めます。 また、交流の核となる「地域核」「医療拠点」「工業拠点」

「歴史拠点」「文化拠点」「健康・スポーツ拠点」「森林レクリエーショ

ン拠点」の整備に取り組むとともに、「商業軸」「海浜・リゾート・レク

リエーション軸」の形成を図ります。 

①ゾーン別の方針 

◆住居ゾーン◆ 

幹線道路沿いや鉄道沿線の住宅が集積している地域及びその周辺地域につ

いて「住居ゾーン」と位置づけ、自然と共生する良好な住環境を確保すると

ともに、道路等都市基盤の充実を図ります。 

◆漁港ゾーン◆ 

飯岡漁港とみなと公園及び後背地について「漁港ゾーン」と位置づけ、漁

港機能を保持しつつ観光産業に配慮した漁港施設の整備を進めるとともに、

直売所や休憩等の「ブルーツーリズム27」を体感できる施設の整備を進め、

地域と融合した総合的な「海業28」を推進します。 

◆田園ゾーン◆ 

平野部の農業地帯を「田園ゾーン」と位置づけ、優良農地の保全を図りそ

れぞれの地域性を生かした作物の振興を図るとともに、都市住民との交流を

図る観光型農業等の「グリーンツーリズム」29への取り組みを促進します。 

◆緑林台地ゾーン◆ 

市域を包み込むように展開する北総台地を「緑林台地ゾーン」と位置づけ、

森林の保全を図るとともに、これと併せて、優良畑作地として、また緑との

ふれあいの場として多目的な活用を図ります。 

                                                   
2729グリーンツーリズム/ブルーツーリズム：農山漁村地域における長期滞在型保養のこと（グリーンは農村を表

し、ブルーは漁村を表す）。都市生活者が農村・漁村などに滞在し、その間に農作業や地引き

網等を体験したり、地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
28海業：海を効果的に活用した漁業（遊漁船業、つくり育てる漁業、栽培漁業等） 
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②拠点の整備方針 

◆地域核◆ 

１市３町の市役所・町役場周辺を、地域行政等の拠点となる「地域核」と

位置づけ、行政施設、福祉・医療施設、文化施設、地域コミュニティ30施設

等の活用を図ります。 

◆医療拠点◆ 

旭中央病院を「医療拠点」と位置づけ、交通アクセス31等の周辺環境の整

備を進めます。 

◆工業拠点◆ 

あさひ鎌数工業団地と干潟工業団地を「工業拠点」と位置づけ、銚子連絡

道路の整備を見据えつつ、交通アクセスの向上と優良企業の誘致や物流機能

の集積に努めます。 

◆歴史拠点◆ 

大原幽学記念館周辺と鏑木古墳群及び御前鬼塚古墳等周辺（干潟町）、木

曽義昌公史跡公園及び大塚原古墳周辺（旭市）、龍福寺周辺（海上町）、玉

崎神社周辺（飯岡町）を「歴史拠点」と位置づけ、その保全を図るとともに、

生涯学習の場として活用していきます。 

◆文化拠点◆ 

東総文化会館及び東部図書館が立地する文化の杜公園を「文化拠点」と位

置づけ、新しい文化創造の場、情報発信の場として活用していきます。 

◆健康・スポーツ拠点◆ 

東総運動場と旭スポーツの森公園、海上町コミュニティ運動公園、あさひ

健康福祉センター、海上町健康増進センター、飯岡町総合運動場、いいおか

けんこうセンター、いいおかふれあいスポーツ公園を「健康・スポーツ拠点」

と位置づけ、スポーツを通じた交流の場、健康づくりの場として環境整備を

進めます。 

◆森林レクリエーション拠点◆ 

海上キャンプ場・滝のさと自然公園周辺を「森林レクリエーション拠点」

と位置づけ、緑とのふれあいの場として活用します。 

                                                   
30コミュニティ：地域社会。地域共同体。 
31アクセス：目的地への連絡のための交通手段・道路のこと。 
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③軸の整備方針 

◆商業軸◆ 

ロードサイドショップ32の進出が著しい国道 126 号・飯岡バイパスに沿っ

て、核となる店舗等の出店と併せた沿道型商店街の形成を図ります。 

◆海浜・リゾート・レクリエーション軸◆ 

九十九里浜に沿って、海水浴場や宿泊施設など観光施設の整備充実とネッ

トワーク化を進めるとともに、海浜景観の保全、観光商業の誘致を図り、海

浜・リゾート・レクリエーション軸の形成を図ります。 

 

図５ 土地利用の基本方針イメージ 

                                                   
32ロードサイドショップ：駐車場を持ち、比較的品揃えが豊富な幹線道路沿いの小売店。郊外型専門店。 
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４ 主要指標の見通し 

(1) 新市の人口及び世帯数の見通し 

新市の人口及び世帯数を、昭和 60 年から平成 12 年までの４回の国勢調査

の結果に基づいて予測すると、人口については、平成 12 年の 71,176 人から

緩やかに減少していき、平成 26 年には 70,320 人となります。 

その年齢階層別人口は、年少人口（14 歳以下）が 10,369 人（構成比

14.7％）、生産年齢人口（15～64 歳）が 42,914 人（同 61.0％）、老年人口

（65 歳以上）が 17,037 人（同 24.2％）と推計されます。 

世帯数については、平成 12 年の 21,156 世帯から緩やかに増え、平成 26

年には 22,424 世帯になると推計されます。 

 

図６ 新市の人口の見通し 

注）人口予測はセンサス変化率法（コーホート法）によります。また、世帯数は、人 
口と同じく４回の国勢調査結果に基づいた回帰式によります。 

表 22 新市の人口の見通し   （単位：人、％、人／世帯） 

 
平成 12年 平成 21年 平成 26年 年平均伸び率 
（2000年） （2009年） （2014年） H12～H21 H21～H26 

総人口 
71,176 71,146 70,320 

△ 0.00 △ 0.23 
(100.0) (100.0) (100.0) 

  年少人口 10,773 10,426 10,369 
△ 0.36 △ 0.11 

  (14歳以下) (15.1) (14.7) (14.7) 
  生産年齢人口 46,101 45,052 42,914 

△ 0.26 △ 0.97 
  （15歳～64歳) (64.8) (63.3) (61.0) 
  老年人口 14,302 15,668 17,037 

1.02 1.69 
  （65歳以上) (20.1) (22.0) (24.2) 

世帯数 21,156 21,961 22,424 0.42 0.42 

一世帯当人数 3.36 3.24 3.14 － － 
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(2) 新市の就業人口の見通し 

平成 26 年における新市の就業者数は、人口の減少を反映して、36,806 人

と推計されます。 

その就業構造については、第一次産業就業者が 6,380 人（17.3％）、第二

次産業就業者が 9,160 人（24.9％）、第三次産業就業者が 21,266 人

（57.8％）と見込みます。 

 

図７ 新市の就業人口の見通し 

注）平成 12年の就業者総数には、分類不明者を含みます。 

産業の分類については 14ページをご参照ください。 

 

 

 

表 23 新市の就業人口の見通し    （単位：人、％） 

    平成 12年 平成 21年 平成 26年 年平均伸び率 

   （2000年） （2009年） （2014年） H12～H21 H21～H26 

就業者総数 
37,254 37,238 36,806 

△ 0.00 △ 0.23 
(100.0) (100.0) (100.0) 

  
第一次産業 

7,454 6,684 6,380 
△ 1.20 △ 0.93 

  (20.0) (17.9) (17.3) 

  
第二次産業 

10,393 9,792 9,160 
△ 0.66 △ 1.33 

  (27.9) (26.3) (24.9) 

  第三次産業 
19,376 20,762 21,266 

0.77 0.48 
  (52.0) (55.8) (57.8) 

総人口 71,176 71,146 70,320 △ 0.00 △ 0.23 
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第５章 新市まちづくりの主要施策 

第５章の１ 分野別施策・主要事業 

施策の基本方針に基づき、以下の施策を推進していきます。 

 

新市の施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひひ
とと
がが
輝輝
きき  

海海
とと
みみ
どど
りり
がが
つつ
くく
るる
健健
康康
都都
市市  

““
旭旭  

””    
  

  

 

交交流流基基盤盤がが整整備備さされれたた魅魅力力的的なな  

ままちちづづくくりり 

方針 １ 

 

健健ややかかででややすすららぎぎののああるる  

ままちちづづくくりり 

方針 ３ 

 

共共ににつつくくるる夢夢ののああるる  

ままちちづづくくりり 

方針 ６ 

 

創創造造力力とと活活力力にに満満ちちたた  

ままちちづづくくりり 

方針 ５ 

■地域の実情に即した土地利用と都市計
画 

■道路・公共交通網の整備 
■公共施設のネットワーク化 
■交通安全・防犯 
■消防・防災 
 
 

 

快快適適ででううるるおおいいののああるる  

ままちちづづくくりり  

方針 ２ ■ごみの処理 
■地球環境の保全 
■上・下水道の整備 
■排水路の整備 
■公園の整備 

■保健・医療の充実 
■障害者福祉の充実 
■高齢者福祉の充実 
■児童福祉・子育て支援の充実 
■地域福祉の充実 

■学校教育の充実 
■生涯学習の充実 
■青少年の健全育成 
■ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの振興 
■芸術文化の振興・伝統文化の保存 

 

心心豊豊かかなな人人とと文文化化ををははぐぐくくむむ  

ままちちづづくくりり 

方針 ４ 

■農業の振興 
■水産業の振興 
■工業の振興 
■商業の振興 
■観光の振興 
■労働・雇用対策の充実 

■市民参画 
■情報公開 
■行財政運営の方針 

■地域活動の振興 
■男女共同参画 
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１ 交流基盤が整備された魅力的なまちづくり 

 

■地域の実情に即した土地利用と都市計画 

土地利用については、農水産業・工業・商業などの産業構造を考慮し、地

域の実情に即した総合的な土地利用計画を策定します。 

また、都市計画については、住民生活に身近な道路や上・下水道などを計

画的に整備し、新市の均衡あるまちづくりを進めます。 

 

■道路・公共交通網の整備 

幹線道路については、一体的な発展と住民の利便性向上のため、市内各地

域から旭中央病院へのアクセス33道路の整備をはじめ、銚子連絡道路、東総広

域農道から利根かもめ大橋へのアクセス道路、東総有料道路とのアクセス道

路、地域間を結ぶ南北線の強化等、総合的に整備を進めます。 

また、国道及び主要地方道、一般県道について、車道・歩道の拡幅、交通

安全施設等の整備を要望していきます。 

生活道路については、改良や舗装、交通安全施設等の整備を進め、車両の

円滑な通行と歩行者の安全確保に努めます。 

公共交通については、高齢化の進行を踏まえ、公共施設や商業施設、医療

施設等を結ぶ、路線バスを補完するコミュニティバス34の運行を行います。 

鉄道については、駅及び駅周辺の持つ集客・ターミナル機能の充実を図る

とともに、ダイヤ改正や単線区間の施設改善による輸送力アップ等を要望し

ていきます。 

 

■公共施設のネットワーク化 

住民サービスの向上を図るため、庁内情報通信基盤の整備・充実を図ると

ともに、学校・公民館等の公共施設の情報化、ネットワーク35化を推進します。 

また、インターネットの普及に伴い、ホームページなどを活用した新しい

かたちでの住民と行政とのコミュニケーションを推進します。 

 

                                                   
33アクセス：目的地への連絡のための交通手段・道路のこと。 
34コミュニティバス：路線バスなどの交通手段で対応できていなかった障害者や高齢者などの交通弱者の、日常的

な交通需要に応えるために、主に自治体が主体となって、比較的小型で小回りの利くバスを使って運

行するバス。 
35ネットワーク：複数のコンピュータを結び、データなどを共有、相互利用すること。 
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■交通安全・防犯 

交通安全については、交通事故をなくすため、安全かつ円滑な道路交通環

境の整備を進めるとともに、街頭指導や交通安全教室などの効果的な指導を

実施します。 

また、児童・高齢者・障害者等に対する安全対策を強化し、交通安全思想

の普及を進めます。 

防犯については、すべての住民が安心して暮らせるよう、地域ぐるみの防

犯体制の充実を図ります。 

 

■消防・防災 

消防については、消防体制の強化や救急救命体制の充実を図ります。 

また、防災については、風水害、震災、津波等の災害防止のため、防災行

政無線等を整備するとともに、地域防災組織の育成強化や住民の災害予防に

対する意識を高め、災害に強いまちづくりを目指します。 



第５章 新市まちづくりの主要施策 

 

 42 

「交流基盤が整備された魅力的なまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

地域の実情に即した土

地利用と都市計画 

■都市計画マスタープラ

ンの策定 

 

■統合型地理情報システムの構築･運用（統合型 GIS

整備） 

■都市計画マスタープランの策定 

■国土調査の推進 ■国土調査事業（地籍調査） 

道路･公共交通網の整備 ■主要なアクセス道路の

整備 

■旭中央病院へのアクセス道の整備（南北線） 

■旭中央病院へのアクセス道の整備（東西線） 

■地域間連絡道路の整備 

■旭市谷丁場遊正線の整備 

■海上町道 0208号線道路整備事業（見広･松ヶ谷線） 

■道路新設事業（国道 126号･海上町道 0207号線） 

■国道 126号から飯岡海岸に至る道路の整備 

■飯岡町犬林２号線道路改良事業 

■飯岡町忍坂横根線他３線道路改良事業 

■干潟町道１級５号線道路改良事業 

■干潟町道２級 12号線道路改良事業 

■干潟町道東 82号線道路改良事業 

■国･県道の整備促進 ■国･県道の整備促進 

■市道の整備 
■市道の新設改良 

■道路排水施設の整備 

■交通安全施設の整備 
■交通安全施設の整備（地域の魅力アップモデル事業

含） 

■コミュニティバスの運 

行 
■コミュニティバス運行事業 

■駅前広場の整備促進 ■駅前広場の整備促進 

公共施設のネットワー

ク化 
■行政手続きの電子化 ■地域情報化事業 

■行政ホームページの充

実 
■行政ホームページの充実 

交通安全･防犯 ■交通安全指導の充実 ■交通安全対策事業 

■防犯体制の充実 ■防犯体制の充実 

消防･防災 ■消防･防災体制の充実 ■消防施設・設備の整備 

■救急救命体制の充実 ■救急救命体制の充実 

■防災無線の整備 ■防災行政無線整備事業（新システム） 
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２ 快適でうるおいのあるまちづくり 

 

■ごみの処理 

住民生活や経済活動に伴って発生する廃棄物については、広域的な処理を

図っていくほか、住民・事業者・民間団体・行政がそれぞれの役割を分担し、

資源の効率的な活用を図るとともに、廃棄物の抑制や再生に努め、循環型社

会36の構築を目指します。 

また、廃棄物の不法投棄については、監視体制の強化等の総合的な対策を

講じるとともに、規制等についても検討します。 

 

■地球環境の保全 

恵まれた自然環境を守り、次代へ継承していくために、地球環境から生活

環境に及ぶ多岐にわたる環境問題や、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進します。 

地方自治体、事業者、市民団体そして住民の一人ひとりが、それぞれの活

動や生活を見直し、環境にやさしい行動を実践することができる社会の構築

とともに、自然とのふれあい活動の推進や、海浜や森林などの自然環境の保

全と活用に努め、自然と共存できるまちづくりを目指します。 

また、学校教育や生涯学習など様々な学習機会を通じ、子どもから大人ま

で各年代に応じた環境教育を実施します。 

 

■上・下水道の整備 

上水道については、浄水処理の高度化など質の高い安定した水供給を図る

とともに、普及促進と併せ未給水地域の解消に努めます。 

また、上水道の一体化を図るため、配水池の集中管理システムや配水施設

の整備を推進します。 

下水道等については、身近な河川や海の汚濁の防止と住環境の改善を図る

ため、公共下水道や農業集落排水施設等の整備、合併処理浄化槽の設置を促

進し、地域の実情や特性に合った汚水処理の施設整備を進めます。 

 

                                                   
36循環型社会：現在深刻となっている廃棄物・リサイクル問題についての対策を総合的・計画的に推進していくた

めに、①廃棄物の発生を抑制する、②排出されたものはできるだけ資源として利用する、③どうして

も利用できないものは適正に処分することを徹底する、ことにより天然資源の消費が抑制され、環境

への負荷が低減される社会を指す。 
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■排水路の整備 

排水路については、広域的な排水計画を策定し、幹線・支線排水路等を整

備するとともに、排水不良地域の改善に努め、冠水災害に強いまちづくりを

目指します。 

 

■公園の整備 

住民の憩いの場、健康増進の場、多彩な交流促進の場、さらには災害時の

避難場所として、市街地整備に併せ、自然環境を生かした魅力ある公園づく

りを進めます。 

また、既設公園の機能維持に努めるとともに、ボランティア活動など、住

民参加による公園の維持管理や美化活動等を推進します。 
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「快適でうるおいのあるまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

ごみの処理 ■ごみ処理広域化の推進 ■ごみ処理広域化の推進 

■減量化･資源化の促進 ■減量化･資源化の促進 

■監視体制の強化 ■不法投棄監視カメラ設置事業 

■ゴミ不法投棄防止活動事業 

地球環境の保全 ■環境教育の充実 ■環境教育の充実 

■環境基本計画の策定 ■環境基本計画の策定 

■自然とのふれあい活動の

推進 

■自然とのふれあい活動の推進 

■海岸の美化活動の推進及

び保安林の保護 

■生活環境保全林の保護 

上･下水道の整備 ■浄水処理の高度化 ■浄水処理の高度化 

■上水道の安全供給 ■配水管及び施設整備事業 

■連絡管布設及び集中管理システム整備事業 

■生活排水処理施設の整備 ■合併処理浄化槽の設置促進 

■農業集落排水事業 

■公共下水道基本計画の策定 

■公共下水道の整備 

排水路の整備 ■広域排水計画の策定 ■広域排水計画の策定 

■排水路の整備 ■排水路整備 

公園の整備 ■公園の整備 ■袋公園の整備 

■パークゴルフ場の整備 

■文化の杜公園の整備 

■（仮）大間手古田自然観察フィールド整備事業 

■下宿ふれあい公園整備事業 

■公園の整備（長熊スポーツ公園・太田溜池･亀城堰） 

■公共施設の緑化及び美化

活動の推進 

■公共施設の緑化及び美化活動の推進 
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３ 健やかでやすらぎのあるまちづくり 

 

■保健・医療の充実 

保健については、健康寿命の延伸という新しい保健事業の方向性を踏まえ、

住民一人ひとりがライフステージ37に応じた健康づくりを実践していけるよう、

健康に関する学習機会を充実するとともに、保健センターや健康増進センタ

ーのネットワーク38化など利用環境の改善に努め、保健・健康づくりの推進体

制の強化を図ります。 

また、医療については、少子・高齢社会に対応した効果的な医療機能を確

保するため、旭中央病院のサービスの充実と経営の効率化を図るとともに、

医療、保健、福祉が連携した総合的な施策を推進します。 

 

■障害者福祉の充実 

障害のある人が、安心して生活できるよう在宅福祉サービス等の充実を図

るとともに、バリアフリー39のまちづくりを推進します。 

また、就労・雇用機会の拡大、まちづくりへの参加を促進するなど、障害

者の社会参加を進めます。 

 

■高齢者福祉の充実 

高齢者が生きがいを持って暮らせる健康長寿社会を目指して、高齢者が主

体的に地域社会へ参加し、活躍できる環境づくりを推進します。 

介護の必要な高齢者については、介護保険制度の適切な運営に努めるとと

もに、住み慣れた地域で不安なく生活できるよう、福祉サービスの充実を図

ります。 

また、高齢者の持つ豊かな経験、技能などを生かすため、活動、情報、交

流の拠点としてシルバー人材センターを活用していきます。 

 

 

 

                                                   
37ライフステージ：幼少年期、青年期、壮年期、老年期など、人生の一生の段階区分。 
38ネットワーク：網の目のような組織。個々の人のつながり。複数のコンピュータを結び、データなどを共有、相

互利用すること。 
39バリアフリー：ハンディキャップを負った人々が社会生活をしていくうえで、障壁（バリア）となる物を除去す

るという意味。段差などの物理的な障壁の除去をいうことが多いが、より広く、社会生活を困難にし

ている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも使われる。 
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■児童福祉・子育て支援の充実 

少子化時代に対応した地域社会を構築するため、子育て支援体制の充実や

子どもを安心して産み育てることができる社会環境づくりに努め、保育サー

ビス、放課後児童クラブ（学童保育）、子どもの遊び場など、地域全体で子

育てを支援できる仕組みづくりを推進します。 

また、健やかな子どもを産み育てられるよう、妊娠、出産、育児に関する

母子健康管理や学習機会の充実を図ります。 

 

■地域福祉の充実 

すべての住民が地域社会の中での人間交流を通して、それぞれの役割を認

識し、相互に助け合う福祉社会を形成するため、福祉意識を高揚し、ボラン

ティア活動をはじめ地域ぐるみの福祉活動を支援します。 

また、国民健康保険制度の健全な運営のため、保健事業等の推進に努める

とともに、国民年金制度についての住民の理解と認識を高めていきます。 
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「健やかでやすらぎのあるまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

保健･医療の充実 ■健康づくりの推進 ■健康づくり推進事業 
■食生活改善事業 

■成人保健の充実 
 

■基本健康診査事業 
■がん検診事業 
■結核予防対策事業 

■母子保健の充実 
 

■乳幼児健康診査事業 
■育児支援事業 
■乳幼児医療費助成事業 
■感染症予防対策事業 

■保健施設のネットワーク化 ■地域情報化事業（再掲） 

■医療サービスの充実 ■旭中央病院のサービスの充実 

■医療・福祉の総合的な推進 ■医療・福祉の郷づくり事業 

障害者福祉の充実 ■バリアフリーのまちづくり ■バリアフリー事業の推進 

■在宅福祉サービス等の充実 ■居宅介護支援事業 
■重度身体障害者訪問入浴サービス事業 
■心身障害者（児）医療費助成事業 
■重度身体障害者（児）日常生活用具給付事業 
■精神障害者ホームヘルプ利用助成事業 
■精神障害者ショートステイ利用助成事業 

■障害者の自立支援 ■障害者施設訓練支援等事業 
■知的･精神障害者グループホーム支援事業 
■身体障害者（児）補装具給付等事業 
■心身障害者福祉作業所運営事業 
■精神障害者共同作業所運営助成事業 

高齢者福祉の充実 ■老人保健福祉計画･介護保
険事業計画の策定 

■老人保健福祉計画･介護保険事業計画の策定 

■介護予防の推進 ■在宅介護支援センター運営事業 
■高齢者筋力向上トレーニング事業 
■介護予防事業 
■外出支援サービス事業 
■住宅改修費助成事業 
■家族介護者支援事業 
■家族介護用品給付事業 

■一人暮し高齢者対策の充実 ■緊急通報体制等整備事業 
■配食サービス事業 

■シルバー人材センターの活             
用 

■シルバー人材センター助成事業 

児童福祉･子育て支
援の充実 

■子育て支援体制の充実 ■出産祝金給付事業 
■次世代育成支援行動計画の策定 
■児童手当給付事業 
■児童扶養手当給付事業 
■ひとり親家庭等医療費助成事業 

■保育所施設の充実 ■保育所改築事業 

■保育サービスの充実 ■保育事業 
■保育所運営費 
■私立保育所特別保育事業 
■私立保育所運営費等助成事業 

■放課後児童の健全育成 ■放課後児童クラブの充実（学童保育） 

地域福祉の充実 ■地域福祉計画の策定 ■地域福祉計画の策定 

■ボランティア等による地域
活動の推進 

■ボランティア等による地域活動の推進 

■国民健康保険制度の健全な
運営 

■国民健康保険制度の健全な運営 
 

■国民年金制度の普及啓蒙活
動の推進 

■国民年金制度の普及啓蒙活動の推進 
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４ 心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり 

 

■学校教育の充実 

将来を担う創造的でたくましい子どもたちの育成を目指して、確かな学

力・豊かな心・健やかな体力づくりの向上を図り、子どもたちが正しく判断

できる力と実践的な社会性を培います。 

また、教育環境については、施設の整備を進めるとともに、指導体制の充

実、学校規模の適正化に努めます。 

  

■生涯学習の充実 

生涯学習については、住民の自主的な活動を促進するため、生涯学習講座

の積極的な開催と人材の育成を図ります。 

また、生涯学習施設については、関連施設の充実とネットワーク40化を図り

ます。 

図書館については、中核となる図書館や公民館の図書室の充実と併せ、小

中学校等の関連施設をネットワークで結び、サービスの充実を図ります。 

 

■青少年の健全育成 

豊かな人間性を持つ青少年を育成するため、家庭・地域・学校等関係機関

の連携のもと、地域社会全体で子どもたちをはぐくみ、地域活動やボランテ

ィア活動などを通じ、世代間交流を促進します。 

 

■スポーツ・レクリエーションの振興 

住民の健康増進を目的として、スポーツ・レクリエーション施設のネット

ワーク化を図り、住民が利用しやすい施設運営に努めるとともに、住民一人

ひとりが各自の体力に合ったスポーツを行えるよう支援策を講じます。 

子どもから高齢者までが、一緒に参加できる総合型地域スポーツクラブの

育成を図るとともに、スポーツ事業による健康づくりと交流活動を推進する

ため、各種スポーツ教室・大会の開催や指導者及び団体の育成に努めます。 

 

 

                                                   
40ネットワーク：網の目のような組織。個々の人のつながり。複数のコンピュータを結び、データなどを共有、相

互利用すること。 
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■芸術文化の振興・伝統文化の保存 

地域固有の歴史、史跡や伝承民俗芸能等について、住民と連携し、保護・

保存対策を図ります。 

また、優れた芸術文化に接する機会の拡充と身近な文化活動の振興、さら

には地域、世代や分野を越えた交流を促進し、地域の伝統的文化の再認識と

新たな文化の創造に努めます。 
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「心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

学校教育の充実 ■学校施設の整備 ■校舎改築事業 

■大規模改修事業 

■屋内運動場整備事業 

■屋外運動場整備事業 

■富浦小学校用地拡張事業 

■海上中学校改築事業 

■飯岡中学校改築事業 

■干潟中学校改築事業 

■小中学校空調設備整備事業 

■学校プール改築事業 

■学校給食施設の整備 ■学校給食センター（ドライシステム）建設事業 

■情報教育の充実･推進 ■小･中学校情報教育推進事業 

■個に応じた教育の充実 ■個に応じた教育の充実（補助教員の配置） 

■適応指導教室指導員配置事業（不登校児への学習指

導等） 

生涯学習の充実 ■生涯学習推進計画の策定 ■生涯学習推進計画の策定 

■生涯学習施設の充実およ

び関連施設のネットワー

ク化 

■海上町中央公民館改修事業（ホール･エレベーター） 

■ユートピアセンターエレベーター新設工事 

■生涯学習センターの整備 

■図書館の充実及び関連施

設のネットワーク化 

■中央図書館の整備 

■生涯学習講座の開催･人

材の育成･各種サークル

の支援 

■生涯学習講座の開催･家庭教育学級の開催･人材育

成等 

青少年の健全育成 ■青少年育成活動の推進 ■青少年育成活動推進事業 

■家庭･地域･学校等の連携

による教育の推進 

■青少年体験活動推進事業 

スポーツ･レクリエー

ションの振興 

■健康づくり運動の推進 ■健康づくり運動の推進（スポーツ教室等） 

■総合型地域スポーツクラ

ブの育成 

■総合型地域スポーツクラブの育成 

■生涯スポーツの推進と指

導者の育成 

■生涯スポーツの推進と指導者の育成 

■スポーツ･レクリエーシ

ョン施設の充実及びネッ

トワーク 

■飯岡町総合運動場改修事業 

■東総運動場の環境整備の推進 

 

芸術文化の振興･伝統

文化の保存 

■地域固有の歴史、史跡や

伝承民俗芸能等の保存継

承 

■大原幽学関係資料調査 

■歴史民俗資料館の整備事業 

 

■市民文化活動の推進 ■市民文化活動の推進 

■舞台芸術鑑賞･各種文化

事業の実施 

■舞台芸術鑑賞･各種文化事業の実施 
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５ 創造力と活力に満ちたまちづくり 

 

■農業の振興 

基幹産業である農業のさらなる発展を目指して、農業生産基盤の強化・生

産の効率化・先端技術の導入を進め所得の向上を目指すとともに、優良農地

の保全や農村環境の整備を行い、担い手の確保や後継者の育成を図ります。 

また、消費者の健康・安全志向に応えるため、有機農産物の生産や、トレ

ーサビリティ41への取り組みにより農産物の高付加価値化を図り、また有機性

資源を活用した環境にやさしい循環型農業42を推進します。 

さらに、産地としての知名度を向上させるとともに、地産地消や首都圏住

民との直販流通経路の開拓、グリーンツーリズム43を推進します。 

 

■水産業の振興 

水産資源の減少が問題となる中で「つくり育てる漁業」への取り組みを強

化するため、栽培漁業の基盤整備や漁港機能等の充実に努めます。 

また、漁業経営の維持・安定化を図るため、経営の近代化、後継者の育成

を支援します。 

さらに、鮮度重視の消費者ニーズに即した流通体制づくりや、水産加工品

のＰＲ及び販路拡大、ブルーツーリズム44を推進します。 

 

■工業の振興 

あさひ新産業パーク（あさひ鎌数工業団地）への優良企業の誘致を積極的

に推進するとともに、異業種交流の促進や起業家の育成を通じて、独自の優

れた技術を持つオンリー・ワン45型の特色ある工業の振興を図ります。 

銚子連絡道路の延伸を見据え、インターチェンジ周辺に新しい産業の進出

を促進します。 

 

                                                   
41トレーサビリティ：農産物や、加工食品などの原材料について、生産から流通にいたる一連の供給ルートを追跡

確認すること、又は食品の生産から流通の一連の足取り(履歴)を追跡できる仕組みのこと。 
42循環型農業：農業生産活動が持っている、自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつそれを促進

する機能（自然循環機能）を維持増進する、環境と調和のとれた農業生産を指す。 
43グリーンツーリズム：農村地域における長期滞在型保養のこと（グリーンは農村を表す）。都市生活者が農村な

どに滞在し、その間に農作業を体験したり地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
44ブルーツーリズム：漁村地域における長期滞在型保養のこと（ブルーは漁村を表す）。都市生活者が漁村などに

滞在し、その間に地引き網等を体験したり地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
45オンリー・ワン（型企業）：他に真似のできない独自の優れた技術を持つ企業。 
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■商業の振興 

商業集積が進む幹線道路を軸として、良好な商業ゾーンの形成を図ります。 

また、既存商店街については、各商店街共通の顧客サービスの展開や、情

報化時代に対応したサービスの提供、幅広い年代層に配慮した商店街づくり、

空き店舗等を利用した商業ベンチャー46の育成、チャレンジショップ47の展開

などにより、活性化を促進し、商圏の維持・拡大に努めます。 

 

■観光の振興 

観光拠点の相互の連携を図るとともに、農漁村の魅力を生かしたグリーン

ツーリズム・ブルーツーリズム48を進めることにより、「滞在し、参加・体験

する」魅力ある観光地づくりに努めます。 

また、物販・情報発信施設の整備や宿泊施設の充実、観光イベントの実施、

ＰＲの充実などを図り、観光産業の基盤づくりを進めます。 

 

■労働・雇用対策の充実 

就労機会を拡大するため、就業相談体制を充実し、就労に係る情報提供な

どを継続的に進めます。 

 

 

 

                                                   
46ベンチャー：最新技術や高度の専門知識を生かして、新分野で創造的・革新的な経営を行う企業。 
47チャレンジショップ：空き店舗の一部を店舗開業希望者に、期間限定で格安に賃貸する制度。 
48グリーンツーリズム・ブルーツーリズム：農漁村地域における長期滞在型保養のこと（グリーンは農村を表し、

ブルーは漁村を表す）。都市生活者が農村・漁村などに滞在し、その間に農作業や地引き網等を体験し

たり地域の文化や歴史などにふれる余暇活動を行うこと。 
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「創造力と活力に満ちたまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

農業の振興 ■農業基盤の整備 ■基盤整備促進事業（玉浦川かんがい排水事業） 

■野菜･花きの生産振興 ■野菜･花き生産の振興（補助事業） 

■消費者ニーズにあった米

作りの推進 

■消費者ニーズにあった米作りの推進 

■畜産環境の整備 ■資源リサイクル畜産環境整備事業（補助事業） 

■農業振興地域整備計画の

策定 

■ＧＩＳ導入事業（農業振興地域整備計画管理業務の

電算化） 

■農地管理システム整備事業 

■後継者の育成 ■ベンチャー農業支援事業（新規作物挑戦に対し補

助） 

■交流施設の整備 ■交流ステーション施設の整備（直売所･加工所の整

備） 

■道の駅建設事業 

■都市農村交流施設整備事業 

■都市との交流促進 ■都市との交流促進 

■グリーンツーリズムの推     

進 

■グリーンツーリズムの展開と発展（特産品の開発

外） 

■農政（農業研修）センターの整備検討 

■農業振興のシステムづくり検討 

水産業の振興 ■漁港環境の整備 ■飯岡漁港を核とした観光･交流拠点整備事業 

■栽培漁業の推進 ■地域水産物供給基盤整備事業（人工魚礁の設置） 

■後継者の育成 ■漁業後継者育成事業の推進 

■水産加工の振興 ■水産加工の振興 

■都市との交流促進 ■都市との交流促進 

■ブルーツーリズムの推進 ■ブルーツーリズムの推進 

工業の振興 ■企業誘致の推進 

■企業誘致奨励措置 

■企業誘致奨励措置（助成金） 

■異業種交流の促進 ■異業種交流の促進 

商業の振興 ■新しい商業ゾーンの形成

と既存商店街の活性化 

■中心商店街活性化活動への補助 

■商業振興補助金 

■インターネットを活用し

た商業の活性化 

■インターネットを利用した商業の活性化（ホームペ

ージ整備等） 

■融資制度による経営支援 ■中小企業融資と利子補給 

観光の振興 ■観光拠点の相互連携 ■サインシステム設置計画の推進（観光案内標示板） 

■観光･交流イベントの実 

施 

■観光イベントの実施（七夕祭り外） 

■イベントによる商業の活性化（イベント事業助成

等） 

■市民自転車競走（イベント） 

■いきいき･旭市民まつり 

■産業まつり 

■交流イベントの充実（ＹＯＵ･遊フェスティバル） 

■ふるさとまつり 

■観光客の誘致、ＰＲ活動

の推進 

■観光客の誘致（観光マップの作成） 

■観光施設の整備 ■海水浴場の整備 

■国民宿舎の整備及び宿泊

施設の充実 

■国民宿舎整備（増改築） 

■国民宿舎建設構想の策定 

労働･雇用対策の充実 

 

■職業相談室の充実 ■職業相談室の充実 



第５章 新市まちづくりの主要施策 

 

 55 

６ 共につくる夢のあるまちづくり 

 

■市民参画 

住民が地域の課題を解決するために、自ら考え、企画・実行することを基

本とし、行政が住民のまちづくり活動に対して支援するしくみづくりの検討

を進めます。 

 

■情報公開 

行政情報がわかりやすく身近に感じられるような情報公開を推進し、公正

で透明な市政づくりに努めます。 

 

■行財政運営の方針 

新市において行財政改革大綱を策定し、効率的で簡素な事務組織体系をも

って、きめの細かい行政運営を行っていくとともに、中長期的な見通しのも

と自主財源の確保に努めます。 

組織機構については、行政需要の変化に対応した見直しを適時適切に進め

ます。 

また、職員の資質や能力向上を図るとともに、適正な定員管理を行います。 

財政運営については、経費節減はもとより、適正な自主財源と有利な補助

金や財政措置のある優良財源の確保に努め、将来に過大な負担を残さないよ

う留意します。  

また、社会経済情勢の変化に対応できるよう一定水準の基金を確保します。 

各種公共施設については、その配置や利用方法の再検討を行い、より効率

的な施設運営を行います。 

 

■地域活動の振興 

地域住民の新市に対する共通した郷土意識を醸成し、地域、世代、学校や

団体間の積極的な交流を促すことで、活発なコミュニティ社会の構築に努め

ます。 
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■男女共同参画 

女性も男性も、互いに尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能力を発

揮することができる社会の形成を目指して、男女共同参画に関する情報の提

供を図るとともに、学習・研修機会の充実を図ります。 

また、各種審議会等への女性の参画及び登用を促進し、まちづくりへの積

極的な参画を推進します。 

 

 

「共につくる夢のあるまちづくり」の主要事業 

施策項目 主要事業の概要 主要事業 

市民参画 ■まちづくり活動への支援 ■まちづくり活動への支援 

■まちづくりサポーター制

度の充実 

■まちづくりサポーター制度の充実 

情報公開 ■情報公開･広報公聴の充 

実 

■情報公開･広報公聴の充実 

 

■事業評価システムの導入 ■事業評価システムの導入 

行財政運営の方針 ■行財政改革大綱の策定 ■行財政改革大綱の策定 

■定員適正化計画の策定と

職員能力の向上 

■定員適正化計画の策定と職員能力の向上 

地域活動の振興 

 

■地域住民の交流促進 ■コミュニティ施設の整備（集会施設の整備補助等） 

男女共同参画 

 

■男女共同参画の推進 ■男女共同参画の推進 
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第５章の２ 重点プロジェクト 

分野別主要事業の中から、新市の速やかな一体性の確立と均衡ある発展を

促進するとともに、緊急性があり、時代に即し、さらにアンケート調査等に

より住民に強く求められているものについて、新市の重点プロジェクトとし

て位置づけ、重点的に取り組んでいきます。 

   新市の重点プロジェクト 

ひひ
とと
がが
輝輝
きき  

海海
とと
みみ
どど
りり
がが
つつ
くく
るる
健健
康康
都都
市市  

““
旭旭  

””  

  

 

交交流流基基盤盤がが整整備備さされれたた魅魅力力的的なな  

ままちちづづくくりり 

方針 １ 

 

健健ややかかででややすすららぎぎののああるる  

ままちちづづくくりり 

方針 ３ 

 

共共ににつつくくるる夢夢ののああるる  

ままちちづづくくりり 

方針 ６ 

 

創創造造力力とと活活力力にに満満ちちたた  

ままちちづづくくりり 

方針 ５ 

 
交流基盤・魅力プロジェクト 

 

快快適適ででううるるおおいいののああるる  

ままちちづづくくりり  

方針 ２ 

 
快適・うるおいプロジェクト 

 
健やか・やすらぎプロジェクト 

 
ひと・文化プロジェクト 

 

心心豊豊かかなな人人とと文文化化ををははぐぐくくむむ  

ままちちづづくくりり 

方針 ４ 

 
創造・活力プロジェクト 

 
行革・市民参画プロジェクト 
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◆交流基盤・魅力プロジェクト 

市街地や幹線道路交通網、情報通信網の整備を行い、新市の速やかな一体性

の確立を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業 
● 旭中央病院へのアクセス道路の整備 

● 防犯体制の充実 

● 地域間連絡道路の整備 

● 市道の整備 

● 防災行政無線の整備 

● コミュニティバス運行事業 

● 地域情報化事業 

 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「主要なアクセス道路の整備」が最

も多く、続いて「防犯体制の充実」が挙げられています。 

○住民説明会では、通学路に防犯灯や歩道の設置を求める意見が多くあ

りました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○１市３町から旭中央病院までの時間的距離を短縮するため、旭中央病

院を核とする幹線道路網を整備する。 
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◆快適・うるおいプロジェクト 

市街地や農漁村など地域の実情に配慮しながら生活環境の整備を進めるとと

もに、自然環境を保全し、循環型社会の構築を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 不法投棄の監視体制の強化 

● ごみの減量化・資源化の促進 

● パークゴルフ場の整備（旭） 

● 袋公園の整備（旭） 

● （仮称）大間手古田自然観察フィールド整備事業（海上） 

● 下宿ふれあい公園整備事業（飯岡） 

● 長熊スポーツ公園・太田溜池・亀城堰整備事業（干潟） 

● 上水道管布設及び集中管理システム整備事業 

● 生活排水処理施設の整備 

● 排水路整備事業 

事

業 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「不法投棄の監視体制の強化」や「ご

みの減量化・資源化の促進」が上位に挙げられています。 

○住民説明会では、ごみのない、きれいなまちづくりを求める意見が

多くありました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○ごみの不法投棄が後を絶たないため、環境保全意識の高揚や環境パ

トロールの強化、監視カメラの設置、不法投棄防止条例の検討、不

法投棄の情報提供の仕組みづくりなど、総合的な対策が必要である。 
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◆健やか・やすらぎプロジェクト 

少子・高齢時代に対応して、保健・医療・福祉の一層の充実を図るとともに、

子育て支援環境づくり、生涯にわたる健康・福祉づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 旭中央病院の充実 

● 健康づくりの推進 

● 医療・福祉の郷づくり事業 

● バリアフリー事業の推進 

● 保育所改築事業 

● 次世代育成支援行動計画の推進 

● 障害者支援事業 

● 介護予防事業 

事

業 

 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「医療サービスの充実」が最も多く、

続いて「健康づくりの推進」が挙げられています。 

○住民説明会では、子育て支援を求める意見が多くありました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○平均寿命の延伸を図るため、健康器具・機械や指導者の充実を進め、

市民の健康増進に努める。 
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◆ひと・文化プロジェクト 

子どもが心豊かに育つ学校教育の充実を図るとともに、住民が自主的、主体

的に生涯にわたって学び続けることができるよう、生涯学習環境の整備を進め

ていきます。また、地域固有の歴史や伝統、文化を新市の共有財産と位置づけ

保存継承していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 小中学校改築事業 

● 小中学校大規模改修事業 

● 学校給食センター建設事業 

● 人材の育成 

● 生涯学習センター整備事業 

● 中央図書館整備事業 

事

業 

 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「学校施設の整備」と「人材の育成」

が上位に挙げられています。 

○住民説明会では、地域リーダー育成のための支援を求める意見があり

ました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○学校施設の建て替えを計画的に実施する。 

○地域単位でのスポーツ行事を大切にするとともに、合併を契機に新し

い全市的なスポーツ行事を開催し、新市の市民としての一体感の醸成

を図る。 
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◆創造・活力プロジェクト 

首都圏に立地する好立地条件と地域特性・資源を生かしながら、農業・漁業

や商業・工業・観光等の産業の振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 後継者の育成 

● 企業誘致の推進 

● 交流施設の整備 

● 農業基盤の整備 

● 畜産環境整備事業 

● 飯岡漁港を核とした観光・交流拠点整備事業 

● 交流イベントの充実・観光客の誘致 

事

業 

 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「後継者の育成」が最も多く、続い

て「企業誘致の推進」が挙げられています。 

○住民説明会では、若者が希望を持って残れるようなまちづくりを求め

る意見が多くありました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○バイオ、ＩＴ等先端産業や食品産業の誘致を進め、雇用の場の拡大を

図る。 
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◆行革・市民参画プロジェクト 

行財政改革を実施し、効率的効果的な行財政運営を推進するとともに、住民

と行政の信頼と役割分担によるパートナーシップを確立し、住民の積極的な行

政への参画を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 行財政改革大綱の策定 

● 職員の定員適正化計画策定と職員能力の向上 

● 行政組織の効率的な運用 

● 行財政の効率化の推進 

● 情報公開の推進 

● まちづくりサポーター制度の充実 

● ボランティア・ＮＰＯへの支援 

事

業 

 

住民アンケート調査や住民説明会の意見から 

○住民アンケート調査の結果では、「職員の定員適正化計画策定と職員

能力の向上」が最も多く、続いて「まちづくりサポーター制度の充実」

が挙げられています。 

○住民説明会では、「借金を増やさないようにしてほしい。」との意見が

多くありました。 

 

まちづくり懇談会からの提言 

○合併を機に、更なる財政の効率化に取り組むべきである。 

○事務事業の評価、情報の公開を推進し、無駄のない透明性の高い行政

運営を行う。 
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第６章 新市における千葉県事業の取り組み 

１ 千葉県事業の推進 

千葉県は、「新しいまちづくり支援プラン」に基づき、新市へ財政的支援を

行い、新市のまちづくりを支援します。 

    また、住民生活の利便性を高め、産業振興や広域的な交流を促進するため、

銚子連絡道路の整備促進に努めるほか、県道などの交流基盤の整備を積極的に

行います。 

新市における住民の生命と財産を守るため、海岸高潮対策事業や産業廃棄物

不法投棄対策事業を推進します。 

新市の基幹産業である農業の振興については、経営体育成基盤整備事業、か

んがい排水事業、地域用水環境整備事業や広域農道の整備を進めます。また、

飯岡漁港整備事業や飯岡刑部岬展望館～光と風～の充実を通じて、水産業の振

興と観光の振興を推進します。 

なお、千葉県総合スポーツセンター東総運動場の体育館の整備については、

今後のあり方も含め、状況を見ながら検討します。 

    千葉県は、新市の発展のため、新市建設計画に位置付けられた県事業につい

て、重点的な実施に配意します。 
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２ 新市における県事業 

施 策 項 目 主    要    事    業 

道路・公共交通網の整備 

■国道 126号の整備 

■主要地方道の整備 

  銚子・旭線、銚子・海上線（清滝バイパス他）、旭・小見川線、 

  飯岡・一の宮線、多古・笹本線 

■一般県道の整備 

  飯岡・片貝線、旭・笹川線、小見川・海上線 

■都市計画道路の整備 

  3・5・3号旭駅前線（駅前広場を含む。） 

海岸の整備 ■海岸高潮対策事業（北九十九里海岸） 

農業の振興 

■県営経営体育成基盤整備事業 

  清滝Ⅱ期地区、万力地区、万才Ⅱ期地区 

  富浦地区、東城神代地区、東城神代Ⅱ期地区 

  椿海地区、万力Ⅱ期地区、飯岡西部地区 

■かんがい排水事業（目那川地区、仁玉川地区） 

■地域用水環境整備事業（慶長沼地区） 

■広域営農団地農道整備事業（東総台地Ⅱ期地区） 

■農道環境整備事業（東総西部Ⅱ期地区） 

水産業の振興 ■飯岡漁港整備事業 

観光の振興 ■飯岡刑部岬展望館～光と風～の充実 

環境の保全 ■産業廃棄物不法投棄対策事業 
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第７章 公共的施設の統合整備 

 

公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよ

う十分配慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、さらには財政事情等を考

慮しながら逐次検討し、整備していきます。 

また、新たな公共的施設の整備にあたっては、行財政運営の効率化はいう

までもなく、事業の効果や効率性について十分検討を行うとともに、既存の

公共的施設の有効利用・相互利用及びその後の維持管理等を総合的に勘案し、

新市全体としての地域の均衡ある発展と地域住民の福祉の向上に可能な限り

配慮した整備に努めます。 

庁舎については、旭市役所を本庁舎とし、旧３町の庁舎は支所として活用

します。 

また、新庁舎の建設については、財政状況を勘案しつつ、新市において基

金の積立てを開始するとともに、新庁舎の建設計画を策定し、早期に新庁舎

を建設します。 
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第８章 財政計画 

 

１ 前提条件 

合併後のまちづくりは、適正な財政計画に基づいて円滑に遂行していく必

要があります。 

(1) 基本的考え方 

現在、国においては、「三位一体の改革」として、「地方交付税制度の見

直し」や「地方への税財源の移譲」、「国庫支出金の見直し」が議論されて

いますが、これらは、現時点では不透明感が強く、内容を分析して将来の財

政計画に反映させることは困難であるため、現行の行財政制度を基本に事務

事業の調整結果等を反映して作成してあります。 

なお、歳入については合併に伴う財政支援措置等を過大に見積もることの

ないよう、また歳出についても経費削減効果等を過大に見積もることがない

ように留意しています。 

 

(2) 計画の前提条件 

①計画期間 

財政計画の計画期間は、新市建設計画の計画期間及び合併特例法による

合併特例債の発行措置期間と同様に、合併後 20 年度間（平成 17 年度から

平成 37 年度まで）としています。 

 

②物価上昇率・経済成長率について 

いわゆる右肩上がりの経済発展の時代を過ぎ、最近では物価が下がる傾

向にあることから、物価上昇率については考慮していません。 

併せて、将来の経済成長率も国や民間の主要研究機関の予測はかなり低

水準であり、成長率の見込みが難しい時期にあることから、経済成長率も

見込んでいません。 
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(3) 各項目の前提条件 

歳入・歳出を項目ごとに普通会計 49ベースで作成しています。 

各項目の前提条件は次のとおりです。 

【歳 入】 

①地方税 

地方税は、地方税法、各地方自治体の条例により徴収される税で、住民税、

法人住民税などがあります。  

地方税については、現行税制度を基本に、将来の人口見通し等を加味して

見込んでいます。 

②地方譲与税 

地方譲与税は、いったん国税として徴収した税を一定の基準により地方自

治体に配分されるもので、自動車重量譲与税、地方道路譲与税があります。 

地方譲与税については、現行税制度を基本に見込んでいます。 

③各種交付金 

各種交付金は、県税の利子割分の一部について交付を受ける利子割交付金、

恒久的減税の補填措置としてたばこ税、法人税の一部から交付を受ける地方

特例交付金、県税の自動車取得税の一部について交付を受ける自動車取得税

交付金、道路交通法の反則金から交付される交通安全対策特別交付金等があ

ります。 

各種交付金については、現行税制度を基本に見込んでいます。 

④地方交付税 

地方交付税は、地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、かつ必要な財源

を保障するために、国から交付されるお金です。地方交付税には、一定の算

式により交付される普通交付税と、災害や合併等特別の財政事情に応じて交

付される特別交付税があります。 

地方交付税については、現行の交付税制度を基本に、普通交付税及び特別

交付税の合併に係る財政措置を見込んでいます。また、合併特例債の元利償

還金に対する交付税措置についても見込んでいます。 

 

 

 

 

                                                   
49普通会計：地方公共団体相互間の比較や分析が容易となるよう、全国的なルールで統計処理を行った会計のこ

とで、具体的には、一般会計に公営企業会計及び収益事業会計等を除いた特別会計を合算したもの。 
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⑤分担金及び負担金 

分担金及び負担金は、地方自治体が行う特定の事業に充てるため、受益者

から経費の全部又は一部を徴収するものです。 

分担金及び負担金については、過去の実績に基づいて推計しています。 

⑥使用料及び手数料 

使用料は主に公の施設の使用料であり、手数料は特定の者に提供するサー

ビスに対する費用として徴収するものです。 

使用料及び手数料については、過去の実績に基づいて推計しています。 

⑦国・県支出金 

国・県支出金は、特定の事業等を行うために国や県から交付される補助金、

交付金のことをいいます。  

国・県支出金については、過去の実績を踏まえるとともに、３町分の生活

保護費分等に係る額を加算するほか、国の合併市町村補助金、県の合併市町

村交付金を見込んでいます。 

⑧地方債 

地方債は、学校や道路などを建設する場合のように、長期間にわたって利

用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるための借金のこ

とです。 

地方債については、通常債 50及び新市建設計画に基づく合併特例債 51を見

込むとともに、現行の地方財政制度を基本に臨時財政対策債 52を見込んでい

ます。 

⑨諸収入 

諸収入は、他の歳入項目に含まれない収入をまとめた項目の総称で、延滞

金や預金利子、雑入等で構成されています。 

諸収入については、過去の実績に基づいて推計しています。 

                                                   
50 通常債：地方財政法第５条によって発行が認められる地方債。 
51 合併特例債：新市建設計画に基づく、合併に伴い必要となる事業に充当する地方債。元利償還に対する後年度

交付税措置など、通常債に比べ優遇措置がある。 
52 臨時財政対策債：地方財源の不足に対処するため、発行される地方財政法第５条の特例となる地方債。 

通常の地方債とは異なり、一般財源として取り扱うこととなっており、その元利償還金相当額につ

いては、その全額を後年度地方交付税に算入されることとなっている。 
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【歳 出】 

①人件費 

人件費は、地方公務員の給与や退職金等に要する経費のことです。 

人件費については、合併後、退職者の補充をできるだけ抑制し、一般職員

数の削減、合併による特別職等の削減効果、合併に伴う一部事務組合の新市

への統合による影響額を見込んでいます。 

②物件費 

物件費は、臨時職員の賃金のほか、旅費、事務用物品の購入費、光熱水費、

業務委託費等に要する経費のことです。 

合併直後の臨時的経費等を見込んでいます。 

③維持補修費 

維持補修費は、公共用施設を保全するための経費のことです。 

維持補修費については、過去の実績に基づいて推計しています。 

④扶助費 

扶助費は、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知

的障害者福祉法などの法令に基づいて支出する経費です。地方自治体独自の

支出も含まれます。 

扶助費については、合併に伴う３町分の児童扶養手当・生活保護費を加算

して見込んでいます。 

⑤補助費等 

補助費等は、各種団体に対する補助金、加入団体に対する負担金等に要す

る経費のことです。 

補助費等については、合併に伴う一部事務組合の新市への統合による影響

額を見込んでいます。 

⑥公債費 

公債費は、地方債の元金の返済、利子の支払いに要する経費のことです。 

公債費については、合併前に借り入れた地方債に係る償還予定額と、合併

後の新市建設計画事業等に伴う地方債の新たな借り入れによる償還額による

影響額を見込んでいます。 
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⑦積立金 

積立金は、特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるため

に設けられた基金等に対する経費のことです。 

積立金については、合併市町村振興基金創設に伴う積立金を見込んでいま

す。 

⑧投資及び出資金・貸付金 

投資及び出資金・貸付金は、主に公社等への出資や財団法人への出捐、中

小企業への貸付などに充てられる経費のことです。 

投資及び出資金・貸付金については、過去の実績に基づいて推計していま

す。 

⑨繰出金 

繰出金とは、一般会計と特別会計間において支出される経費のことです。 

繰出金については、人口推計や、特別会計の作成する計画に基づいて推計

しています。 

⑩普通建設事業費 

普通建設事業費は、道路、橋りょうなどの公共土木施設や、学校、文化施

設等の公共施設の新設や改良に要する経費で、投資的な事業費をいいます。 

普通建設事業費については、主な事業費及びその他の経常的な事業を見込

んでいます。 

なお、本財政計画の作成に当たっては、歳入から他の歳出を差し引いた額

を、最大限、普通建設事業の実施に充てるものとしています。 

特定の目的のために基金を積み立てる場合などには、財政計画中の普通建

設事業費の額の一部を積み立てに充てることになります。 
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２ 財政計画（普通会計） 

【歳 入】                          （単位：百万円） 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

地 方 税 6,375 6,526 7,149 7,191 6,987 6,856 6,934 6,639 6,571 6,508 6,442 

地方譲与税 688 948 431 414 390 382 372 355 355 355 355 

各種交付金 1,257 1,261 1,105 1,021 995 1,016 955 862 862 862 862 

地方交付税 7,560 7,620 7,093 7,582 8,172 9,141 10,801 9,187 9,410 9,830 9,990 

分 担 金 ･ 
負 担 金 

178 158 162 164 166 159 156 163 162 160 159 

使 用 料 ･ 
手 数 料 

707 708 694 674 669 678 668 683 679 675 671 

国・県支出金 2,669 3,136 3,647 4,298 6,319 4,407 6,590 5,363 4,272 3,968 4,121 

諸 収 入 等 3,265 2,757 2,956 2,182 2,212 2,914 4,293 3,314 1,234 922 779 

地 方 債 2,609 2,703 3,090 2,217 2,968 3,621 3,186 2,885 3,814 2,731 1,979 

歳 入 合 計 25,308 25,817 26,327 25,743 28,878 29,174 33,955 29,451 27,359 26,011 25,358 

 

【歳 出】                          （単位：百万円） 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

人 件 費 6,576 6,068 5,838 5,600 5,509 5,360 5,316 5,428 5,320 5,216 5,103 

物 件 費 3,334 2,951 3,142 2,930 3,265 3,075 5,214 3,347 3,146 3,045 2,983 

維持補修費 87 98 97 97 101 93 119 144 144 144 144 

扶 助 費 2,251 2,447 2,614 2,738 2,887 3,820 4,407 4,372 4,437 4,532 4,626 

補 助 費 等 2,519 2,326 2,573 2,552 3,954 3,121 3,385 3,123 3,162 3,327 3,391 

公 債 費 2,922 2,924 2,785 2,962 3,123 3,165 3,170 3,093 2,950 3,021 3,069 

積 立 金 1,217 1,276 1,547 739 737 763 1,941 2,891 448 1,162 832 

投 資 及 び 
出資金･貸付金 

501 156 165 214 220 277 187 125 121 103 103 

繰 出 金 1,813 2,036 1,843 1,926 2,016 2,580 2,585 2,694 2,696 2,595 2,696 

普通建設事業費 2,794 3,642 4,840 5,011 5,426 4,301 4,812 4,234 4,935 2,866 2,411 

 うち特例債事業 333 895 825 1,236 1,637 1,657 1,682 1,597 3,019 1,479 597 

歳 出 合 計 24,014 23,924 25,444 24,769 27,238 26,555 31,136 29,451 27,359 26,011 25,358 
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【歳 入】                          （単位：百万円） 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

地 方 税 6,381 6,333 6,287 6,240 6,195 6,157 6,119 6,082 6,045 6,009 

地方譲与税 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

各種交付金 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 

地方交付税 9,300 9,040 8,640 8,320 7,970 7,600 7,590 7,570 7,550 7,540 

分 担 金 ･ 
負 担 金 

156 153 150 147 144 141 138 135 131 128 

使 用 料 ･ 
手 数 料 

664 657 649 642 635 627 619 611 604 596 

国・県支出金 3,777 3,728 3,685 3,706 3,671 3,646 3,628 3,598 3,588 3,589 

諸 収 入 等 613 1,619 2,240 870 1,136 1,612 1,617 1,529 1,368 1,204 

地 方 債 1,647 2,724 3,254 1,694 1,654 1,624 1,624 1,624 1,624 1,624 

歳 入 合 計 23,755 25,471 26,122 22,836 22,622 22,624 22,252 22,366 22,127 21,907 

 

【歳 出】                          （単位：百万円） 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

人 件 費 4,981 4,888 4,823 4,758 4,693 4,628 4,563 4,498 4,433 4,368 

物 件 費 2,935 2,876 2,773 2,720 2,652 2,610 2,524 2,459 2,408 2,383 

維持補修費 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

扶 助 費 4,719 4,686 4,654 4,621 4,589 4,555 4,522 4,489 4,455 4,422 

補 助 費 等 3,345 3,350 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 

公 債 費 2,900 2,923 2,844 2,771 2,722 2,865 2,977 2,954 2,865 2,768 

積 立 金 335 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

投 資 及 び 
出資金･貸付金 

103 103 103 100 100 100 100 100 100 100 

繰 出 金 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 

普通建設事業費 1,469 3,651 4,671 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 

 うち特例債事業 259 2,400 3,400 400 400 400 400 400 400 400 

歳 出 合 計 23,755 25,471 26,122 22,836 22,622 22,624 22,252 22,366 22,127 21,907 

 


