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基本コンセプト 

 

 

 

 

   新⽣活のスタート 

そして、くらし続けたいまち・いちかわ   

 

 

 

 

 

 

 都⼼に近い住宅都市である市川市は、都⼼に対する地理的優位性や発達した公共交

通機関などの魅⼒を活かし、地⽅から多くの若者が、⼊学・就職・結婚を機に集まる

“新⽣活をスタートするまち“。 

 そこからはじまる新⽣活とその後のライフシーンを応援し、くらし続けたい・  

選ばれる・魅⼒のあるまちを⽬指します。 
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基本⽬標 

 総合戦略では、 

    新生活から始まる、家族のくらしを応援します。 

       その先につながる、ともに支えあう元気なくらしを応援します。 

          そして、これからも選ばれるまちを目指します。 

基本⽬標１ 家族をはじめるまち・いちかわ 

入学・就職・結婚・その後の子育てといったライフシーンに沿った取り組みにより、若い世

代を応援します。 

≪数値目標≫ 

①希望より実際の子どもが少ないという家庭の割合 

        （平成 27 年度市民意向調査 54.7％ → 平成 31 年度 45％未満） 

②年間出生数  （平成 26 年実績 4,438 人→ 平成 30 年 4,400 人以上） 

 

基本⽬標２ 元気にくらせるまち・いちかわ 

若者から高齢者まで、あらゆる世代の人々がつながることで、子育てから介護までともに支

えあい、住み慣れた地域で安心してくらし続けられる、元気なまちを目指します。 

≪数値目標≫ 

①これからも市川市に住み続けたい・どちらかといえば住み続けたい市民の割合 

        （平成 27 年度市民意向調査 76.6％ → 平成 31 年度 90％以上） 

②年間転出者数 （平成 26 年実績 29,373 人→ 平成 30 年 28,000 人未満） 

 

基本⽬標３ 選ばれる魅⼒あるまち・いちかわ 

都市の魅力を高め、それを発信していくことで、住み続けたい・選ばれるまちを目指します。 

 

≪数値目標≫ 

①ひとに紹介したくなるまちと思う市民の割合 

        （平成 27 年度市民意向調査 40.9％ → 平成 31 年度 50％以上） 

②年間転入者数 （平成 26 年実績 31,909 人→ 平成 30 年 26,200 人以上※） 

※全国的な地方創生により東京一極集中が是正され、地方から本市へ人の流れが停滞することを前提

としたうえで、一定の転入者確保を目標とするもの 
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総合戦略体系 
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重点プロジェクト 
 

 

 

結婚・出産・⼦育て・教育・景観・⽂化を軸としたいちかわのブランド化 

 

 

 

 総合戦略では、結婚から子育てまでの施策を一体的に推進することで、人口動態上の大き

な課題となっている出生率の向上と子育て世帯の転出超過に対応する取り組みを進めていく

必要があります。この取り組みを推進していくことが、本市の新たな魅力向上につながるも

のと期待されます。 

 本市は、奈良時代には国府台に下総の国府がおかれて以来、地方都市として栄えてきた歴

史と伝統に培われた『文教都市』というイメージを持ち、そして、美しい景観づくりに積極

的に取り組んでいます。 

 “このような強み”をこれまで以上に伸ばし、そして“新たな強み”を創出し、『いちかわ

ブランド』を築いていくため、総合戦略では、基本目標の枠にとらわれない、横断的な視点

から、重点プロジェクトを設定します。 

 

 

■重点プロジェクト対象施策 

 施策の方向➋ いちかわで結婚をはじめる 《結婚》 

 施策の方向➌ いちかわで子育てをはじめる《妊娠・出産・子育て》 

 施策の方向➍ いちかわで学びをはじめる 《教育》 

 施策の方向➏ 元気にくらせる家族がいる 《多世代支援》 

 施策の方向➑ まちの魅力をつくる    《景観・文化》 

 

 

  

5



総合戦略事業について 
 

 総合戦略では、まち・ひと・しごと創生にかかる交付金等を活用し、新たに始める事業あ

るいはこれまでの事業を拡大等して行っていく事業を『重点事業』として位置付けています。 

この『重点事業』については、総合戦略において、事業ごとの数値目標を設定し、主体的に

進行管理していくものです。 

 

 また、総合戦略の基本目標および施策の方向に合致するもので、既に各部門において推進

している事業を『継続事業』として位置付けています。 

 

 総合戦略では、34 の重点事業、29 の継続事業、合計 63 事業を位置付けています。 

 

 

重点事業 

まち・ひと・しごと創生にかかる交付金等を活用し、

新たに始める取り組みあるいはこれまでの事業を拡

大等する取り組みとして推進するもの 

34 事業 

継続事業 
総合戦略の基本目標・施策の方向に合致する事業で、

既に各部門の行政計画により推進されているもの 
29 事業 
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【総合戦略の見方】 

施策の方向  

 

 

（出生や社会移動など、施策の方向に対する現在の状況を記述しています。） 

 

■施策の方向のポイント 

（基本目標の達成に向け、各施策が目指している方向性を示しています。） 

 

■ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

評価指標 評価方法 
現在値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度）

① 市民意向調査   

 

 

 

■重点事業 

事業名 

（所管） 

番号 事業名 

（所管部署名）

事業概要 
（事業の概要を平成 27 年 4 月現在（新規事業は開始時点）で記述してい

ます。） 

数値目標 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

利用者数 

○人 ○人 ○人 ○人 ○人

 

 

 

■継続事業 

事業名 

（所管） 

番号 事業名 

（所管部署名）

事業概要 （事業の概要を平成 27 年 4 月現在で記述しています。） 

関連計画 （総合戦略以外で事業が位置付けられている計画を記述しています） 

 

重点 

継続 

現 状 

事業の状況が把握できるアウトプットによる評価指標とそれに対す

る年度ごとの数値目標を設定しています 

施策ごとの進捗状況を把握するため、アウトカムによる平成 31 年度

の目標とその評価方法を設定しています。 
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