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１ はじめに 

 
 

１．市川市総合計画の構成 

 

市川市総合計画は、基本構想が平成 12 年 12 月に市議会の議決を経て定められ、基

本計画は平成 13 年 3 月に策定されました。基本構想は、「ともに築く 自然とやさし

さがあふれる 文化のまち いちかわ」を将来都市像として定め、21 世紀の第 1・四

半世紀（概ね 2025 年：平成 37 年）を目標年度としています。 

 

また、基本計画は、基本構想を具現化するための基本的な施策を定めるもので、平

成 13 年度（2001 年度）から平成 22 年度（2010 年度）の 10 年間を計画期間とする第

一次基本計画のもと、これまでに第一次実施計画（計画期間 2001～2005 年度）、第二

次実施計画（2006～2008 年度）、第三次実施計画（2008～2010 年度）を推進してきま

した。 

 

現在は、平成 23 年度

（2011 年度）から平成 32

年度（2020 年度）を計画

期間とする第二次基本計

画のもとで、施策を実現

するための事業を定めた、

第二次実施計画（計画期

間 2014～2016 年度）を推

進しています。 

 

 

■計画期間 

 
  

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

基本構想（概ね25年間）

第一次実施計画

(5年間)

第一次基本計画

(10年間)

第二次基本計画

(10年間)

第二次実施計画

(3年間)

第三次実施計画

(3年間)

第一次実施計画

(3年間)

第二次実施計画

(3年間)
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２．第⼆次実施計画の概要 

 

（１）計画期間 

  第二次基本計画の計画期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020

年度）の 10 年間と定められています。 

  この第二次基本計画における第二次実施計画の計画期間としては、基本計画に示

された施策の課題について社会的、経済的な変化に柔軟に対応しながら積極的に取

り組んでいくため、平成 26 年度（2014 年度）から平成 28 年度（2016 年度）まで

の 3年間としています。 

 

（２）実施計画事業 

  第二次基本計画については、「保健・医療」等の 45 の施策のもと、中分類 102、

小分類 273 に体系化されています。 

  第二次実施計画は、この基本計画の体系を基に、79 事業を位置づけました。 

  事業の選定にあたっては、「第二次基本計画 第一次実施計画 総合評価」の結

果を反映させるとともに、少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少を踏まえた事業

や、美しい景観を始めとした都市の魅力向上に向けた事業を選定しました。 

  なお、実施計画に位置づける事業は、基本計画に示された施策の課題を解決する

ためにもっとも有効な事業であることを基本として選定したものです。 

 

（３）数値目標等 

  第二次実施計画では、第一次実施計画（2011 年度～2013 年度）と同様に、実施

計画事業ごとの達成度を測るために、事業活動の規模や事業の成果を示す指標を表

した「数値目標等」を定めています。 
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３．第⼆次実施計画の評価について 

 

 第二次実施計画の評価として、実施計画に位置付けた事業について、数値目標およ

び計画事業費に対する達成状況の整理（自己評価）を行うとともに、市民意向調査に

よって事業および施策に対する満足度調査（外部評価）を行います。 

 この評価結果をまとめ、第二次実施計画終了時点における基本計画の評価（基本計

画評価）と第二次実施計画に位置付けた各事業に関する評価（実施計画評価）を行う

ものとします。 

 

（１）基本計画評価 

  基本計画評価として、第二次基本計画に掲げられた 45 の施策の大分類について、

『市民意向調査結果』『事業費比較』をまとめ、基本目標ごとに施策の大分類の進

行状況の評価を行います。 

 

（２）実施計画評価 

  実施計画評価として、第二次実施計画に位置付けた 79 事業について、各事業ご

とに『事業費比較』『数値目標等比較』『市民意向調査結果』のそれぞれを 4段階に

て評価を行います。 

 

   

■市民意向調査について 

○調 査 名 市川市の市政に関する市民アンケート 

○調査地域  市全域 

○調査対象  市川市に在住する満 20 歳以上の男女 3,000 人 

       （平成 28 年 7 月 1 日時点・住民基本台帳より無作為抽出） 

○調査方法  郵送により、調査票の配布および無記名で回収 

○調査期間  平成 28 年 7 月 15 日～平成 28 年 8 月 1 日 

○有効回収数 対象者数  3,000 人（a） 

       有効回答数   712 人（b） 

       有効回答率  23.7％（b／a×100） 
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