
基本理念（基本方針・視点等） 将来都市像 策定年月日

千葉市 人間尊重・市民生活優先

①自然を身近に感じるまち・千葉市
②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市
③安全で快適なまち・千葉市
④豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市
⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市
⑥共に築いていくまち・千葉市

H11.12.15

銚子市
【基本方針１】 「わたしたちのまちづくり（市民自治）」の推進
【基本方針２】 「まちづくりのちから」の創造と活用
【基本方針３】 「つなぐまちづくり」の具現化

握 手 ～つながる まちづくりのちから～ H31.3.8

市川市 「人間尊重」「自然との共生」「協働による創造」 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 H12.12.12

船橋市 ※文章で記述 生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし H12.3.27

館山市

「ひと」をはぐくむ～健やかなからだと豊かな心をはぐくむまちづくり～

「しごと」を創る～地域の特性と魅力を活かした産業・経済の振興と活力あるまちづくり～

「まち」を築く～美しい自然と快適な生活が調和した持続可能なまちづくり～

「くらし」を支える～ともに助け合い安全・安心で住みやすいまちづくり～

笑顔あふれる 自然豊かな「あったか ふるさと」館山 H27.12.18

木更津市

１．「人」が中心のまちづくりをめざします
２．多様な主体を「結ぶ」まちづくりをめざします
３．新たな魅力等を「創造」するまちづくりをめざします
４．未来へ「躍動」するまちづくりをめざします

魅力あふれる　創造都市　きさらづ
～東京湾岸の人とまちを結ぶ　躍動するまち～

H26.3.15

松戸市
1　人権が尊重されすべての人が安心して暮らせるまち
2　快適な環境の中で人と人が支え合う地域社会のあるまち
3　地球にやさしい市民の交流を支える活力と魅力あるまち

「いきいきした市民の舞台」「ここちよい地域の舞台」「風格ある
都市の舞台」のあるまち・松戸

H9.12.16

野田市

基本目標１ 自然環境と調和するうるおいのある都市
基本目標２ 生き生きと健やかに暮らせる都市
基本目標３ 豊かな心と個性を育む都市
基本目標４ 安全で利便性の高い快適な都市
基本目標５ 市民がふれあい協働する都市
基本目標６ 活力とにぎわいに満ちた都市

～人のつながりがまちを変える～
みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち

H27.12.21

茂原市 まもり・そだて・つたえよう－人・自然・文化のかがやき
ゆたかなくらしをはぐくむ「自立拠点都市」もばら
～人・自然・文化の「共生」と「共創」をめざして～

H12.12.20

成田市
1　若者や子育て世代に魅力のあるまちづくり
2　医療・福祉の充実したまちづくり
3　空港と共に発展するまちづくり

住んでよし　働いてよし　訪れてよしの生涯を完結できる空の港ま
ち　なりた

H28.3.17

佐倉市

Ⅰ「思いやりと希望にみちたまちづくり」～保険・福祉の充実、子育
て・子育ち環境の充実～
Ⅱ「快適で、安全・安心なまちづくり」～自然環境の保全、安全に配慮
した生活環境の確立～
Ⅲ「心豊かな人づくり、まちづくり」
～教育の充実、スポーツ活動の推進～
Ⅳ「明日へつながるまちづくり」
～産業経済の活性化、文化・芸術・観光の充実～
Ⅴ「住環境が整備された住みやすいまちづくり」
～都市基盤整備の充実～
Ⅵ「ともに生き、支え合うまちづくり」
～市民とともに地域の絆を育てる行政運営～

歴史　自然　文化のまち
～「佐倉」への思いをかたちに～

H22.12.22

東金市 豊かさの創造と継承 人・自然　ときめき交感都市　東金 H12.12.22

旭市 “自立・共生・協働”によるまちづくり
ひとが輝き 海とみどりがつくる健康都市“旭”　～ 日本一住みよ
いまちを目指して ～

Ｈ24.3

習志野市
・支え合い・活気あふれる「健康なまち」
・安全・安心「快適なまち」
・育み・学び・認め合う「心豊かなまち」

未来のために　～　みんながやさしさでつながるまち　～　習志野 H25.9.30

柏市
1.充実した教育が実感でき、子どもを安心して産み育てられるまち
2.健康寿命を延ばし、いつまでもいきいきと暮らせるまち
3.地域の魅力や特性を活かし、人が集う活力あふれるまち

未来へつづく先進住環境都市・柏　～笑顔と元気が輪となり広がる
交流拠点～

H27.12.16

勝浦市
１．市民と行政が知恵と力を出しあって行動する協働のまちづくり
１．地域の宝を活かして人々がふれあう交流のまちづくり
１．笑顔に満ち未来につなげる希望のあるまちづくり

海と緑と人がともに歩むまち
“元気いっぱい　かつうら”

H24.1.27

市原市
「変革と創造」で
新たな未来を切り拓くまちづくり

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～

Ｈ29.3

流山市 「人間の価値」「自然の価値」「文化の価値」開かれた市政のもとに
豊かな自然や歴史・文化を活かし、市民が真の豊かさを実感できる
まち「みんなでつくろう価値ある流山」

H11.10.1

八千代市 『誇りと愛着』『共生と自立』『安心と安全』 「快適な生活環境とやすらぎに満ちた都市 八千代」 . H22.11.26

我孫子市
自然環境を文化に高めるまちへ
お互いを思いやる心で元気なまちへ
出会いと交流で活力を生むまちへ

「手賀沼のほとり　心輝くまち」　～人・鳥・文化のハーモニー～ H12.9.26

鴨川市
「安全・安心」な都市づくり
「持続可能」な都市づくり
「協働」による都市づくり

地域が輝く拠点連携型の環境共生都市・鴨川
～ 鴨川版コンパクトシティの創出 ～

H28.1.29

鎌ケ谷市 みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷 人と緑・産業が共生する未来へひろがる 鎌ケ谷 R1.12（予定）

君津市

基本目標１「ともに支え合い 健やかに暮らせるまち」
基本目標2「安全安心に暮らせる 自然と共生するまち」
基本目標3「地域の力で築く 活力あふれるまち」
基本目標4「豊かな学びと文化が 人を育むまち」
基本目標5「市民とともに 市政を推進するまち」

人が集い　活力あふれる　健康都市　きみつ　～夢と誇りの持てる
まち～

H24.12.21

富津市 なし

浦安市
【基本姿勢１】安全・安心
【基本姿勢２】共生・尊重
【基本姿勢３】自主・連携

人が輝き躍動するまち・浦安
～すべての市民の幸せのために～

H11.12.17

四街道市 みんなが主役のまちづくり 人　みどり　子育て　選ばれる安心快適都市　四街道 H26.3.28

袖ケ浦市 自立と協働
「自立と協働のまち」
人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦

H21.9.24

八街市
『ふるさとを守り育て、活力や文化の薫りに満ち、心安らぐまちづくり
を、 市民と行政の協働により進めます。』

ひと・まち・みどりが輝くヒューマンフィールドやちまた H17.3

印西市

基本目標1　恵まれた自然の中でやすらぎを持って生活できるまちをつく
る
基本目標2　やさしさを持っていきいきと暮らせるまちをつくる
基本目標3　地域の持つ可能性を活かした魅力あるまちをつくる
基本目標4　健やかな心と体を育み未来を拓くまちをつくる
基本目標5　快適で暮らしやすい都市機能の充実した美しいまちをつくる

ひと　まち　自然　笑顔が輝く　いんざい H23.9.13

白井市
※文章で記述
（http://www.city.shiroi.chiba.jp/ikkrwebBrowse/material/files/gr
oup/7/shiroishidaigojikihonnkusou.pdf）

ときめきとみどりあふれる快活都市 H27.12.17

富里市 ～みんなでつくる　笑顔あふれるまち・富里～ 人と緑が調和し未来を拓く臨空都市とみさと H22.12.15

2019年11月現在 

資料3

1



基本理念（基本方針・視点等） 将来都市像 策定年月日
2019年11月現在 

資料3

南房総市

１ 優しく安心して暮らせる南房総
２ 活力ある地域産業の南房
３ 豊かな学びと文化の南房総
４ 安全で快適な南房総
５ 地域がつながる便利な南房総
６ 市民が創る南房総

ひと　ゆめ　みらい　地域で創る魅力の郷 南房総 H30.9

匝瑳市

視点１ 市民の暮らしを重視したまちづくり
視点２ 地域の個性を生かしたまちづくり
視点３ 市民との協働によるまちづくり
視点４ 総合的施策によるまちづくり

『海・みどり・ひとがはぐくむ　活力あるまち 匝瑳市』 R1.6.24

香取市

1.産業経済の振興
2.生活・環境の向上
3.健康・福祉の充実
4.教育・文化の振興
5.都市基盤の整備
6.市民参画・行政の取組

豊かな暮らしを育む　歴史文化・自然の郷　香取　～人が輝き　人
が集うまち～

H30.3

山武市

山武市は、太平洋の青い水平線と白い砂浜のコントラストが美しい九十
九里浜、そしてその後背地に広がる田園地帯、森林を有する丘陵地帯で
構成された自然環境に恵まれた都市であり、海岸、田園、丘陵という豊
かな自然環境を活かしたまちづくりを進めます。
日本有数の国際空港である成田国際空港に近接するとともに、市域には
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が走っています。今後、成田国際空
港は更なる機能強化が図られ、圏央道も2024年の全線開通を視野に事業
が進んでいます。地域づくりを大きく左右する、成田国際空港と圏央道
ネットワークを意識したまちづくりを進めます。
市の高齢化率も３割を超え、日本全体の傾向と同様に、人口減少が進ん
でいます。人口維持のためには、市民が暮らしやすく住み続けられる環
境を確保するとともに、市外の方が魅力に思い、訪れ、住まう価値を創
造していくことが必要です。同時に、市民の安心安全を確保しながら、
人口減少に対応した行政運営も求められています。そのため、将来に
渡って持続可能で魅力あるまちづくりを進めます。

記載なし H31.3.13

いすみ市 記載なし 記載なし H30.3

大網白里市
市民憲章に定める"田園文化都市"の実現に向けて、自然や田園環境と都
市環境の調和を念頭に、みんなでまちづくりに取り組む"参画と協働"を
実践する

未来に向けて　みんなでつくろう！　住みたい・住み続けたいまち H23.4
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