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　多古町は、栗山川とその周辺に広がる田園風景、そして緑豊かな山々

に囲まれた自然豊かな美しい町です。

　更に、成田空港に隣接していることから、首都圏へのアクセスも整備

されており、のどかで心穏やかに暮らせる環境と利便性をあわせ持つ

魅力のある町です。そして、圏央道の開通や成田空港の更なる機能強

化により、更に発展することが期待されています。

　様々な魅力をもつ多古町ですが、我が町の一番の財産は、人と人との

つながりを大切にしながら、町に愛着を持って暮らしている町民の皆様

一人ひとりです。

　私は、町長として、「町民の皆様を幸せにするため」という想いを大切に、町民の皆様が「誇れる町」と

なるよう、スピード感を持って様々な取組を推進してきました。

　そして、町民の皆様が、この先も安心して多古町で暮らしていくために、あらゆる世代の人たちが、「多古

町で暮らすこと」を選択し、そして「多古町で暮らしつづけたい」と思える町となるよう、今後のまちづくり

に向けた取組を進めていくための指針となる計画として、「第５次多古町総合計画」を策定しました。

　「第５次多古町総合計画」で掲げる町の将来像、「世代を超えて　みんなで暮らしつづけ

たい　多古町」は、町民の皆様にご参加いただいたワークショップにてご提案いただいたフレーズで

す。町民の皆様の「願い」の詰まったこの将来像の実現に向け、様々な取組を今後もより一層推進して参り

ます。

　最後になりましたが、「第５次多古町総合計画」の策定にあたり、活発なご審議をいただきました多古町

総合振興審議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やワークショップ、パブリックコメント等にて、

貴重なご意見やご提言をいただいた皆様に、心から感謝と御礼を申し上げます。

　はじめに

多古町は、栗山川とその周辺に広がる田園風景、そして緑豊かな山々

に囲まれた自然豊かな美しい町です。

更に、成田空港に隣接していることから、首都圏へのアクセスも整

備されており、のどかで心穏やかに暮らせる環境と利便性をあわせ持

つ魅力のある町です。そして、圏央道の開通や成田空港の更なる機能

強化により、更に発展することが期待されています。

様々な魅力をもつ多古町ですが、我が町の一番の財産は、人と人と

のつながりを大切にしながら、町に愛着を持って暮らしている町民の

皆様一人ひとりです。

私は、町長として、「町民の皆様を幸せにするため」という想いを大切に、町民の皆様が「誇れる町」

となるよう、スピード感を持って様々な取組を推進してきました。

そして、町民の皆様が、この先も安心して多古町で暮らしていくために、あらゆる世代の人たちが、「多

古町で暮らすこと」を選択し、そして「多古町で暮らしつづけたい」と思える町となるよう、今後のま

ちづくりに向けた取組を進めていくための指針となる計画として、「多古町第５次総合計画」を策定し

ました。

「多古町第５次総合計画」で掲げる町の将来像、「世代を超えて　みんなで暮らしつづ
けたい　多古町」は、町民の皆様にご参加いただいたワークショップにてご提案いただいたフレー
ズです。町民の皆様の「願い」の詰まったこの将来像の実現に向け、様々な取組を今後もより一層推進

して参ります。

最後になりましたが、「多古町第５次総合計画」の策定にあたり、活発なご審議をいただきました多

古町総合振興審議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やワークショップ、パブリックコメント等

にて、貴重なご意見やご提言をいただいた皆様に、心から感謝と御礼を申し上げます。

　令和３年３月

多古町長

　はじめに

多古町は、栗山川とその周辺に広がる田園風景、そして緑豊かな山々

に囲まれた自然豊かな美しい町です。

更に、成田空港に隣接していることから、首都圏へのアクセスも整

備されており、のどかで心穏やかに暮らせる環境と利便性をあわせ持

つ魅力のある町です。そして、圏央道の開通や成田空港の更なる機能

強化により、更に発展することが期待されています。

様々な魅力をもつ多古町ですが、我が町の一番の財産は、人と人と

のつながりを大切にしながら、町に愛着を持って暮らしている町民の

皆様一人ひとりです。

私は、町長として、「町民の皆様を幸せにするため」という想いを大切に、町民の皆様が「誇れる町」

となるよう、スピード感を持って様々な取組を推進してきました。

そして、町民の皆様が、この先も安心して多古町で暮らしていくために、あらゆる世代の人たちが、「多

古町で暮らすこと」を選択し、そして「多古町で暮らしつづけたい」と思える町となるよう、今後のま

ちづくりに向けた取組を進めていくための指針となる計画として、「多古町第５次総合計画」を策定し

ました。

「多古町第５次総合計画」で掲げる町の将来像、「世代を超えて　みんなで暮らしつづ
けたい　多古町」は、町民の皆様にご参加いただいたワークショップにてご提案いただいたフレー
ズです。町民の皆様の「願い」の詰まったこの将来像の実現に向け、様々な取組を今後もより一層推進

して参ります。

最後になりましたが、「多古町第５次総合計画」の策定にあたり、活発なご審議をいただきました多

古町総合振興審議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やワークショップ、パブリックコメント等

にて、貴重なご意見やご提言をいただいた皆様に、心から感謝と御礼を申し上げます。

　令和３年３月

多古町長

　はじめに

多古町は、栗山川とその周辺に広がる田園風景、そして緑豊かな山々

に囲まれた自然豊かな美しい町です。

更に、成田空港に隣接していることから、首都圏へのアクセスも整

備されており、のどかで心穏やかに暮らせる環境と利便性をあわせ持

つ魅力のある町です。そして、圏央道の開通や成田空港の更なる機能

強化により、更に発展することが期待されています。

様々な魅力をもつ多古町ですが、我が町の一番の財産は、人と人と

のつながりを大切にしながら、町に愛着を持って暮らしている町民の

皆様一人ひとりです。

私は、町長として、「町民の皆様を幸せにするため」という想いを大切に、町民の皆様が「誇れる町」

となるよう、スピード感を持って様々な取組を推進してきました。

そして、町民の皆様が、この先も安心して多古町で暮らしていくために、あらゆる世代の人たちが、「多

古町で暮らすこと」を選択し、そして「多古町で暮らしつづけたい」と思える町となるよう、今後のま

ちづくりに向けた取組を進めていくための指針となる計画として、「多古町第５次総合計画」を策定し

ました。

「多古町第５次総合計画」で掲げる町の将来像、「世代を超えて　みんなで暮らしつづ
けたい　多古町」は、町民の皆様にご参加いただいたワークショップにてご提案いただいたフレー
ズです。町民の皆様の「願い」の詰まったこの将来像の実現に向け、様々な取組を今後もより一層推進

して参ります。

最後になりましたが、「多古町第５次総合計画」の策定にあたり、活発なご審議をいただきました多

古町総合振興審議会の委員の皆様をはじめ、アンケート調査やワークショップ、パブリックコメント等

にて、貴重なご意見やご提言をいただいた皆様に、心から感謝と御礼を申し上げます。

　令和３年３月

多古町長



多古町総合計画 ［概要版］

2

将来像の実現に向けた分野別の目標や施策を示す

まちづくりの将来像や方向性を示す

　多古町では、これから町が目指す方向性について町民と共有し、新しい多古町を作り上げるため、「第５次多
古町総合計画」（これ以降は、「第５次総合計画」と表記します。）を策定しました。
　「第５次総合計画」では、多古町における新しい取組を進めていくことと合わせて、多古町が持っている魅力
である「人と人とのつながり」を大切にしたまちづくりを重要視して、より一層の町の発展につながる取組を
進めていきます。

　「第５次総合計画」は、まちづくりの長期的な将来像や方向性を示すものであり、多古町の最上位計画として
位置づけられます。
　また「第５次総合計画」は、「基本構想」と「基本計画」により構成され、「基本構想」では、まちづくりの将来
像や方向性を示し、「基本計画」では将来像の実現に向けたまちづくり分野別の目標や施策を示します。

総合計画の計画期間
　「第５次総合計画」の計画期間は、「基本構想」を令和３～11年度の９年間、「前期基本計画」を令和３～６年
度の４年間、後期基本計画を令和７～11年度の５年間とします。
　多古町を通過する首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」という。）の大栄－横芝間の開通目標が令和６
年度末に予定されていることや、成田空港の更なる機能強化による新滑走路等の供用開始が令和10年度末に
予定されていることを踏まえた計画期間となっています。
　今回策定した計画は、「基本構想」と「前期基本計画」の部分になります。

前期基本計画 後期基本計画

第5次多古町総合計画（基本構想）

2021

令和3年

2029

令和11年令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

総合計画の構成

総合計画策定の趣旨

基本構想

基本計画
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たまこと巡る★多古町の目指すこれからツアー多古町の目指すこれからツアー

ここからは、「第５次総合計画」で、多古町が
目指す方向性について、たまこがガイドになって
紹介していくわ！
総合計画ってそもそも何？と思った方は、最後の
ページで説明しているので見てね！
まずは、目指す方向性、町の将来像からよ！

ガ
イ
ド

町の将来像
　子どもからお年寄りまで、すべての世代の町民が、安心して暮らしやすい、そして　多古町に自信と誇りと
愛着を持ち、「家族みんなで、ずっと多古町で暮らしつづけたい」と思えるまちづくりを目指し、町の将来像を
以下のように定めます。

世代を超えて世代を超えて
みんなで暮らしつづけたいみんなで暮らしつづけたい

多古町多古町

この将来像は、町民の皆様に
ご参加いただいた
町民ワークショップで提案・検討
されたものよ。
皆様、ありがとうございます☆★

名所 ①

町民ワークショップ
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町の将来像の実現に向けた３つの基本的視点名所 ②

新しい多古町　～選ばれるまちへ～
圏央道の開通と成田空港の更なる機能強化の機会を最大限に活かして、町民と共に新たな魅力づくりに取り
組み、多古町が暮らす町、あるいは訪れる町として、より多くの人から「選ばれる」まちづくりを目指します。

ずっと続く多古町　～持続可能なまちへ～
多古町の貴重な地域資源や魅力を活かしながら、より良いものとして発展させ、次世代に継承し、「暮らしつづ
けたい多古町」が持続するまちづくりを目指します。

みんなの多古町　～協働・共創のまちへ～
町民が主役のまちづくりを目指し、町民と共に考え、共に協力して行動する「協働」のまちづくりを更に進め、
町に関わる多くの人が、様々なまちづくりのアイデアを出し合い、みんなで共に創る「共創」のまちづくりを
目指します。

各分野の６本柱で、将来像の実現に向けて取り組んでいくわ。
次のページからは、各柱の詳しい内容について紹介しているから
次のページ以降も見てね！

まちづくりの 6 本柱　基本政策名所 ③

❶ 空港と共生・共栄するまちづくり〈圏央道・空港・シティプロモーション〉

❻ みんなが主役のまちづくり〈町民参加・生きがい・行財政〉

❺ 学びと生きる力を育むまちづくり〈教育・文化・人づくり〉

❹ 自然と調和した安全・安心なまちづくり〈環境・都市基盤整備・安全〉

❸ 活気と賑わいのある自慢できるまちづくり〈産業振興・交流〉

❷ 共に支え合う、みんなにやさしいまちづくり〈子育て・福祉・医療〉

この３つの基本的視点を大事にしながら、
将来像の実現に向けて進んでいくわ。
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圏央道・空港・シティプロモーション

基本政策
1 空港と共生・共栄するまちづくり空港と共生・共栄するまちづくり

●�圏央道の開通や、成田空港の更なる機能強化など、町の活性化につながる機会を活かして、より魅力的な
まちづくりに取り組みます。

●�新たな多古町の魅力を発信し、多古町の魅力をより多くの人に周知し、居住地として、または訪れる地と
して、「選ばれる」まちづくりを目指します。

具体的にやっていくこと

圏央道の開通・成田空港の更なる機能強化による町の活性化圏央道の開通・成田空港の更なる機能強化による町の活性化

●�立地条件を生かした企業誘致
●�圏央道の整備促進
●�空港の機能強化に伴う町道等の整備

民間活用の推進民間活用の推進

●�民間事業者が参入しやすい地域づくり

各種媒体を活用した積極的な情報発信各種媒体を活用した積極的な情報発信

●�町の魅力発信

成田空港 提供：成田国際空港株式会社
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子育て・福祉・医療

基本政策
2 共に支え合う、みんなにやさしいまちづくり共に支え合う、みんなにやさしいまちづくり

●�町全体で子育て世代を支え、子育てしやすいまちづくりを実現するための子育て施策を推進していきます。

●�地域における共助の活動に対する支援を行い、共に支え合うまちづくりに取り組みます。更に、多様なニー
ズに対応した福祉・介護サービスを充実させます。

●�町民が主体的に自らの健康づくりに取り組む環境を整え、健やかで心豊かに生活することができるまちづ
くりに取り組みます。

具体的にやっていくこと

多古町で子育てしたいと思える環境づくり多古町で子育てしたいと思える環境づくり

●�結婚・出産・子育て支援の充実

誰もが安心して暮らせる地域共生社会の構築誰もが安心して暮らせる地域共生社会の構築

●�町民同士の支え合い・助け合いの推進
●�高齢者福祉・介護保険制度の充実
●�障がい者福祉の充実
●�生活援護体制の充実

主体的な健康づくりと安心できる地域医療体制の充実主体的な健康づくりと安心できる地域医療体制の充実

●�健康づくりの推進
●�保健・医療の充実

多古病児保育所 愛と真心の訪問事業
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産業振興・交流

基本政策
3 活気と賑わいのある自慢できるまちづくり活気と賑わいのある自慢できるまちづくり

●�総合的な農業振興の推進体制の構築に取り組みます。また、農工商が連携した６次産業化を推進し、多古町
が誇る農産物や特産品のブランド化等により、活気と賑わいのある自慢できるまちづくりに取り組みます。

●�成田空港に隣接している地域の特性を活かした多様な観光・交流事業の展開を図ります。

●�働き方改革やコロナ禍により、ICTを活用したテレワーク等が注目されていることから、多古町への移住・
定住の支援を推進していきます。

具体的にやっていくこと

競争力と安定性のある農業経営環境の強化競争力と安定性のある農業経営環境の強化

●�生産環境の整備
●�生産体制の強化
●�産地化の促進
●�畜産業の振興

●�新規就農・後継者の育成
●�指導・流通体制の強化
●�総合的な推進体制の確立

まちの賑わいを創り出す商工業の振興まちの賑わいを創り出す商工業の振興

●�既存工業への支援
●�魅力ある商店街・拠点の形成
●�経営の安定化対策の推進

道の駅を拠点とした多様な観光・交流プログラムの展開道の駅を拠点とした多様な観光・交流プログラムの展開

●�観光まちづくりの基盤形成
●�観光資源の発掘と活用
●�観光PRの強化
●�道の駅多古の魅力向上

移住・定住支援の推進移住・定住支援の推進

●�多古町の住みやすさ・暮らしやすさのPR
●�多古町に関わる人材(関係人口)の創出
●�若い世代の転入を促す住環境の整備

道の駅多古でのイベント
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環境・都市基盤整備・安全

基本政策
4 自然と調和した安全・安心なまちづくり自然と調和した安全・安心なまちづくり

●�豊かな自然環境を後世に引き継ぐため、自然と調和したまちづくりに取り組みます。また、公共交通、道路、
公園、上下水道等の都市基盤施設の適切な維持管理と機能強化に取り組みます。

●�災害に「強く」「しなやか」なまちづくりを目指すとともに、町民の生命・財産を守る環境整備により、安全で
安心して暮らすことのできるまちを目指します。

具体的にやっていくこと

自然と調和した土地利用の推進自然と調和した土地利用の推進

●適切な土地利用の推進

地域特性を活かした交通ネットワークの強化地域特性を活かした交通ネットワークの強化

●国・県道の整備促進
●町道の整備

●法定外公共物の管理
●�橋梁の点検整備

暮らしの利便性に配慮した公共交通体系の確保暮らしの利便性に配慮した公共交通体系の確保

●公共交通の利便性の向上

親しみと憩いを感じる空間・景観の形成親しみと憩いを感じる空間・景観の形成

●公園・緑地の整備
●美しい景観の形成

●森林の持つ多面的機能の維持・
　活用

快適で潤いのある暮らしの基盤・環境の整備快適で潤いのある暮らしの基盤・環境の整備

●住宅の建設、改善への適切な
対応・支援

●安全で強靭な水道事業の実現

●ごみの適切な処理
●し尿及び生活雑排水の適切な処理
●公害・環境対策の推進

●土地利用動向の適切な把握

●交通結節機能の強化

災害につよくしなやかで、安全・安心のまちづくり災害につよくしなやかで、安全・安心のまちづくり

●治山・治水対策などの推進
●災害対策の確立

●消防体制の充実
●防犯対策の推進

●�交通安全対策の推進
●消費者の自立

消防団による災害復旧活動

あじさい公園
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教育・文化・人づくり

基本政策
5 学びと生きる力を育むまちづくり学びと生きる力を育むまちづくり

●�「多古の子　町の子　みんなの子」のスローガンのもと、魅力ある学校づくりに取り組みます。

●�子どもを取り巻く教育環境の充実を図り、郷土を愛し、生涯を通じて夢と希望をもって学び、生きる力を
育む人づくりを推進します。

●�地域固有の伝統文化を次世代へ継承するとともに、町民の芸術文化活動・スポーツ活動を支援し、生涯を
通じて主体的に学ぶことができる環境づくりに取り組みます。

●�成田空港に隣接した立地を活かし、国際教育の推進による国際的な人材育成、空港業界への興味・関心を
育む取組を実施します。

具体的にやっていくこと

●幼児教育の推進

地域に根ざした魅力ある教育の推進地域に根ざした魅力ある教育の推進

●生涯学習の充実

生涯を通じて学べる環境の充実生涯を通じて学べる環境の充実

●�郷土愛の醸成・ふるさと教育の推進
●�青少年の健全育成

郷土を愛し次世代を担える人材の育成郷土を愛し次世代を担える人材の育成

中学生議会 航空業界講話事業（夢を育む事業）

●学校教育の充実

●�多古町文化の育成と活用
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町民参加・生きがい・行財政

基本政策
6 みんなが主役のまちづくりみんなが主役のまちづくり

●�より一層の都市基盤の整備や公共施設の管理を進めるとともに、多様化する町民のニーズに対応した行政
経営に取り組みます。

●�町民一人ひとりがまちづくりの主役であることを踏まえ、すべての町民がまちづくりに関心を持ち、主体的
に参加できるよう、町の情報を発信し、町民とともに協働・共創によるまちづくりに取り組みます。

具体的にやっていくこと

●�町民参加の推進
●NPO・ボランティア団体の育成
●地域コミュニティ活動の促進
●男女共同参画社会の実現

まちづくりへの町民参加と協働・共創の構築まちづくりへの町民参加と協働・共創の構築

●行政運営の効率化・弾力化
●職員の能力開発
●�ICTの利活用

効率的・効果的な行政運営の推進効率的・効果的な行政運営の推進

●安定的な財源の確保
●合理的・効率的な財源配分
●�財政事情の公表

健全で安定的な財政運営の推進健全で安定的な財政運営の推進

●関係市町との連携強化
●国・県との連携強化

多様なニーズに対応した広域行政の推進多様なニーズに対応した広域行政の推進

多古町移住コーディネーター
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教えて！教えて教えて！！ たまこ先生！たまこ先生たまこ先生！！

「多古町総合計画」「多古町総合計画」とは？

ねえ、たまこ先生！「総合計画」ってなあに？

そうなんだ！　じゃあ、これから多古町が
どんなまちになっていくのか、
目指す先が書いてあるんだね！
多古町に住む私たちにとっても大事な計画だ！

第5次多古町総合計画　［概要版］
発行年月：令和3年3月
発　　行：多古町
企画・編集：多古町��企画空港政策課

〒289-2292��千葉県香取郡多古町多古584番地
TEL�0479-76-5409��FAX�0479-76-7144

※計画書本編は町のホームページにてご覧いただけます。
　気になる内容や詳しい内容については、計画書をご覧ください。
　https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012600055/

始まりました！
「教えて！たまこ先生！」の時間よ★
今日も、みんなの疑問に答えていくわ！
わからないこと、たくさん聞いてね♡

良い質問！
「総合計画」とは、まちづくりの方向性を示す計画で、
まちの中では最上位計画なの。
そして、その多古町版が「多古町総合計画」よ。
「多古町総合計画」は、
これから多古町が目指す方向性について書かれている、
多古町にとっての将来への羅針盤のようなものね！

素晴らしいわ！！
これから多古町が目指す方向性について、みんなで共有して、
一緒に素敵な多古町を作り上げていきましょう★


