
施策・事務事業評価結果一覧

指標 計画時 目標値（R1） 実績値（R1）

1 1 実施計画 基本目標1 地域福祉
身近な地域の支え合い・
助け合いの体制づくり

厚生課 A
地域コミュニティづくり推進支援
事業

継続
福祉分野におけるボランティア活
動参加者数

20,922人 21,200人 23,576人

2 2 実施計画 基本目標1 地域福祉
生活困窮者への支援の充
実

厚生課 A 生活困窮者⾃⽴相談支援事業 改善 ⾃⽴相談支援事業によるプラン作成者のう
ち、⾃⽴に向けて改善が⾒られた者の割合 88% 89% 98%

3 3 実施計画 基本目標1 地域福祉
高齢や障害等で避難が困
難な方の支援体制を整備

厚生課 B 災害時要援護者支援計画推進事業 改善
君津市災害時要援護者避難支援計
画における要援護者登録者数

1,621人 1,680人 1,638人

保育園環境整備事業 拡大
保育所等利⽤待機児童数（毎年4
月1日時点）

45人 12人 50人

⺠間保育園運営費補助⾦ 継続

地域子育て支援センター事業 改善
地域子育てセンター利⽤者の満⾜
度

- 80％以上 実績なし

子ども医療費助成事業 継続

子だから祝⾦給付事業 継続

児童虐待防止対策事業 改善

放課後児童健全育成事業 改善
放課後児童クラブの待機児童数
（毎年4月1日時点）

0人 0人 ０人

生活困窮者等学習支援事業 改善 学習支援事業の参加者数 27人 50人 41人

7 7 実施計画 基本目標1 高齢者福祉 介護予防の推進
高齢者支援課、健
康づくり課

B 介護予防・地域支え合い事業 改善
健康増進モデル事業の教室数の増
加

105教室 107教室 105教室

8 8 実施計画 基本目標1 高齢者福祉 100年寿命に対応する高齢者
支援計画へ全⾯⾒直し

高齢者支援課 A 高齢者支援計画等作成事業 縮小 高齢者支援計画の策定 アンケートの実施
アンケートの実施及び

分析
アンケートの実施及び

分析完了

市シルバー人材センター補助⾦ 拡大 シルバー人材センター正会員数 482 500 430

市シニアクラブ助成事業 改善 シニアクラブ数 61 61 56

10 10 実施計画 基本目標1 高齢者福祉
認知症に対する正しい知
識の習得

高齢者支援課 B 認知症サポーターの育成 継続 認知症サポーター数 6,030名 6,600名 6,317名

11 11 実施計画 基本目標1 高齢者福祉 高齢者の⾒守り 高齢者支援課 C
ひとり暮らし⽼人緊急通報システ
ム設置事業

拡大
「君津市高齢者⾒守りネットワー
ク事業」覚書締結社数

7 10 7

地域包括支援センター運営事業 拡大
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看
護小規模多機能型居宅介護事業所数

定期︓2
看護︓0

定期︓3
看護︓1

定期︓2
看護︓1

介護サービスの充実 改善

障害福祉サービス費支給事業 継続 計画相談支援数 75人/月 94人/月 78人/月

障害児相談支援給付事業 改善 障害児相談支援数 24人/月 47人/月 30人/月

14 14 実施計画 基本目標1 障害者福祉 移動支援 障害福祉課 A 移動支援事業 継続 移動支援延べ利⽤時間数 322時間/月 341時間/月 365時間/月

15 15 実施計画 基本目標1 障害者福祉 日常生活の支援促進 障害福祉課 B
障害福祉サービス費支給事業（再
掲）

継続 生活介護利⽤者数 211人/月 243人/月 212人/月

障害者福祉 相談支援体制の充実 障害福祉課 C

高齢者福祉 介護サービスの充実 高齢者支援課 C

13 13 実施計画 基本目標1

12 12 実施計画 基本目標1

高齢者福祉 高齢者の社会参加の促進 高齢者支援課 C

子育て支援 子どもの居場所づくり
子育て支援課、厚
生課

B

9 9 実施計画 基本目標1

6 6 実施計画 基本目標1

子育て支援
子育て家庭への支援の充
実

子育て支援課、学
校教育課

B

子育て支援 保育環境の整備 子育て支援課 D

5 5 実施計画 基本目標1

4 4 実施計画 基本目標1
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福祉作業所管理運営事業 継続 就労継続支援Ｂ型利⽤者数 157人/月 191人/月 189人/月

障害福祉サービス費支給事業（再
掲）

継続

各種がん検診事業 改善 肺がん検診受診率 8.4% 8.5% 7.5%

特定健康診査等事業費 改善 胃がん検診受診率 5.3% 5.4% 4.8%

健康診査事業 継続 大腸がん検診受診率 7.2% 7.4% 7.1%

健康教育・相談事業 継続 子宮頸がん検診受診率 13.7% 13.8% 13.7%

乳がん検診受診率 13.5% 13.6% 12.5%

特定健康診査におけるメタボリッ
クシンドローム該当者割合

20.6% 18.5% 21.5%

18 18 実施計画 基本目標1 保健・医療 ⺟子の支援体制の充実 健康づくり課 A
子育て世代包括支援センター運営
事業

継続 1歳6か月児健診のアンケートにおいて「この地域
で今後も子育てをしていきたい」と思う人の割合 61.4% 62.0% 62.2%

19 19 実施計画 基本目標1 保健・医療 食育の推進
健康づくり課、学
校教育課 ほか

B 食生活改善推進事業 継続 朝食を食べる子どもの割合
小学校 84.5％
中学校 80.3％

小学校 87.0％
中学校 83.0％

小学校 87.6％
中学校 78.0％

デジタル防災⾏政無線施設整備事
業

継続
デジタル防災⾏政無線施設の整備
率

50.0% 75.0% 62.5%

防災情報フリーダイヤル事業 継続

21 21 実施計画 基本目標2 防災・消防 防災施設・備蓄品の充実 危機管理課 A ⾮常災害時⽤備品購⼊事業 拡大 防災備蓄品保管場所数 46箇所 47箇所 48箇所

⾃主防災組織育成事業 拡大 ⾃主防災組織カバー率 71.00% 72.00% 72.92%

防災訓練関係費 拡大

防災啓発事業 継続

消防⾞両購⼊事業 継続 消防⽔利の充⾜率 80.19% 80.36% 80.30%

分団⽤⾞両購⼊事業 継続

消⽕栓新設⼯事負担⾦ 継続

防⽕⽔槽設置事業 継続

24 26 実施計画 基本目標2 防災・消防
空家等の適切な管理の推
進

環境衛生課 C 空家等対策推進事業 拡大
市の指導等に対し未対応の空家等
の件数

18件 16件 25件

25 27 実施計画 基本目標2 交通安全・防犯
交通安全意識及び交通マ
ナーの向上

市⺠生活課 A 交通安全指導事業 継続
人口千人当たりの交通事故死傷者
数

5.5人 4.7人以下 4.0人

26 28 実施計画 基本目標2 交通安全・防犯
交通安全施設の適切な整
備と維持管理

道路維持課 B 交通安全施設整備事業 継続 通学路における危険箇所の改善 78% 80% 78%

17

B

23 24 実施計画 基本目標2 防災・消防 消防・救急体制の充実 消防総務課 B

就労支援の推進 障害福祉課 B

22 22 実施計画 基本目標2

20 20 実施計画 基本目標2

防災・消防
地域防災コミュニティの
強化

危機管理課 A

防災・消防 情報伝達⼿段の充実強化 危機管理課

16 16 実施計画 基本目標1 障害者福祉

17 実施計画 基本目標1 B保健・医療 健康づくりの推進 健康づくり課
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防犯推進事業 継続
人口1万人当たりの刑法犯認知件
数の県内順位

38位 26位 28位

君津市防犯ボックス運営事業 継続

28 30 実施計画 基本目標2 消費生活 消費生活相談の充実 市⺠生活課 D 消費生活相談事業 改善
消費生活相談における助言・斡旋
解決率

95.5% 96.0% 91.8%

29 31 実施計画 基本目標2 消費生活 消費者教育の推進 市⺠生活課 A 消費者啓発事業 継続 消費生活相談件数 225件 対前年度⽐7％減 319件

大気汚染監視関係事業 継続 協定締結⼯場や産業廃棄物最終処分場の⽴⼊
調査における協定値等の超過件数 なし なし なし

⽔質分析等委託事業 継続 不法投棄の報告件数 87件 85件 69件

廃棄物不法投棄対策事業 継続

31 33 実施計画 基本目標2 環境保全
事務事業に係る温室効果
ガス排出量の削減

環境保全課 A 事業なし ー 2021年度（令和3年度）までに基準年度
（2015年（平成27年度））⽐で10％削減 4.48％削減 6.00％削減 29.78%削減

32 34 実施計画 基本目標2 環境保全 省エネ設備の設置補助 環境保全課 A
住宅⽤省エネルギー設備等導⼊補
助事業

継続
住宅⽤省エネルギー設備等設置補
助⾦交付件数

60件 60件 77件

33 35 実施計画 基本目標2 環境保全 ＰＣＢ廃棄物の処理 環境保全課 A
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等処理
事業

継続 ＰＣＢ廃棄物処理の進捗状況
ＰＣＢ廃棄物保管、事

前登録
安定器登録、コンデン

サ処理
実施

広域廃棄物処理事業 継続 市⺠1人1日当たりのごみ排出量 916g 903g 946ｇ

家庭系ゴミ指定袋制推進事業 継続 リサイクル率 24.7% 26.2% 24.7%

資源ごみ回収事業協⼒団体交付⾦ 継続

35 37 実施計画 基本目標2 資源循環 し尿処理施設の整備 環境衛生課 A 衛生センター整備事業 拡大 し尿処理施設整備の進ちょく率 20% 50% 50%

36 38 実施計画 基本目標3
商⼯業振興・企業誘
致

地域にやさしい商店街づ
くり

経済振興課 C 中心市街地商店街活性化推進事業 改善 助成したイベントへの参加者数 12,200人 12,200人 6,200人

37 39 実施計画 基本目標3
商⼯業振興・企業誘
致

魅⼒あふれる個店づくり 経済振興課 B
きみつ魅⼒あふれるお店づくり事
業

改善
きみつ魅⼒あふれるお店づくり事
業を活⽤した店舗数

3店舗/年 4店舗/年 3店舗/年

中小企業資⾦融資及び利子補給事
業

改善 融資枠に対する融資実績率 38.9% 50.0% 64.0%

産業支援センター運営事業 継続
中小企業者、創業希望者向け総合
支援窓口で支援を⾏った事業者数

－ 51事業者 36事業者

39 41 実施計画 基本目標3
商⼯業振興・企業誘
致

企業誘致の推進 経済振興課 A 企業誘致推進事業 継続 進出企業の雇⽤者数 443名 449名 517名

農業次世代人材投資事業 継続 新規就農者数 26名 27名 29名

「輝け!ちばの園芸」次世代産地
整備支援事業

継続 担い⼿への農地集積率 8.5% 11.1% 9.8%

農地中間管理事業 改善

農業振興
担い⼿の育成と収益性の
高い農業の推進と農地集
積の推進

農政課 B

商⼯業振興・企業誘
致

中小企業者の経営安定 経済振興課 B

40 42 実施計画 基本目標3

38 40 実施計画 基本目標3

資源循環
ごみの減量化・再資源化
の推進

クリーン推進課 C

環境保全
環境保全に係る各種調
査、対策

環境保全課 A

34 36 実施計画 基本目標2

30 32 実施計画 基本目標2

27 29 実施計画 基本目標2 交通安全・防犯
地域における防犯活動の
推進

市⺠生活課 B
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特産品奨励事業 継続
特産品ブランドの強化や新たな品
目の導⼊、開発支援

新品目開発支援1品目 新品目開発支援1品目 新品目開発支援1品目

ジビエ活⽤推進事業 継続 特産品のＰＲイベントの参加者数 450人 900人 3,632人

きみつの名産応援事業 継続

ふるさときみつ応援寄附⾦ 継続

野生猿⿅猪等被害防止対策事業 継続 有害⿃獣による農作物被害⾦額 46,250千円 42,781千円 38,963千円

有害獣被害防止対策事業補助⾦ 継続

多⾯的機能支払交付⾦事業 拡大
事業実施により保全される農地⾯
積及び農業⽤施設の受益⾯積

547ha 722ha 699ha

中山間地域活性化対策事業 拡大

日本一のミツバツツジの⾥づくり
事業

廃止 ミツバツツジ植栽本数 64,500本 65,500本 65,249本

ミツバツツジ保護事業 継続

森林環境整備事業 拡大 森林施業実施地権者数 10人 10人 5人

県単森林整備事業 継続

観光推進事業 継続 観光⼊込客数 2,960千人 3,079千人 3,060千人

観光施設維持管理事業 継続 観光宿泊客数 217千人 220千人 190千人

君津市観光情報ホームページ及び君津市観光
課Facebookページへのアクセス数

46,406
アクセス/月

50,000
アクセス/月

58,123
アクセス／月

観光パンフレットの配布 20,000部/年 20,000部/年 16,800部/年

48 52 実施計画 基本目標3
市街地整備・住環境
整備

⽊造住宅の耐震化の促進 住宅営繕課 D ⽊造住宅耐震化促進事業 改善 耐震改修補助の利⽤件数 1件/年 5件/年 1件/年

空き家バンク事業 改善 空き家バンク登録物件の成約数 3件/年 4件/年 ３件/年

（仮称）住宅ストック活⽤推進事
業

継続

50 54 実施計画 基本目標3
市街地整備・住環境
整備

地籍調査事業の推進 管理課 A 地籍調査事業 継続 地籍調査完了⼯区数 2⼯区 3⼯区 ３⼯区

⼋重原線道路新設改良 継続 ⼋重原線道路新設改良進捗率 21.6% 33.5% 23.7%

笹藤林線道路改良 継続 笹藤林線道路改良進捗率 11.4% 44.6% 30.7%

神⾨地区道路拡幅事業 継続 神⾨地区道路拡幅事業進捗率 15.3% 22.3% 21.9%

六⼿・中島線歩道整備 継続 六⼿・中島線歩道整備進捗率 13.4% 15.6% 15.5%

49

道路・河川整備 地域生活道路の整備 道路整備課 A52 56 実施計画 基本目標3

道路・河川整備 幹線道路の整備
道路整備課、建設
計画課

D

市街地整備・住環境
整備

良質な住環境の整備 住宅営繕課 B

51 55 実施計画 基本目標3

49 53 実施計画 基本目標3

観光振興
君津観光ブランドの確
⽴・強化

経済振興課 B

農業振興 林業者への支援 農林整備課 D

46 48 実施計画 基本目標3

45 47 実施計画 基本目標3

農業振興
日本一のミツバツツジの
⾥づくり

農林整備課 B

農業振興 農地・農業⽤施設の保全 農林整備課 B

44 46 実施計画 基本目標3

43 45 実施計画 基本目標3

農業振興
有害⿃獣による被害対策
の強化

農政課 B

農業振興
農産物のブランド化と市
内外への普及促進

経済振興課、農政
課

A

42 44 実施計画 基本目標3

41 43 実施計画 基本目標3

47 実施計画 基本目標3 観光振興 情報発信⼒の強化 経済振興課 B 観光推進事業（再掲） 継続
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施策・事務事業評価結果一覧

指標 計画時 目標値（R1） 実績値（R1）
№

実施計画︓施策№
総合戦略︓事業№

計画 基本目標
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総合戦略︓取組事項

実施計画︓施策の展開
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今後の
方向性

評価指標（ＫＰＩ）

小⽷川循環線バス運⾏事業 改善 コミュニティバスの収支率 38.1% 41.0% 26.6%

中島・豊英線バス運⾏事業 改善 コミュニティバスの利⽤者数 253,163人 256,000人 250,503人

人⾒・大和⽥・神⾨線バス運⾏事
業

改善

デマンド交通事業 改善 デマンドタクシーの収支率 15.5% 17.5% 8.0%

デマンドタクシーの利⽤者数 17,331人 18,050人 11,669人

久留⾥線の魅⼒発信推進事業 改善 ＪＲ久留⾥線の運⾏便数 40本 維持 40本

総合交通体系整備促進事業 継続 高速バス運⾏本数 226本 226本以上 224本

不採算路線維持費補助⾦ 改善
市の補助により運⾏する路線バス
の路線数

9路線 9路線 ９路線

56 62 実施計画 基本目標3 公共交通網整備
地域主体の乗合交通の推
進

企画課 D
総合交通体系整備促進事業（再
掲）

継続 地域主体の乗合交通の取組件数 0件 0件 0件

57 63 実施計画 基本目標3 公園・緑地整備 新たな公園の整備 公園緑地課 D （仮称）⻄ノ作公園整備事業 継続 （仮称）⻄ノ作公園整備進捗率 22.5% 54.6% 22.5%

公園施設⻑寿命化対策事業 継続 公園施設⻑寿命化計画策定率 0.9% 0.9% 0.9%

公園照明灯改修整備事業 継続 公園照明灯ＬＥＤ化率 19.8% 19.8% 19.8%

第１次実施プログラム統合施設整
備事業

継続 小・中学校の適正規模
小︓23.5％
中︓54.5％

小︓29.4％
中︓60.0％

小︓29.4％
中︓60.0％

第２次実施プログラム統合施設整
備事業

拡大

スクールバス運⾏事業 拡大

⾮構造部材耐震化事業 継続
体育館の吊下げ式バスケットゴー
ルの落下防止対策率

82.1% 82.1% 82.1%

トイレ改修事業 継続 トイレの洋式化率 32.0% 40.0% 37.7%

空調設備設置事業 廃止

奨学⾦貸付事業・修学援助事業 継続

学⼒向上推進事業 改善 全国学⼒・学習状況調査「活⽤」を問う問題の全
国との相対値(全国平均を100とした場合）

小6国語 91.4 算数87.4
中3国語93.1 数学85.3

小6国語92.0 算数88.0
中3国語94.0 数学86.0

小6国語94.0 算数90.0
中3国語96.0 数学87.0

外国人英語指導助⼿活⽤事業 継続 千葉県学⼒テストにおける県平均と市平均と
の相対値(県平均を100とした場合） 中3英語92.2 中3英語93.0 中3英語90.6

子ども支援・介護事業 改善

62 70 実施計画 基本目標4 学校教育
道徳性を高める実践的人
間教育の推進

学校教育課 A 道徳・人権教育推進事業 継続
｢学校のきまりを守っている｣と答
えた児童生徒の割合

93.5% 94.0% 97.5%

60

学校教育
新しい時代に必要となる
資質・能⼒の育成

学校教育課 B61 69 実施計画 基本目標4

学校教育
安全安心な教育環境の整
備

教育総務課、学校
教育課

B

学校教育 学校再編の推進
学校再編推進課
教育総務課

A

60 68 実施計画 基本目標4

59 67 実施計画 基本目標4

公園・緑地整備 公園・緑地の適正管理 公園緑地課 B

公共交通網整備
鉄道及び高速バス・路線
バスの利便性の向上

企画課 B

58 64 実施計画 基本目標3

55 61 実施計画 基本目標3

公共交通網整備 コミュニティバスの運⾏ 企画課 D53 59 実施計画 基本目標3

54 実施計画 基本目標3 公共交通網整備 デマンドタクシーの運⾏ 企画課 D
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いじめ防止対策の推進 改善 「いじめはどんな理由があってもいけないこ
と」と考えている児童生徒の割合 94% 100% 96%

中学校合同生徒会事業 継続

地域交流促進支援事業 改善 公⺠館の利⽤者数 378,518人 400,000人 332,055人

地域⾃治・文化振興支援事業 改善

生活活性化支援事業 改善

子どもの読書活動推進事業 継続 読書が好きな子どもの割合
小5 82.9％
中2 78.5％

小5 83.0％
中2 79.0％

小5 84.9％
中2 81.8％

中央図書館読書推進事業 改善
クローバー文庫（中央図書館の推
薦絵本）の貸出冊数

0〜2歳 1,634冊
3〜6歳 1,677冊

0〜2歳 1,700冊
3〜6歳 1,700冊

0〜2歳 1,773冊
3〜6歳 2,130冊

中央図書館資料貸出事業 継続

中央図書館資料購⼊事業 改善 市⺠一人当たりの年間貸出冊数 8.8冊 8.9冊 7.4冊

中央図書館資料貸出事業（再掲） 継続

図書館「知の拠点化」推進事業 改善

67 76 実施計画 基本目標4 ⻘少年健全育成
⻘少年の安全・安心な環
境の醸成

生涯学習文化課 B 地域コミュニティ推進事業 継続 子ども110番の家の設置件数 1,375箇所 現状値以上 1,328箇所

放課後子供教室 継続 放課後子供教室の開催状況
年8回

1〜3年対象
年8回

1〜3年対象
年8回

1〜3年対象

⻘少年支援事業 改善 ⻘少年教育事業の参加者数 6,602人 7,000人 7,756人

市⺠文化ホール関係費 継続
君津市⺠文化ホールの年間利⽤者
数

170,084人 171,000人 152,251人

きみつ⽔と緑のコンサート事業 改善

芸術文化振興補助⾦ 継続 支援団体実施事業への参加者数 4,150人 増加 5,160人

君津市⺠合唱団育成事業 継続

きみつ少年少⼥合唱団育成事業 継続

子ども文化育成事業 継続

71 81 実施計画 基本目標4 文化振興 文化財の保護と活⽤ 生涯学習文化課 D 文化財活⽤事業 改善 文化財活⽤事業への年間参加者数 2,124人 増加 1,415人

72 82 実施計画 基本目標4 文化振興
地域に残る伝統文化の保
護と継承

生涯学習文化課 B 文化財保存各種補助⾦ 継続 指定文化財保存団体数 8団体 8団体 8団体

体⼒向上プロジェクト事業 改善 千葉県運動能⼒証合格率
小︓48.6％
中︓36.8％

小︓49.0％
中︓37.5％

小︓40.3％
中︓32.7％

プール集約化事業 拡大

文化振興

⻘少年健全育成

スポーツ振興
児童生徒の体⼒向上の推
進

体育振興課 D73 83 実施計画 基本目標4

文化振興のための市⺠活
動の支援

生涯学習文化課 A

文化振興
文化芸術に触れ親しむ環
境づくり

生涯学習文化課 C

70 79 実施計画 基本目標4

69 78 実施計画 基本目標4

地域ぐるみで⻘少年を育
む環境の醸成

生涯学習文化課 A

生涯学習 図書館利⽤の促進 中央図書館 C

68 77 実施計画 基本目標4

66 75 実施計画 基本目標4

生涯学習 読書に親しむ環境の充実
生涯学習文化課、
中央図書館

A

生涯学習 生涯学習事業の展開 生涯学習文化課 D

65 74 実施計画 基本目標4

64 73 実施計画 基本目標4

学校教育 いじめ防止対策の推進 学校教育課 B63 71 実施計画 基本目標4
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74 84 実施計画 基本目標4 スポーツ振興
スポーツ・レクリエー
ション活動機会の充実

体育振興課、障害
福祉課

C 生涯スポーツ推進事業 継続 各スポーツ大会等参加者数 1,618人 1,700人 1,290人

75 85 実施計画 基本目標4 スポーツ振興 ラジオ体操の推進 体育振興課 C ラジオ体操推進事業 継続 夏期ラジオ体操会参加者数 22,890人 24,170人 20,173人

スポーツ環境の整備 改善
スポーツ広場、君津グラウンド・
ゴルフ場の利⽤人数

44,225人 45,000人 42,528人

学校開放事業 改善
学校体育施設開放利⽤団体数と登
録者数

160団体
3,146人

維持
158団体
3,233人

77 87 実施計画 基本目標4 国際交流 国際交流の推進 政策推進課 C 国際交流推進事業 継続
国際交流協会が実施する交流事業
への参加者数

661人 700人 634人

78 88 実施計画 基本目標4 国際交流 外国人市⺠への支援 政策推進課 A 国際交流推進事業(再掲) 継続 外国語表記の刊⾏物（累計） 22種 26種 32種

市⺠対話推進事業 継続 市⺠協働や市⺠参加の取組（講座、研修、ワーク
ショップ等）にまた参加したいと思う者の割合 47.8% 52.3% 58.0%

市⺠協働のまちづくり推進事業 改善

80 90 実施計画 基本目標5 市⺠参加 市⺠活動の活性化 政策推進課 B 市⺠活動団体支援事業 改善
市⺠活動団体支援件数（補助⾦交
付件数）

19件 20件 18件

ホームページ管理運営事業 改善 ホームページ総アクセス数 238,325/月 250,000/月 402,438/月

携帯メール配信管理運営事業 継続

⾃治化振興交付⾦ 改善 ⾃治会加⼊率 65.1% 維持 64.8%

⾃治会集会施設整備事業 継続 コミュニティセンターの利⽤者数 59,368人 62,000人 54,003人

コミュニティセンター管理運営事
業

改善

人権施策推進事業 継続
人権問題講演会等のセミナー参加者に対するアン
ケートにおいて、「人権問題への関心や理解が深
まった」と回答した参加者の割合

88% 維持 93%

道徳・人権教育推進事業（再掲） 継続

84 94 実施計画 基本目標5 人権・男⼥共同参画 ⼥性の社会参画の推進 市⺠生活課 B 事業なし ー 審議会等における⼥性委員の割合 21.8% 24.0% 22.0%

経営改革推進事業 改善 健全化判断⽐率（実質公債費⽐率）
（早期健全化基準 25％） 5.0% 3.5% 3.9%

市税収納関係費 継続 健全化判断⽐率（将来負担⽐率）
（早期健全化基準 350％） 28.1% 40.0% 31.1%

職員研修費 継続

業務環境改善事業 継続

86 96 実施計画 基本目標5 ⾏財政運営
ファシリティマネジメン
トの推進

公共施設マネジメ
ント課

C
ファシリティマネジメント推進事
業

継続
公共施設総量の削減
（2015年（平成27年）の延床⾯積を基準と
する）

－ － －

87 97 実施計画 基本目標5 ⾏財政運営
情報化の推進による市⺠
サービスの向上

総務課 D 公衆無線LAN環境整備事業 改善 公衆無線ＬＡＮ延べ接続人数 － 5,000人 1,367人

⾏財政運営

人権・男⼥共同参画

市⺠参加

スポーツ振興

持続可能な⾏財政基盤の
構築

総務課、財政課、
納税課、職員課

C85 95 実施計画 基本目標5

人権意識の高揚
市⺠生活課、学校
教育課

A

コミュニティ
⾃治会加⼊の促進と地域
活動拠点の整備

市⺠生活課 B

83 93 実施計画 基本目標5

82 92 実施計画 基本目標5

積極的な情報発信 政策推進課 A

市⺠参加
市⺠参加機会の創出と市
⺠協働推進の⼟壌づくり

政策推進課、公共
施設マネジメント
課

A

81 91 実施計画 基本目標5

79 89 実施計画 基本目標5

スポーツ環境の整備 体育振興課 C76 86 実施計画 基本目標4
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観光⼊込客数 2,960千人 3,079千人 3,060千人

観光宿泊客数 217千人 220千人 190千人

89 101 実施計画 基本目標5 広域連携 ⽕葬業務の広域化の実施 環境衛生課 A 広域⽕葬場整備事業 拡大
⽊更津市新⽕葬場整備の進ちょく
率

40% 75% 75%

90 1 総合戦略 基本目標１ 創業支援施策の強化
創業者に対する経営アド
バイスや融資等の支援

経済振興課 B
事業名記載なし（起業・創業等の
総合支援窓口の設置）

継続
中小企業者、創業希望者向け総合支
援窓口を活⽤した事業者数

－ 51件 36件

91 2 総合戦略 基本目標１ 創業支援施策の強化
空き店舗等を活⽤した創
業支援

経済振興課 A
きみつ魅⼒あふれるお店づくり事
業

拡大 空き店舗等の活⽤件数
0件

（H26年度末）
累計15件 15件

92 3 総合戦略 基本目標１ 創業支援施策の強化 融資制度の強化 経済振興課 C
中小企業資⾦融資及び利子補給事
業

改善
毎年度の融資枠に対する融資実績
率

74.9%
（H26年度末）

80.0% 64.0%

新商品開発件数 0品 3品 9品

市内飲食店での普及件数 - 30店舗 10店舗

イベント来場者数 - 年間500人 イベント中止

94 5 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化 異業種交流の促進 経済振興課 C
事業名記載なし（異業種交流の促
進）

継続 マッチング件数 - 累計10件 4件

95 6 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化
再生可能エネルギーの推
進

経済振興課 D
事業名記載なし（再生可能エネル
ギーの推進）

継続 事業化数 - 1件 0件

96 7 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化
地産地消・地産外消の推
進

企画課 A
事業名記載なし（地産地消・地産
外消の推進）

改善 地産地消・地産外消の取組数 0件 4件以上 7件

97 8 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化 農地集約の推進 農政課 C
農地中間管理事業（戦略︓事業名
記載なし）

改善 農地集約⾯積
521ha

（H26年度末）
840ha 699ha

98 9 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化 有害獣対策の実施
経済振興課、農政
課

A 獣⾁処理加⼯施設維持管理事業 継続 食⾁加⼯処理頭数 - 100頭 521頭

99 10 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化 有害獣対策の実施 農政課 D 野生猿⿅猪等被害防止対策事業 継続 有害⿃獣による農作物被害⾦額
推定34,191千円
（H26年度末）

7,748千円以下 38,963千円

100 11 総合戦略 基本目標１ 産業競争⼒の強化 有害獣対策の実施 農政課 D 有害獣被害防止対策事業補助⾦ 継続 有害⿃獣による農作物被害⾦額
推定34,191千円
（H26年度末）

7,748千円以下 38,963千円

101 12 総合戦略 基本目標１ 人材確保、雇⽤対策
新たな市内雇⽤の流れの
創出

経済振興課 D
事業名記載なし（新たな市内雇⽤
の流れの創出）

改善 合同企業説明会実施回数 - 毎年1回開催 0回

102 13 総合戦略 基本目標１ 人材確保、雇⽤対策
若年⼥性やシニア世代の
就労支援

経済振興課 A
事業名記載なし（若年⼥性やシニ
ア世代の就労支援）

継続
若年⼥性・高齢者に対する就労支
援施策数

- 2件 4件

103 14 総合戦略 基本目標１ 人材確保、雇⽤対策
農業の担い⼿の確保・育
成

農政課 A 新規就農支援事業 継続 新規就農者数
15人

（H26年度末）
累計23人 29人

104 15 総合戦略 基本目標１ 人材確保、雇⽤対策 企業誘致の推進 経済振興課 A 企業誘致推進事業 継続 企業⽴地件数
12社

（H27年10月）
累計18社 18社

105 16 総合戦略 基本目標２ 移住の推進
魅⼒的な住環境の整備と
空き家の有効活⽤

企画課 C 定住促進事業 改善 移住希望者対応数 - 90件 64件

106 19 総合戦略 基本目標２ 移住の推進
魅⼒的な住環境の整備と
空き家の有効活⽤

住宅営繕課 D 定住促進事業（空き家バンク分） 改善 空き家物件の成約件数 - 13件 3件

イベント来場数 - 500人 -

観光⼊込客数 2,859千人 3,474千人 3,060千人

108 21 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 新たな魅⼒の創造と活⽤
企画課、農政課、
経済振興課

D 地方創生広域連携事業（⾥山インバウンドプロ
ジェクト）※交付⾦活⽤事業（H28年度〜） 改善 観光⼊込客数

2,859千人
（H26年）

3,474千人 3,060千人

109 22 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 情報発信の強化 経済振興課 B 観光推進事業 継続 観光⼊込客数
2,859千人
（H26年）

3,474千人 3,060千人

20

4

10088 実施計画 基本目標5 広域連携
広域連携による市域を越
えた観光振興の推進

経済振興課 B アクアラインイースト観光連盟 継続

107 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 新たな魅⼒の創造と活⽤ 経済振興課 C
きみつ「風」を感じるプロジェク
ト

拡大

改善
きみつ食の彩りプロジェクト※加
速化交付⾦分も含む

C
経済振興課、農政
課

ブランド化による特産品
販売の強化

産業競争⼒の強化基本目標１総合戦略93
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方向性
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110 23 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 観光インフラの整備 経済振興課 判定不能
（仮称）清和地区観光交流セン
ター整備事業

縮小 観光⼊込客数
2,859千人
（H26年）

3,474千人 3,060千人

111 24 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 久留⾥線の活性化 企画課 A 久留⾥線の魅⼒発信推進事業 改善
JR久留⾥線の利⽤促進に係るイベン
トの参加者数

0人 500人 742人

112 25 総合戦略 基本目標２ 交流人口の増加 久留⾥線の活性化
企画課、経済振興
課

C 地方創生広域連携事業（⾥山プロジェクト）
※交付⾦活⽤事業（H28年度〜） 改善

房総さとやまＧＯ１便当たり乗⾞人
数（変更後）

－ 10人 7.8人

113 26 総合戦略 基本目標２
地方還流を促す仕組
みの構築

若者の地元就職に対する
インセンティブの創造

企画課 A
事業名記載なし（若者の地元就職
に対するインセンティブの創造）

廃止 奨学⾦事業実施の是⾮の明確化 -
R1年度末までに結論

を出す
調査完了

114 27 総合戦略 基本目標２
地方還流を促す仕組
みの構築

地域に愛着をもった人材
の育成

企画課 C
事業名記載なし（地域に愛着を
もった人材の育成）

継続
事業参加者のうち地域に魅⼒を感じ
ることができた若者の割合

- 50.0％以上 57.4%

115 28 総合戦略 基本目標３
結婚をしやすい環境
づくり

結婚相談体制の充実 市⺠生活課 D 結婚相談関係費 継続 結婚成⽴数
年間2組

（H26年度）
年間4組 １組

116 29 総合戦略 基本目標３
妊娠・出産にかかる
サポート体制の強化

妊娠・出産・産後期における
心身ケアと経済的支援

健康づくり課 A 特定不妊治療費助成事業 継続 不妊治療費助成利⽤者数
年間36人

（H26年度末）
年間36人以上 年間39人

117 30 総合戦略 基本目標３
妊娠・出産にかかる
サポート体制の強化

妊娠・出産・産後期における
心身ケアと経済的支援

健康づくり課 A 妊娠・出産包括支援事業 継続
産後ケア利⽤者の満⾜度
（1〜5の5段階評価）

- 3以上 4.5

118 31 総合戦略 基本目標３
妊娠・出産にかかる
サポート体制の強化

妊娠・出産・産後期における
心身ケアと経済的支援

健康づくり課 C 妊婦乳児健康診査事業 改善
乳児健診受診率（前年度中に生まれ
た乳児が2回受診した率）

- 78.2％以上 64.5%

妊娠期における保健指導の実施率
95.7%

（H26年度）
100.00% 95.9%

両親学級参加者の増加
16.3%

（H26年度）
17.3% 11.3%

120 33 総合戦略 基本目標３
安心して子育てでき
る環境の整備

保育サービスの充実 子育て支援課 A 放課後児童健全育成事業 改善 放課後児童クラブの待機児童数
年度当初13人

（H27.4.1時点）
年度当初0人 0人

121 34 総合戦略 基本目標３
結婚をしやすい環境
づくり

子育てに関する相談支援
体制の充実・強化

子育て支援課 A 地域子育て支援センター事業 改善
地域子育て支援センターの設置箇所
数

3箇所
(H26年度末)

4箇所 4箇所

122 35 総合戦略 基本目標３
安心して子育てでき
る環境の整備

子育てと仕事の両⽴の支
援

子育て支援課 A 病児・病後児保育事業 継続
病児・病後児保育事業の満⾜度
（1〜5の5段階評価）

- 3以上 4

123 36 総合戦略 基本目標３
安心して子育てでき
る環境の整備

子育てと仕事の両⽴の支
援

子育て支援課 A 子育て短期支援事業 継続 ショートステイ等実施箇所数 - 1箇所 １箇所

124 37 総合戦略 基本目標３
安心して子育てでき
る環境の整備

地域における人々の信頼関係
や結びつきの「⾒える化」

企画課 A 事業名記載なし（地域における人々の信頼関
係や結びつきの「⾒える化」） 廃止 ソーシャル・キャピタル指数の算出 -

H31年度末までに算出
する

算出完了

125 38 総合戦略 基本目標４
都市機能の誘導と持続可能で利
便性の高い地域公共交通網の整
備

コミュニティバス・デマンド
タクシーの利⽤促進

企画課 B 小⽷川循環線バス運⾏事業 改善 コミュニティバスの収支率
35.20%

（H26年度末）
53.70% 26.60%

126 39 総合戦略 基本目標４
都市機能の誘導と持続可能で利
便性の高い地域公共交通網の整
備

コミュニティバス・デマンド
タクシーの利⽤促進

企画課 D 中島・豊英線バス運⾏事業 改善 コミュニティバスの収支率
35.20%

（H26年度末）
53.70% 26.60%

127 40 総合戦略 基本目標４
都市機能の誘導と持続可能で利
便性の高い地域公共交通網の整
備

コミュニティバス・デマンド
タクシーの利⽤促進

企画課 D
人⾒・大和⽥・神⾨線バス運⾏事
業

改善 コミュニティバスの収支率
35.20%

（H26年度末）
53.70% 26.60%

128 41 総合戦略 基本目標４
都市機能の誘導と持続可能で利
便性の高い地域公共交通網の整
備

コミュニティバス・デマンド
タクシーの利⽤促進

企画課 D
デマンド交通事業（戦略︓事業名
記載なし）

改善 デマンドタクシーの収支率
14.20%

（H26年度末）
19.45% 8.00%

129 42 総合戦略 基本目標４
都市機能の誘導と持続可能で利
便性の高い地域公共交通網の整
備

コンパクトシティ・プラス・
ネットワークの実現

企画課、建設計画
課

A 事業名記載なし（コンパクトシティ・プラ
ス・ネットワークの実現） 継続

コンパクトシティ・プラス・ネットワー
ク導⼊に対する是⾮の明確化

-
R1年度末までに結論

を出す
⽴地適正化計画
の策定を決定

130 43 総合戦略 基本目標４
安全・安心な暮らし
の確保

防犯対策の推進 市⺠生活課 B 防犯推進事業 改善 ⾃主防犯団体登録数
62団体

（H26年度末）
70団体 67団体

131 44 総合戦略 基本目標４
安全・安心な暮らし
の確保

災害に強い地域づくり 危機管理課 A ⾃主防災組織育成事業 拡大 ⾃主防災組織カバー率
37.00%

（H26年度末）
70.00% 72.92%

132 45 総合戦略 基本目標４
安全・安心な暮らし
の確保

災害に強い地域づくり 危機管理課 D 防災訓練関係費 拡大 防災訓練実施回数 - 年間3回 年間０回

133 46 総合戦略 基本目標４
安全・安心な暮らし
の確保

災害に強い地域づくり 消防総務課 D
消防団運営関係費（戦略︓事業名
記載なし）

改善 消防団員数
942人

（H27年6月）
960人 859人

134 47 総合戦略 基本目標４
安全・安心な暮らし
の確保

災害に強い地域づくり 住宅営繕課 E ⽊造住宅耐震化促進事業（戦略︓君津市⽊造
住宅耐震改修補助制度） 改善 ⽊造住宅の耐震改修補助件数

2件/年
（H26年度末）

9件/年 1件

32119 総合戦略 基本目標３
妊娠・出産にかかる
サポート体制の強化

情報提供・相談体制の充
実

健康づくり課 C ⺟子保健推進事業 継続
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135 48 総合戦略 基本目標４
地域コミュニティの
活性化

⾃治会活動の促進 市⺠生活課 D
⾃治会連絡協議会補助⾦（戦略︓
事業名記載なし）

継続 ⾃治会加⼊率
66.7%

（H26年度末）
66.7%以上 64.8%

136 49 総合戦略 基本目標４
地域コミュニティの
活性化

高齢者が生き生きと暮ら
せるまちづくり

高齢者支援課、健
康づくり課

B 介護予防・地域支え合い事業 改善 健康増進モデル事業の実施会場数
82会場

（H26年度末）
累計111会場 101会場

137 50 総合戦略 基本目標４
地域コミュニティの
活性化

高齢者が生き生きと暮ら
せるまちづくり

高齢者支援課 C 市シニアクラブ助成事業 改善 シニアクラブ数
66ｸﾗﾌﾞ

（H26年度末）
66ｸﾗﾌﾞ 56ｸﾗﾌﾞ

138 51 総合戦略 全 － 協働の推進 政策推進課 C 市⺠活動団体支援事業 改善 市⺠活動団体支援事業数
年間8事業

（H27.10月）
年間27事業 18事業
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