
第３次まちづくり実施計画（令和３年度改訂版）について 

企画政策部  

１ 改訂の趣旨 

  第３次まちづくり実施計画（以下「実施計画」という。）については、計画の効果検証

や社会動向の変化等に対応するよう、適宜見直しを行うこととしている。 

本市では、令和元年房総半島台風をはじめとする一連の大規模自然災害、そして今な

お世界規模で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、市民生活をはじめ、市内

経済に甚大な影響を及ぼす中、引き続き災害に強いまちづくりや、新型コロナウイルス

感染症拡大防止と社会経済活動の両立に向けて取り組む必要があることから、実施計画

の見直しを行う。 

２ 重点施策 

    市民生活及び市内経済に甚大な影響を及ぼす新型コロナウイルス感染症に対応するた

め、重点施策に「新型コロナウイルス感染症拡大防止と地域経済活動の両立」の観点を

追加する。 

【重点施策の取組】 

① 激甚化する災害対策及び感染症拡大防止と社会経済活動の両立に取り組みます。 

【見直し】 

② 転入促進と転出抑制で人口減少に歯止めをかけます。 

③ 君津の水と緑を活かしたまちづくりを推進します。 

④ 子育て支援を充実させ、「君津で産んで良かった」と言われるまちを目指します。 

⑤ 教育環境を充実させ、いくつでも誰でも何度でも、学びなおしを支援します。 

⑥ 老朽化が進む公共施設の質・量・財政負担の最適化を図ります。  

３ 新たに計画に掲載する事業

基本施策 施策の展開 事業名 

1-5 保健・医療 感染症対策 

感染症対策物品等購入事業 

学校等ＰＣＲ検査データ解析事業 

新型コロナウイルスワクチン接種事業 

2-1 防災・消防 
災害からの復旧復興と安

心安全な暮らしの確保 

地域防災計画関係事業 

災害に強い森づくり事業 

宅地耐震化推進事業 

3-1 商工業振興・企業誘致 就業支援の充実 中小企業テレワーク導入支援補助金 

3-1 商工業振興・企業誘致 
外国人技能実習生の受け

入れ 
外国人技能実習生受入事業補助金 
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基本施策 施策の展開 事業名 

3-5 道路・河川整備 街路樹の適性な維持管理 街路樹等維持管理事業 

3-5 道路・河川整備 浚渫及び河川整備の推進 河川整備事業 

4-1 学校教育 
ＧＩＧＡスクール構想の

推進 
ＩＣＴ学習環境整備事業 

5-4 行財政運営 
ファシリティマネジメン

トの推進 
旧秋元小学校複合化整備事業 

5-4 行財政運営 
ＤＸ推進による市民サー

ビスの向上 
ＤＸ推進事業 

5-5 広域連携 
広域連携による市域を越

えた観光振興の推進 
地方創生広域連携事業 

5-5 広域連携 友好都市との交流推進 自治体間交流推進事業 

４ 事業内容を見直す事業 

基本施策 事業名 見直しの概要 

1-2 子育て支援 保育園環境整備事業 
（仮称）貞元保育園の整備、認定こども園化の支

援を追加 

1-3 高齢者福祉 高齢者支援計画等作成事業 
君津市高齢者保健福祉計画・第 8期介護保険事業

計画の策定に伴う内容の修正 

1-3 高齢者福祉 認知症サポーターの育成 チームオレンジの編成を追加 

5-1 市民参加 市民対話推進事業 
ファシリティマネジメント推進事業と統合して

継続 

5-1 市民参加 市民活動団体支援事業 市民協働のまちづくり推進事業と統合して継続 

5-4 行財政運営 市税収納関係費 キャッシュレス決済の促進を追加 

5-4 行財政運営 業務環境改善事業 ＤＸ推進事業と統合して継続 

5-4 行財政運営 
ファシリティマネジメント推進

事業 
個別施設計画の策定に伴う内容の修正 

5-4 行財政運営 公衆無線ＬＡＮ環境整備事業 ＤＸ推進事業と統合して継続 

5-4 行財政運営 公共施設再配置プラン共創事業 
ファシリティマネジメント推進事業と統合して

継続 

５ 完了する事業 

基本施策 施策の展開 事業名 

2-1 防災・消防 
災害からの復旧復興と安心安全な

暮らしの確保 

国土強靱化地域計画策定事業 

災害用トイレトレーラー配備事業 

3-2 農業振興 日本一のミツバツツジの里づくり 日本一のミツバツツジの里づくり事業 



６ 指標の見直し 

基本施策 指標 見直しの概要 

1-3 高齢者福祉 健康増進モデル事業の教室数 目標値の見直し（112 教室→108 教室） 

1-3 高齢者福祉 シニアクラブ数 目標値の見直し（61→54） 

1-3 高齢者福祉 認知症サポーター数 目標値の見直し（7,400 名→6,580 名） 

1-3 高齢者福祉 
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 
目標値の追加（定期：3 看護：1） 

3-1 商工業振興・企業

誘致 
助成したイベントへの参加者数 目標値の見直し（12,200 人→6,100 人） 

3-2 農業振興 特産品のＰＲイベントの参加者数 目標値の見直し（992 人→500 人） 

3-2 農業振興 森林施業面積 
指標の見直し（森林施業実施地権者数→森

林施業面積） 

3-3 観光振興 観光入込客数 目標値の見直し（3,330 千人→2,487 千人） 

3-3 観光振興 観光宿泊客数 目標値の見直し（226 千人→245 千人） 

3-3 観光振興 観光パンフレットの配布 
目標値の見直し（20,000 部/年→18,000 部/

年） 

3-4 市街地整備・住環

境整備 
中古住宅取得補助件数 指標の追加 

3-4 市街地整備・住環

境整備 
地籍調査完了工区数 

目標値の見直し（6 工区→5 工区（2022 年

度）） 

3-5 道路・河川整備 街路樹管理本数 指標の追加 

3-6 公共交通網整備 コミュニティバスの収支率 目標値の見直し（47％→24％） 

3-6 公共交通網整備 デマンドタクシーの収支率 目標値の見直し（22.5％→11％） 

3-6 公共交通網整備 デマンドタクシーの利用者数 目標値の見直し（19,350 人→14,500 人） 

4-1 学校教育 
「授業にＩＣＴを活用して指導する

能力」があると考えている教員の割合 
指標の追加 

4-1 学校教育 

「学級の友達と〔生徒〕の間で話し合

う活動を通じて、自分の考えを深めた

り、広げたりしることができている」

と考えている児童・生徒の割合 

指標の追加 

4-2 生涯学習 公民館事業への満足度 
指標の見直し（公民館の利用者数→公民館

事業への満足度 ） 

4-2 生涯学習 資料予約における WEB 予約の割合 
指標の見直し（市民一人当たりの年間貸出

冊数→資料予約における WEB 予約の割合） 

4-3 青少年健全育成 青少年教育事業への満足度 
指標の見直し（青少年教育事業の参加者数

→青少年教育事業への満足度） 



基本施策 指標 見直しの概要 

4-5 スポーツ振興 
スポーツ広場、君津グラウンド・ゴ

ルフ場の利用人数 
目標値の見直し（47,500 人→23,750 人） 

5-2 コミュニティ コミュニティセンターの利用者数 目標値の見直し（62,000 人→37,000 人） 

5-4 行財政運営 
旧秋元小学校再整備・複合化施設

の利用者数 
指標の追加 

5-4 行財政運営 電子申請サービスの推進数 指標の追加 

5-4 行財政運営 公衆無線ＬＡＮ環境整備施設数 
指標の見直し（公衆無線ＬＡＮ延べ接続人

数→公衆無線ＬＡＮ環境整備施設数） 

5-5 広域連携 観光入込客数 目標値の見直し（3,330 千人→2,487 千人） 

5-5 広域連携 観光宿泊客数 目標値の見直し（226 千人→245 千人） 


