


 



はじめに
このたび、令和 4（2022）年から令和 12（2030）

年を計画期間とする、本市の最上位計画「君津市
総合計画」を策定しました。

私たちのまち君津市は令和 3（2021）年 9 月
1日、市制施行 50 周年を迎えました。

昭和、平成、そして令和といくつもの時代を歩む
なか、君津市を愛し、その発展にご尽力いただきま
したすべての方々 に、深い敬意と感謝を申し上げます。

現在、新型コロナウイルス感染症の脅威や全国
的な少子高齢化による人口減少、激甚化する自然
災害、公共施設やインフラの老朽化など、わたした
ちを取り巻く社会環境は様々な場面で変化の時代
を迎えております。

そのようななか、市では、新たな総合計画の策
定を1年前倒しで進めてきました。

策定にあたりましては、初の試みとなったオン
ライン市民会議をはじめ、コロナ禍において徹底し
た感染対策を講じながら、様々な団体やたくさんの
市民の皆様との「対話」を重ねてまいりました。

希望に満ちた未来への、皆様の想いを込めて、
目指す将来都市像を「ひとが輝き 幸せつなぐ きみ
つ」としました。

この将来都市像を実現するため、「経済と環境が
調和したまち」（経済・環境分野）、「誰もがいきい
きと生活できる地域共生のまち」（健康・福祉分野）、

「安心して子育て・子育ちでき学びを楽しめるまち」

（子育て・教育・文化分野）、「快適で安心して暮ら
せるまち」（安全安心・都市基盤分野）、「ともに
創る次世代につながるまち」（パートナーシップ・
人権・行財政分野）の 5 つの柱を立て、多様な
施策を着実に推進してまいります。

また、特に重点的・戦略的に取り組むべき課題
に照準を定め、関連する施策をパッケージ化して
取り組む 4 つの戦略的プロジェクトにより政策の
好循環を図るとともに、君津市「まち・ひと・しごと
創生」総合戦略と一体化することで地方創生を
強力に推進してまいります。併せて、「君津市国土
強靱化地域計画」との一体的な推進により、真に
災害に強いまちづくりを加速してまいります。

先人たちから受け継がれ、発展してきたこのまち
「君津」を、より一層輝かせ、未来へつないでいく
強い思いを持ち、本市にかかわるすべての方とと
もに、思いや知恵、可能性を結びながら、オール
君津で未来を創ってまいります。

総合計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご審議
をいただきました君津市総合建設審議会の皆様を
はじめ、君津市議会の皆様、君津市「まち・ひと・
しごと創生」有識者会議、きみつ市民会議やタウン
ミーティング等で貴重なご意見をいただきました
多くの皆様に心から厚くお礼申し上げます。

君津市長  石井 宏子
令和 4（2022）年 3 月
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