
まちづくり意見公募手続　実施結果一覧

年度 施策の名称 意見の提出期間 提出された意見 施策担当課
R4 君津市汚水適正処理構想 令和4年12月19日から令和5年1月18日 なし 建設計画課
R4 君津市立地適正化計画 令和4年12月19日から令和5年1月18日 3人・8件 建設計画課
R4 君津市都市計画マスタープラン 令和4年12月19日から令和5年1月18日 1人・1件 建設計画課
R4 第２期君津市スポーツ推進計画 令和4年12月19日から令和5年1月18日 3人・3件 スポーツ推進課
R4 みんなが輝くまち・きみつプラン（第５次君津市男女共同参画計画）令和4年4月1日から5月2日 1人・1件 市民活動支援課
R3 君津市商工・観光アクションプラン 令和4年2月14日から3月15日 2人・2件 経済振興課
R3 君津市バリアフリー基本構想 令和4年1月28日から2月28日 なし 建設計画課
R3 君津市総合計画　前期基本計画 令和3年12月24日から令和4年1月24日 10人・39件 企画課
R3 第３次君津市犯罪のない安全で安心なまちづくり計画 令和3年12月20日から令和4年1月20日 1人・4件 市民活動支援課
R3 君津市DX推進計画 令和3年12月1日から令和4年1月7日 9人・17件 DX推進課
R3 君津市耐震改修促進計画 令和3年9月1日から9月30日 2人・35件 建築指導課
R3 総合計画　基本構想 令和3年6月29日から7月28日 9人・72件 企画課
R2 第3次君津市障害者基本計画 令和2年12月22日から令和3年1月20日 なし 障害福祉課
R2 君津市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画 令和2年12月22日から令和3年1月20日 なし 高齢者支援課
R2 君津市国土強靱化地域計画 令和2年12月22日から令和3年1月20日 2人・5件 企画課
R2 君津市保育環境整備計画 令和2年6月4日から7月3日 2人・16件 保育課
R1 第２期君津市子ども・子育て支援計画 令和2年1月7日から2月6日 4人・20件 子育て支援課
R1 君津市経営改革大綱 令和2年1月7日から2月6日 1人・1件 経営改革推進課
R1 君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略 令和2年1月7日から2月6日 2人・11件 企画課
R1 君津市学校再編第２次実施プログラム 令和元年11月14日から12月13日 30人・85件 学校再編推進課
R1 「第２次健康きみつ２１」 令和元年6月4日から7月3日 なし 健康づくり課
R1 第三次君津市地域福祉計画・地域福祉活動計画 令和元年6月4日から7月3日 なし 厚生課
R1 第３次まちづくり実施計画 令和元年6月4日から7月3日 1人・4件 企画課
H30 君津市社会教育施設の再整備基本計画 平成31年1月4日から2月4日 23人・69件 生涯学習文化課
H30 君津市空家等対策計画 平成31年1月4日から2月4日 1人・1件 環境衛生課
H30 一般廃棄物処理基本計画 平成31年1月4日から2月4日 1人・1件 クリーン推進課
H30 君津市景観計画 平成30年9月3日から10月5日 1人・3件 建設計画課
H30 君津市景観条例の骨子 平成30年9月3日から10月5日 1人・2件 建設計画課
H30 君津市空家等の適切な管理に関する条例の骨子 平成30年9月3日から10月5日 なし 環境衛生課
H30 （仮称）第２期君津地域広域廃棄物処理事業基本構想 平成30年7月1日から7月31日 2人・3件 クリーン推進課
H30 君津市地域防災計画 平成30年6月1日から7月2日 なし 危機管理課
H29 君津市いじめ防止対策推進条例 平成29年12月1日から平成30年1月5日 5人・12件 教育センター
H29 第三次きみつ教育　創・奏５か年プラン（君津市教育振興基本 平成29年12月1日から平成30年1月5日 3人・30件 教育総務課

H29
第２期君津市国民健康保険データヘルス計画及び第３期君津
市特定健康診査等実施計画

平成29年12月1日から平成30年1月5日 1人・6件 国民健康保険課

H29 第２次君津市障害者基本計画 平成29年12月1日から平成30年1月5日 なし 障害福祉課
H29 君津市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画 平成29年12月1日から平成30年1月5日 なし 高齢者支援課
H29 第４次君津市男女共同参画計画 平成29年12月1日から平成30年1月5日 1人・5件 市民生活課
H29 第２次君津市観光アクションプラン 平成29年5月2日から5月31日 1人・4件 観光課
H28 公共施設等総合管理計画 平成29年1月5日から2月3日 2人・26件 経営改革推進課
H28 第１０次君津市交通安全計画 平成28年9月1日から9月30日 2人・8件 市民生活課
H28 君津市学校再編第１次実施プログラム 平成28年8月1日から8月31日 134人・226件 学校再編推進課
H27 君津市耐震改修促進計画 平成28年3月1日から3月30日 なし 建築課
H27 君津市学校再編基本計画 平成28年2月3日から3月3日 83人・86件 学校再編推進課
H27  君津市地域公共交通網形成計画 平成28年1月5日から2月3日 なし 企画政策課
H27 君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略 平成28年1月5日から2月3日 4人・32件 企画政策課
H27  君津市スポーツ推進計画 平成27年12月4日から平成28年1月5日 2人・12件 体育振興課
H27  君津市汚水適正処理構想 平成27年12月4日から平成28年1月5日 なし 建設計画課
H27  第２次君津市犯罪のない安全で安心なまちづくり計画 平成27年12月4日から平成28年1月5日 なし 市民生活課
H27 第２次まちづくり実施計画 平成27年12月4日から平成28年1月5日 2人・6件 企画政策課
H27 （仮称）君津市個人番号の利用に関する条例 平成27年9月24日から10月23日 なし 総務課
H27 君津市保育環境整備に関する基本方針 平成27年9月1日から9月30日 1人・9件 子育て支援課
H26 君津市都市計画マスタープラン 平成26年12月19日から平成27年1月19日 4人・28件 建設計画課
H26 君津市子ども・子育て支援計画 平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 児童家庭課
H26 第２次君津市環境基本計画 平成26年12月1日から平成27年1月5日 2人・5件 環境保全課
H26 君津市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画 平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 高齢者支援課

H26
介護予防・日常生活支援総合事業の実施の猶予に伴う君津市
介護保険条例の一部を改正する条例の骨子

平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 高齢者支援課

H26
（仮称）君津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準等を定める条例の骨子

平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 高齢者支援課

H26
（仮称）君津市地域包括支援センターの人員及び運営に関する
基準を定める条例の骨子

平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 高齢者支援課

H26 第４期君津市障害福祉計画 平成26年12月1日から平成27年1月5日 なし 障害福祉課
H26 君津市産業振興アクションプラン 平成26年9月22日から10月21日 1人・1件 経済振興課
H26 君津市工場立地法準則条例の一部を改正する条例 平成26年9月22日から10月21日 なし 経済振興課
H26 君津市新型インフルエンザ等対策行動計画 平成26年9月1日から9月30日 1人・1件 健康管理課
H26 君津市火災予防条例の一部を改正する条例 平成26年6月4日から7月3日 1人・1件 消防本部予防課
H25 地域防災計画 平成26年1月6日から2月5日 1人・9件 危機管理課
H25 第二次君津市地域福祉計画・君津市地域福祉活動計画 平成26年1月6日から2月5日 2人・14件 厚生課
H25 一般廃棄物処理基本計画 平成25年12月2日から平成26年1月6日 4人・23件 環境衛生課
H25 君津市産業振興条例 平成25年9月2日から10月1日 なし 経済振興課
H24 第２次健康きみつ２１ 平成25年1月7日から2月5日 なし 健康管理課

H24
君津市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公
園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 都市整備課

H24 君津市都市公園条例の一部を改正する条例 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 都市整備課
H24 君津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 建築指導課
H24 君津市一般市営住宅等の整備基準を定める条例 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 建築指導課
H24 君津市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 管理課

H24
君津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条例等の骨子

平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 高齢者支援課

H24 君津市男女共同参画計画（第３次） 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 市民生活課
H24 （仮）第二次君津市子ども読書活動推進計画 平成24年12月5日から平成25年1月7日 なし 生涯学習課
H24 君津市博物館基本構想 平成24年12月5日から平成25年1月7日 1人・6件 文化振興課
H24 第二次きみつ教育　創・奏５か年プラン 平成24年12月5日から平成25年1月7日 1人・10件 教育総務課
H24 まちづくり実施計画 平成24年12月5日から平成25年1月7日 4人・9件 企画政策課
H24 まちづくり構想 平成24年9月10日から10月9日 4人・24件 企画政策課
H24 工場立地法準則条例 平成24年9月3日から10月2日 なし 経済振興課
H24 水道ビジョン 平成24年6月13日から7月12日 なし 業務課
H23 観光アクションプラン 平成24年1月20日から2月20日 2人・14件 観光課
H23 第３期障害福祉計画 平成24年1月5日から2月3日 なし 障害福祉課
H23 高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画 平成24年1月5日から2月3日 なし 高齢者支援課
H23 暴力団排除条例 平成24年1月5日から2月3日 1人・2件 危機管理課
H23 残土条例骨子 平成23年11月1日から11月30日 490人・679件 環境保全課
H23 地域情報化計画 平成23年9月1日から9月30日 1人・１件 情報政策課
H22 健康づくり総合推進計画「健康きみつ２１」 平成23年1月4日から2月2日 なし 健康管理課
H22 犯罪のない安全で安心なまちづくり計画 平成22年9月1日から9月30日 なし 市民生活課


