
表

施策 事業

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっつ、ホームページ、Facebookの活用） 秘書広報課 広報「ふっつ」関係費、市ホームページ管理事業

生涯学習課 文化財保護関係費

公民館 富津埋立記念館管理運営費

1 地域の特色の把握及び地域にあった活動への協力 ・自治振興事業 市民課 区長関係費

・市民が誇れる市の顔づくり関連事業 企画課 地域づくりネットワーク事業

・地域づくりネットワーク事業【新規】 企画課 地域づくりネットワーク事業

3 住民一人ひとりへの地域情報の発信による地域交流の促進 ・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっつ、ホームページ、Facebookの活用）（再掲） 秘書広報課 広報「ふっつ」関係費、市ホームページ管理事業

4 地域における生涯学習活動、スポーツ及びレクリエーションの振興 ・市民文化祭事業 公民館 市民文化祭事業

中央公民館学級・講座関係費

富津公民館学級・講座関係費

市民会館学級・講座関係費

・老人クラブ活動事業 介護福祉課 老人クラブ活動事業

・地域支援事業 介護福祉課
二次予防事業、地域包括支援センター事業、一次
予防事業

・要援護者地域見守り事業 社会福祉課 要援護者地域見守り事業

・障害者総合支援協議会支援事業 社会福祉課 総合支援協議会事業

・地域防災力を高める各種講座の実施 防災室 事務事業のみ（出前講座）

・自主防災組織設置事業 防災室 防災関係費

・消防団を中核とした地域防災力の充実、強化（女性を含む消防団員の増員） 消防本部 消防団活動事業

・市内の交通利便性維持、向上のための近隣自治体、事業者、利用者などで検討する場の設置【新規】 企画課 政策事業推進関係費

・公共交通の現状調査及び利用促進【新規】 企画課 政策事業推進関係費・バス運行関係費

建設課 バスストップ施設整備事業

財政課 バスターミナル用地取得事業

1 社会状況の変化に応じたまちづくり ・都市計画マスタープランの見直し 都市政策課 都市計画総務関係費

・児童遊園地管理運営事業 子育て支援課 児童遊園地管理運営事業

・市民ふれあい公園管理事業 都市政策課 公園管理事業

建設課 社会資本整備総合交付金事業

管理課 防災・安全交付金事業

・半農半XのPR【新規】 農林水産課 観光・しごと・移住推進プロジェクト

・民間事業者と連携した移住情報や空き家情報の提供による転入促進【新規】 企画課 観光・しごと・移住推進プロジェクト

・日本版CCRCの検討【新規】 介護福祉課

・移住する地域ごとの情報提供の充実及び地域と市の連携【新規】 企画課 観光・しごと・移住推進プロジェクト

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっつ、ホームページ、Facebookの活用）（再掲） 秘書広報課 広報「ふっつ」関係費、市ホームページ管理事業

・ごみ収集事業 環境保全課 収集事業

・資源ごみ回収活動推進事業 環境保全課 廃棄物減量化・再資源化等推進事業

・自治振興事業（再掲） 市民課 区長関係費

・農村の多面的機能の維持 農林水産課 多面的機能支払交付金事業

・農作物被害対策事業 農林水産課 農作物被害対策事業

3 管理不全空き家等の適正管理の促進【新規】 都市政策課
事務事業のみ（空家等対策の推進に関する特別措置法
に係る事務）

2

1

2

地域の皆が元気に暮らせる見守り活動の支援

・市民のニーズに対応する公民館、市民会館学級講座の開設

・高速バス関連施設の整備【新規】

道路、上水道等のインフラの計画的な整備及び適正な維持管理

1

2

ごみ分別の周知

有害鳥獣出現の抑制

2

1

2

1

2

3

基本目標
基本的な
施策の方向

1

1

2

3

4 災害に備え相互に助け合う地域づくり支援

市内の交通利便性維持、向上

公園を利用しやすくするための仕組みの検討

安価な地価を売りにした利便性の高い暮らしや豊かな自然の中での暮ら
しの発信

新旧住民間の交流促進

3

4

1

総合戦略に記載された具体的な取組

総合戦略実行計画一覧表（案）

公民館

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（出前講座の活用）

施策番号

1

2

1

地域の魅力再発見による地域への愛着の醸成

地域活動団体等の育成及びネットワーク化

高齢者等が生きがいを感じられる場の提供による地域交流の促進

担当課 H28年度予算事業（予算書）
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施策 事業
基本目標

基本的な
施策の方向

総合戦略に記載された具体的な取組
施策番号 担当課 H28年度予算事業（予算書）

・出会いの場創出 市民課 社会福祉総務関係費 裏
・市民参画イベントの実施【新規】

生涯学習課
商工観光課
農林水産課

ふれあいスポーツフェスタ事業
観光・しごと・移住推進プロジェクト

・子育て窓口一本化【新規】 子育て支援課 児童福祉関係費

・仮称）利用者支援事業【新規】 子育て支援課 子ども・子育て支援事業

・仮称）ファミリーサポートセンター事業【新規】 子育て支援課 子ども・子育て支援事業

・放課後児童クラブの充実 子育て支援課 子ども・子育て支援事業

・子育て情報サイト｢イクトモ｣周知、充実 子育て支援課 児童福祉関係費

・病院情報の発信【新規】 健康づくり課 民間投資（イクトモ）・市ホームページを活用

・ワークショップの開催【新規】 子育て支援課 児童福祉関係費

・子育て支援センター事業 子育て支援課 子ども・子育て支援事業

・子ども110番の家 学校教育課 事務事業のみ

・地域子ども見守り隊 学校教育課 事務事業のみ

1 地域の特色ある教育による、ふるさとに愛着を持つ子どもの育成 ・仮称）富津の自然、歴史、社会の豊かさ活用事業 教育センター 教職員研修推進事業

2 子どもの学力向上推進 ・きめ細かな学校教育推進事業 教育センター 学力向上推進事業

・地元産物の学校給食への優先的使用 教育総務課 給食材料費

・給食食材に係る市民ボランティアとの連携【新規】 教育総務課 事務事業のみ

4 市で活躍する人材育成の支援 ・仮称）ふるさと育英資金事業【新規】 教育総務課

・企業誘致奨励制度の改善 企画課 企業誘致対策関係費

・女性の雇用や職域拡大に取り組む企業の表彰などのPR【新規】 企画課 企画関係費

・企業誘致奨励制度の改善（再掲） 企画課 企業誘致対策関係費

・創業支援策の検討【新規】 商工観光課
観光・しごと・移住推進プロジェクト
中小企業資金融資対策事業

教育総務課 事務局関係費

企画課 企業誘致対策関係費

・商工振興事業 商工観光課 商工振興関係費

・ふるさとふっつ応援寄附 企画課 ふるさとふっつ応援寄付関係費

・特産品開発調査、研究事業 農林水産課 農業振興総務関係費

・商工会支援 商工観光課 商工振興関係費

・観光協会支援 商工観光課 観光総務関係費

・青年就農給付金事業 農林水産課 青年就農給付金事業

・地域の実情に応じた規制緩和
農林水産課
農業委員会

事務事業のみ

・農作物被害対策事業（再掲） 農林水産課 農作物被害対策事業

・農地中間管理事業 農林水産課 農地中間管理事業

・農村の多面的機能の維持（再掲） 農林水産課 農作物被害対策事業

・耕作放棄地再生事業 農林水産課 富津市農業再生協議会の事業（農林水産課事務局）

・ノリ共同利用施設整備事業 農林水産課 ノリ共同利用施設建設事業

・淡水魚かい類種苗放流事業（湊川アユ） 農林水産課 栽培漁業振興総合対策事業

・観光地魅力アップ整備事業 商工観光課 観光地魅力アップ整備事業

・海水浴場管理運営事業 商工観光課 観光施設関係費

・観光大使によるPR 商工観光課 観光総務関係費

商工観光課 観光・しごと・移住推進プロジェクト

生涯学習課 市体育施設管理運営事業

3 広域連携による周遊型観光の推進 ・宿泊、滞在型観光促進事業 商工観光課
観光・しごと・移住推進プロジェクト
宿泊・滞在型観光促進事業

1

・廃校等を活用した企業誘致【新規】

3

6次産業化の推進等農林水産業の活性化

観光資源をつなぐ仕組みの調整、新たな観光資源の発掘と既にある資源
の魅力発信

学校給食における地産地消の推進

新規就農者、農業経営の法人化等多様な担い手の育成

耕作放棄地の発生防止、解消

2

2

3

4

3

外国人やスポーツ目的の観光客受入態勢の強化

1 JA、漁協、商工会、観光協会、郵便局、近隣自治体等と連携した地場産
品の販路拡大やブランド化の促進

子どもの安全の確保

結婚を希望する人の縁を結ぶ

子どもや子育て世帯が集まる場づくり
3

2

3

4 2

1

2

雇用ニーズの把握、市内雇用や女性の働く場の創出の促進

企業誘致、創業のための環境整備

1

切れ目のない子育て支援の実施

出産、子育て情報の発信強化

1

2

2

3

4

1


