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次期総合戦略（素案）における現総合戦略からの追加、修正等一覧表 

 

基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

１ 

 
基本目標 修正 ・資料１-１の「総合戦略における「基本目標」及び「基本的な施策の方向」

の再編案」により、番号を３から１にする。 

１ 

① 

課題 追加 ・市民委員会意見及び市民アンケートを参考に、追加する。 １ 

（現総合戦略） 

・市民参画イベントの実施（生涯学習課、

商工観光課、農林水産課） 

削除 ・スポーツフェスタの参加者は、低年齢及び高年齢の方が多いことから、施

策の趣旨に該当しない。 

・市民参画イベントの実施予定がない。 

１ 

② 

課題 修正 

等 

・市民委員会意見、市民アンケート及びニーズ調査（子ども・子育て支援事

業計画）を参考に、修正等をする。 

２ 

（現総合戦略） 

・子育て窓口一本化（子育て支援課、福

祉の窓口課） 

削除 ・平成 29年度に「子育ての話何でも聴きます窓口」を開設済み。 ２ 

（現総合戦略） 

・利用者支援事業（健康づくり課） 

削除 ・本事業は、国及び県が妊産婦や乳幼児に対する支援を実施するために配置

する保健師の人件費補助をするものである。配置された保健師の業務は、

全国的に行われているものであり、総合戦略で定めるべき事業に該当しな

い。 

２ 

（次期総合戦略・施策１） 

・（仮称）地域交流支援センター事業（子

育て支援課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ２ 

（次期総合戦略・施策１） 

・「福祉・子育ての話何でも聴きます窓

口」の出張窓口の開設（福祉の窓口課） 

追加 ・現在実施している「障がい福祉なんでも相談室」と同様に、令和２年度か

ら「子育ての話何でも聴きます窓口」の出張窓口開設を検討する予定であ

る。 

２ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

１ 

 

② 

（次期総合戦略・施策１） 

・家庭教育支援の充実（生涯学習課） 

追加 ・現在、家庭教育支援員による「家庭教育支援」、「放課後ルーム（放課後子

供教室）」を実施しており、施策に該当する事業である。 

２ 

（現総合戦略） 

・子育て情報サイト「イクトモ」周知、

充実（子育て支援課） 

削除 ・本事業は、平成 30 年度で終了している。 ３ 

（次期総合戦略・施策３） 

・（仮称）地域交流支援センター事業（再

掲）（子育て支援課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ３ 

（次期総合戦略・施策３） 

・子育て講座の開催（子育て支援課） 

追加 ・本事業は、平成 30 年度から実施しており、施策に該当する事業である。 ３ 

③ 

課題 修正 

等 

・１つ目の課題については、施策４の表記を取り入れる。 

・２つ目の課題については、現総合戦略の施策３「給食食材に係る市民ボラ

ンティアとの連携」を削除することから、併せて削除する。 

４ 

（次期総合戦略・施策１） 

・地元産物の学校給食への優先的使用

（学校教育課） 

移行 ・地元産物の学校給食への優先的使用は、「ふるさとに愛着を持つ子どもの育

成」につながることから、現総合戦略の施策３「学校給食における地産地

消の推進」から移行する。 

４ 

施策名（施策３） 削除 ・現総合戦略の施策名「学校給食における地産地消の推進」については、該

当事業がない。 

４ 

追加 ・基本的な施策の方向において「心身共に健康で･･････育む」としているこ

とから、「子どもの健康推進」を追加する。 

（現総合戦略） 

・給食食材に係る市民ボランティアとの

連携（学校教育課） 

削除 ・本事業への協力者獲得が困難なため、実施予定がない。 ４ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

１ ③ 

（次期総合戦略・施策３） 

・食育推進事業（教育センター） 

追加 ・現在、栄養教諭及び栄養職員を「食育指導員」に委嘱し、学校で「食」に

関する指導を行っており、施策に該当する事業である。 

４ 

（次期総合戦略・施策３） 

・学校における歯科保健指導（学校教育

課） 

追加 ・現在、歯科衛生士による指導を行っており、施策に該当する事業である。 ４ 

施策名（施策４） 削除 ・現総合戦略では、施策名を「市で活躍する人材育成の支援」、事業を「（仮

称）ふるさと育英資金事業（教育総務課）」としているが、国の給付型奨学

金の施行に伴い、当該事業の必要性がなくなった。また、市で活躍する人

材育成の支援については、県立学校改革推進プランの一部改訂等により、

天羽高校に令和２年度に工業基礎コースが設置されることにより取り組ん

でいることから、削除する。 

５ 

修正 ・施策番号を５から４に繰り上げる。 

・「小中学校の再配置推進事業」は、複式学級の解消等、子どもたちの教育環

境の改善を目的としているため、「より良い教育環境の提供」とする。 

５ 

２ 

 

基本目標 修正 ・資料１-１の「総合戦略における「基本目標」及び「基本的な施策の方向」

の再編案」により、番号を１から２にする。 

・施政方針に「富津市に住むことに誇りや愛着を持ち、幸せを感じられるま

ちづくりに取り組む」と掲げていることから、「シビックプライドの醸成」

を表現するため、基本目標に係る文章を修正する。 

６ 

 
数値目標 修正 ・市民委員会意見を参考に、修正する。 ６ 

① 

基本的な施策の方向 修正 ・市民委員会意見を参考に、修正する。 ６ 

課題 修正 ・市民委員会意見を参考に、修正する。 ６ 

施策名（施策１） 修正 ・基本的な施策の方向等に合わせる。 ６ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

２ 

① 

（次期総合戦略・施策１） 

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっ

つ 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 Facebook 、

Instagram、フッツアー（観光ガイド

ブック）の活用）（秘書広報課、商工

観光課） 

修正 ・情報発信媒体として活用している「Instagram」及び「フッツアー（観光ガ

イドブック）」を追加する。 

６ 

（次期総合戦略・施策１） 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（出

前講座の活用、観光看板の整備）（生

涯学習課、公民館、商工観光課） 

修正 ・令和２年度以降、富津公園内に戦争遺構等に関する看板を設置する予定で

あることから、「観光看板の整備」を追加する。 

６ 

② 

基本的な施策の方向 集約 ・現総合戦略の基本的な施策の方向②、③及び④は、関連性が強いことから

集約する。 

７ 

課題 修正 

等 

・市民委員会意見及び市民アンケートを参考に、修正等をする。 ７ 

（次期総合戦略・施策３） 

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっ

つ 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 Facebook 、

Instagram、フッツアー（観光ガイド

ブック）の活用）（再掲）（秘書広報課、

商工観光課） 

修正 ・情報発信媒体として活用している「Instagram」及び「フッツアー（観光ガ

イドブック）」を追加する。 

８ 

（次期総合戦略・施策４） 

・スポーツフェスタ（生涯学習課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ８ 

（次期総合戦略・施策５） 

・自主防災組織促進事業（防災安全課） 

修正 ・予算事業名称と合わせる。 ８ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

２ ② 

施策名（施策６） 追加 ・課題解決に向けた施策を追加する。 ９ 

（次期総合戦略・施策６） 

・（仮称）地域交流支援センター事業（再

掲）（子育て支援課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ９ 

施策名（施策７） 追加 ・基本的な施策の方向に資する施策を追加する。 ９ 

（現総合戦略） 

・障害者総合支援協議会支援事業（福祉

の窓口課） 

削除 ・施策に沿った事業名とするため、「障害者総合支援協議会」で取り組んでい

る具体的な取組み内容とする。 

９ 

（次期総合戦略・施策７） 

・障がい者の雇用促進（福祉の窓口課） 

追加 

（次期総合戦略・施策７） 

・障がい者差別解消の理解促進（福祉の

窓口課） 

追加 

３ 

 
基本目標 修正 ・資料１-１の「総合戦略における「基本目標」及び「基本的な施策の方向」

の再編案」により、番号を２から３にする。 

１１ 

① 

基本的な施策の方向 集約 ・現総合戦略の基本的な施策の方向①、②及び④は、関連性が強いことから

集約する。 

１１ 

課題 修正 

等 

・市民委員会意見及び市民アンケートを参考に、現総合戦略の課題を整理す

る。 

１１ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

３ ① 

（現総合戦略） 

・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（企画課） 

削除 ・現総合戦略の事業は終了している（利用促進については、継続実施。）こと

から、平成 30年度から実施している「富津市地域公共交通網形成計画に基

づく事業の実施」とする。 

１２ 

（現総合戦略） 

・公共交通の現状調査及び利用促進（企

画課） 

（次期総合戦略・施策１） 

・富津市地域公共交通網形成計画に基づ

く事業の実施（企画課） 

追加 

（現総合戦略） 

・高速バス関連施設の整備（建設課） 

削除 ・現総合戦略の事業は、令和元年度で終了する。 １２ 

（現総合戦略） 

施策名（施策１） 

削除 ・現総合戦略の施策名「社会状況の変化に応じたまちづくり」については、

該当事業がない。 

１２ 

（現総合戦略） 

・都市計画マスタープランの見直し（都

市政策課） 

削除 ・現総合戦略の事業は、平成 28 年度に見直し実施済み。 １２ 

（次期総合戦略・施策３） 

・道路構造物修繕事業（建設課） 

追加 ・トンネル、舗装、法面、道路付属物等に係る修繕事業も実施しており、施

策に該当する事業である。 

１２ 

（次期総合戦略・施策３） 

・上水道未普及地域解消事業（企画課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 １２ 

（現総合戦略） 

施策名（施策４） 

削除 ・現総合戦略の施策名「広域連携による公共施設の共同化」については、該

当事業がない。 

１３ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

３ ① 

（現総合戦略） 

・（仮称）木更津市火葬場整備運営事業

（環境保全課） 

削除 ・次期総合戦略で定めるべき事業に該当しない。 １３ 

（現総合戦略） 

・（仮称）第２期君津地域広域廃棄物処

理事業（環境保全課） 

（現総合戦略） 

・君津地域水道事業統合広域化（企画課） 

削除 ・現総合戦略の事業は、令和元年度に実施済み。 １３ 

（現総合戦略） 

施策１ ごみ分別の周知 

・ごみ収集事業（環境保全課） 

・資源ごみ回収活動推進事業（環境保全

課） 

・自治振興事業（再掲）（市民課） 

削除 ・次期総合戦略で定めるべき施策及び事業に該当しない。 １３ 

施策名（施策４） 修正 ・課題に合わせた表記とする。 １３ 

（現総合戦略） 

・農村の多面的機能の維持（農林水産課） 

削除 ・現総合戦略の事業は、農地を対象とすることから、居住エリアへの被害軽

減に資する事業には該当しない。 

１３ 

（現総合戦略） 

・農作物被害対策事業（農林水産課） 

（次期総合戦略・施策４） 

・鳥獣対策事業（環境保全課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 １３ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

３ 

① 

（現総合戦略） 

施策３ 管理不全空き家等の適正管理 

の促進 

・危険空き家指導（都市政策課） 

削除 ・次期総合戦略で定めるべき施策及び事業に該当しない。 １３ 

② 

基本的な施策の方向 修正 ・番号を③から②にする。 １５ 

課題 修正 ・１つ目及び２つ目の課題については、市民委員会意見及び市民アンケート

を参考に、修正する。 

・３つ目の課題については、空き家の実態調査が一定程度完了していること

から、修正する。 

１５ 

施策名（施策１） 修正 ・市が PR しているのは「安価な地価」よりも「都心に近いこと」であるため、

修正する。 

１５ 

（現総合戦略） 

・半農半 Xの PR（農林水産課） 

削除 ・現在、事業を推進するための具体的な材料がない。 １５ 

（次期総合戦略・施策１） 

・民間事業者と連携した移住情報の提供

による転入促進（企画課） 

修正 ・課題に合わせ、空き家に関する表記を外す。空き家については、新規に施

策を追加する。 

１５ 

（現総合戦略） 

・日本版 CCRC の検討（介護福祉課） 

削除 ・次期総合戦略で定めるべき事業に該当しない。 １５ 

（現総合戦略） 

・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（企画課） 

削除 ・他の事業と内容が重なっている。 １５ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

３ ② 

（次期総合戦略・施策２） 

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっ

つ 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 Facebook 、

Instagram、フッツアー（観光ガイド

ブック）の活用）（再掲）（秘書広報課、

商工観光課） 

修正 ・情報発信媒体として活用している「Instagram」及び「フッツアー（観光ガ

イドブック）」を追加する。 

１５ 

施策名（施策３） 追加 ・課題解決に向けた施策を追加する。 １５ 

（次期総合戦略・施策３） 

・空家バンクの活用による空き家情報の

提供・マッチング（企画課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 １５ 

４ 

① 

基本的な施策の方向 修正 ・現在、創業支援にも取り組んでいることから、文章に追加する。 １７ 

課題 修正 

等 

・市民委員会意見、市民アンケート及び創生会議意見を参考に修正する。 

・３つ目の課題については、新富地域への企業進出がおおむね完了したこと

から、削除する。 

１７ 

（現総合戦略） 

・企業誘致奨励制度の改善（商工観光課） 

削除 ・課題の削除に伴い、削除する。 １７ 

施策名（施策２） 修正 ・課題の削除に伴い、修正する。 １７ 

（現総合戦略） 

・企業誘致奨励制度の改善（再掲）（商

工観光課） 

削除 ・課題の削除に伴い、削除する。 １７ 

② 

基本的な施策の方向 集約 ・現総合戦略の基本的な施策の方向②及び③は、関連性が強いことから集約

する。 

１８ 

課題 修正 ・市民委員会意見及び市民アンケートを参考に、修正する。 １８ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

４ ② 

（次期総合戦略・施策１） 

・産地パワーアップ事業（農林水産課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 １９ 

（現総合戦略） 

・商工会支援（商工観光課） 

削除 ・現総合戦略の事業は、その内容が補助金支出を主としていることから、総

合戦略で定めるべき事業に該当しない。 

１９ 

（現総合戦略） 

・観光協会支援（商工観光課） 

（現総合戦略） 

・地元産品の直売所設置（農林水産課、

商工観光課） 

削除 ・現在、実施見込みがない。 １９ 

（次期総合戦略・施策２） 

・強い農業・担い手づくり総合支援事業

（農林水産課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 １９ 

（現総合戦略） 

・地域の実情に応じた規制緩和（農林水

産課、農業委員会） 

削除 ・農地取得等に係る下限面積の引下げを平成 30年度に実施済み。 １９ 

（次期総合戦略・施策３） 

・農作物被害対策事業（農林水産課） 

修正 ・「再掲」を削る。 １９ 

（次期総合戦略・施策３） 

・農村の多面的機能の維持（農林水産課） 

（現総合戦略） 
・耕作放棄地再生事業（農林水産課） 

削除 ・現在、実施見込みがない。 １９ 

（現総合戦略） 

・淡水魚かい類種苗放流事業（湊川アユ）

（農林水産課） 

削除 ・次期総合戦略で定めるべき事業に該当しない。 １９ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

４ ② 

（次期総合戦略・施策５） 

・ふっつのいいこと発信事業（広報ふっ

つ 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 Facebook 、

Instagram、フッツアー（観光ガイド

ブック）の活用）（再掲）（秘書広報課、

商工観光課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ２０ 

（次期総合戦略・施策５） 

・観光地整備事業（商工観光課） 

修正 ・現総合戦略の表記は、県補助金の事業名に合わせたものとなっており、事

業内容が当該補助金の対象範囲のみになってしまうことから、事業内容の

範囲を広げる。 

２０ 

（次期総合戦略・施策５） 

・歴史文化資源の活用（生涯学習課、商

工観光課） 

修正 ・「鋸山」以外にも活用すべき歴史文化資源が数多くある。 ２０ 

（次期総合戦略・施策５） 

・観光協会との連携による PR（商工観光

課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ２０ 

（次期総合戦略・施策５） 

・富津市地域公共交通網形成計画に基づ

く事業の実施（再掲）（企画課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ２０ 

（次期総合戦略・施策５） 

・ふるさとふっつ応援寄附（再掲）（企

画課） 

追加 

（次期総合戦略・施策６） 

・観光地整備事業（再掲）（商工観光課） 

修正 ・現総合戦略の表記は、県補助金の事業名に合わせたものとなっており、事

業内容が当該補助金の対象範囲のみになってしまうことから、事業内容の

範囲を広げる。 

２０ 
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基本 

目標 

施策 

方向 
追加、修正等の項目 種別 追加、修正等の理由 頁 

４ ② 

（現総合戦略） 

・海水浴場管理運営事業（再掲）（商工

観光課） 

削除 ・施策に該当しない。 ２０ 

（次期総合戦略・施策６） 

・市民ふれあい公園管理事業（再掲）（都

市政策課） 

追加 ・施策に該当する事業である。 ２０ 

（次期総合戦略・施策７） 

・君津地域４市による連携（商工観光課） 

追加 ・近隣３市とともに「アクアラインイースト観光連盟」を組織し、PR イベン

ト等を実施していることから、施策に該当する。 

２０ 

（次期総合戦略・施策７） 

・南房総地域による連携（商工観光課） 

修正 ・現総合戦略の「宿泊、滞在型観光促進事業」の連携範囲を分かりやすくす

る。 

（参考）富津市、館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町で「宿泊・滞在型観

光推進協議会」を組織している。 

２０ 

 


