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１ 

 

 

 

全体 書面会議について、今回このような形で参加さ

せていただきましたが、個人的には全員が顔を合

わせるのも大切ですが今回の形の方が、自分の意

見が話しやすくて良かったと思いました。 

 

 今回の会議については、新型コロナウイルス感染症予

防の観点から、書面会議により開催させていただいたと

ころです。 

今後の会議の開催方法については、今回の実績や意見

を参考に検討してまいります。 

集合形式での会議であっても、書面等での意見提出に

柔軟にお応えしたいと考えていますので、遠慮なく意見

を寄せていただきますようお願いします。 

企画課 ― 

２ 全体 本実行計画に対しての意見等はございません。 

富津市が取り組んでいる内容は、小生が暮らす

街に比べても素晴らしく感じますが、実際にこの

取り組みが広く知られていないのが残念です。 

一企業として微力ではございますが、可能な限

りご協力させて頂きたいと思います。 

 現在、人口ビジョンに掲げる将来展望の実現に向け、

総合戦略の着実な実行に取り組んでいるところです。 

この将来展望実現のためには、行政だけでなく、市民・

地域・民間事業者の皆様のご協力が不可欠であることか

ら、行政の取組を広く知っていただけるよう努めてまい

りますので、引き続きご協力をお願いします。 

企画課 ― 

３ 基本目標１ 基本目標１について、妊娠、出産、子育て期に

対する支援が増えました。保護者が安心して過ご

せることを願います。子育ては大切！！ 

 第２期総合戦略において、第１期総合戦略で基本目標

３に掲げていた子育て・教育施策を基本目標１に掲げた

ところであります。引き続き、子育てしやすいまちづく

りを推進してまいります。 

企画課 資料４ 

P.12～P.40 
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４ 基本目標１ 基本目標１について、女性の活躍推進の観点か

ら、庁舎内に育児施設もしくはキッズスペース付

きテレワーク施設を設ける自治体もあります。ご

参考ください。 

例：（株）ママスクエア（港区）等、自治体と連

携（横浜市、藤枝市等）。 

 女性の活躍を推進するための環境整備は重要であると

認識しています。ご意見を参考に関係部署と連携し検討

してまいります。 

企画課 資料４ 

P.12～P.40 

 働きたい子育てママの希望を叶える環境整備はファミ

リー世代の移住促進に有効と考えます。ノウハウを有す

る民間事業者との連携を検討してまいります。 

子育て支援課 

５ 基本目標１ 現在富津子ども・子育て会議において公立保育

所再配置の計画がされているが、公立保育所の民

間への移管や小規模保育所開設等が実行計画書に

は盛り込まれていないのはなぜでしょうか。 

基本目標１に幼児の受け皿となる施設を充実さ

せる項目があってもよいのではないかと思いま

す。 

 実行計画書は、令和２度年から令和６年度までの５年

間に実行するものを記載しており、検討段階の施設整備

については、記載しておりません。 

 今後具体的なものとなった時点での記載を検討してま

いります。 

子育て支援課 資料４ 

P.12～P.40 
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６ 基本目標１ 基本目標１の施策１について、切れ目のない子

育て支援の実施の事業が増えている事がすばらし

いと感じました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により開催で

きない事業もありますが、そんな中でこれから子

育てをしていく市民の不安を解消していくような

事業、ヘルパー事業、経済的負担の助けが特にす

ばらしいと思いました。 

これを広めることができれば『子育てしやすい

富津』と少しづつ認知されていくと思います。 

すでに暮らす市民に知ってもらうのはもちろん

ですが、他市の方にも知ってもらえるようアピー

ルをどのようにしていくのか知りたいです。 

ホームページのみならず、市の広報紙や地域の

人が読む雑誌、赤ちゃん関係や、住宅情報関係に

も載せられたら、移住などにもつながるかなと思

いました。 

 サービスを利用してもらい、初めて支援に結びつけら

れると考えています。 

 必要な人に、情報が届けられるよう多様なツールを活

用し PRに努めてまいります。 

 「ふっつ子育てきずな LINE」で子育て世帯に直接情報

をお届けするなど、子育て世帯の方がキャッチしやすい

手法や表現を工夫し、PRしてまいります。 

子育て支援課 資料４ 

P.12～P.26 

７ 基本目標１ 現在、富津市教育振興事業なども行っているが、

これらも実行計画に含めてもいいのではないかと

思います。 

教育振興に係る事業の一つとして、学力向上推進事業

では、指導補助教員を増員して、令和３年度から市内全

小学校で放課後学習教室を実施するよう拡充したところ

です。 

実行計画については、より効果的な学習支援が行える

よう、掲載内容を検討してまいります。 

学校教育課 資料４ 

P.12～P.40 
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８ 基本目標１ ファミリーサポートセンター事業について、担

当の職員（担当）の方を１家庭に１名決められて

いるが、調整がきくように何名かの担当者がいて

くれると助かる。 

 ご意見を参考に改善してまいります。 子育て支援課 資料４ 

P.15 

９ 基本目標１ すくすくギフト支給事業について、とても素晴

らしい事業だと思います。出来たら買い物しづら

い重たいものがうれしいかも・・・。 

 かさばる「紙おむつ」や重量のある「おしりふき」な

どを中心に事業をスタートします。 

 今後利用者の意見を参考に、ギフトの内容を見直しし

てまいります。 

子育て支援課 資料４ 

P.17 

10 基本目標１ 地元産物の学校給食への優先的使用、給食材料

費事業について、2020年度の予算版と比べると、

事業費が減っています。それはなぜですか？教え

て下さい。 

2021年度からの事業費については、児童・生徒数の減

少等により 2020年度に比べ減少しております。 

今後も学校給食において地産地消を推進してまいりま

す。 

学校教育課 資料４ 

P.35 
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11 基本目標１ 日頃より地域漁業へのお心遣いありがとうござ

います。 

来年度より新富津組合では漁場管理や牡蛎
か き

を始

めとした事業を行う委員会を若手が中心になり活

動することになりました。今後、漁業が生き残っ

ていくために新しい試みにも積極的に挑戦してい

きます。新規事業の開拓や特産品の開発などの他、

自然との共存、食育や SDGsなど、目まぐるしく変

化していく自然環境や世の中の風潮に合わせた漁

業をし、富津の漁業や自然を未来に繋げていける

よう建設的に進めて行きます。市と連携して食育

授業や体験学習の実施なども開催したいと思って

います。それにより食育推進基本計画の目標値の

達成などに協力できたら幸いです。私共でお力に

なれるようなことがありましたらお声がけくださ

い。 

 子どもたちの貴重な経験の場づくりへのご協力ありが

とうございます。富津市の地域の特性を生かした魅力あ

る食育授業や体験学習を展開できるように、市教育委員

会と学校と連携して取り組んでまいります。 

学校教育課 資料４ 

P.38 

12 基本目標１ せっかくなのでこども食堂の報告をします。 

第一回 2020年 10月 参加者約 80名 

        11月 参加者約 60名 

        12月 参加者約 80名 

    2021年１月  参加者約 80名 

２月  参加者約 90名 

       ３月  参加者約 100名 

コロナ禍の中、緊急事態宣言が延びると共に参

加者も増加しています。市内だけでなく君津から

の参加者も多い時には 10名程いました。参加者は

全員が子育て世帯なので、子育てキズナ LINEなど

を始めとした子育て支援の周知に協力していける

と思います。 

 子どもだけでなく、コミュニティのひとつの居場所と

して、継続していただけるよう市も周知や連携に努めて

まいります。 

 今後も子育て支援の周知にご協力をお願いします。 

子育て支援課 ― 
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13 基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

 

広報ふっつの発行について、今すぐでは無いが

これからの時代に紙媒体からの移行が必要を感じ

る。紙から電子に。新聞をとる方も減少の為。 

広報ふっつの主な配布方法は新聞折込となっています

が、年々新聞購読世帯は減少しており、令和３年４月１

日時点では、13,600世帯となっています。同時点での富

津市の世帯数は 18,115世帯であるため、新聞折込だけで

は約 4,500世帯に行き渡っていないことになります。 

より多くの皆さんへ市からの情報が行き渡るよう市内

のコンビニや郵便局などにご協力いただき、広報ふっつ

を配置しています。また、市ホームページに広報ふっつ

のデータの掲載や、LINE・安全安心メールで発行をお知

らせするほか、マチイロ・マイ広報紙というサイトでも

公開しています。 

一方で、インターネット利用が苦手な方または難しい

地域にお住まいの方もいるため、紙媒体での発行は、今

後も継続してまいります。 

これらの様々な周知方法を活用し、１人でも多くの方

に情報を届けることを目標に取り組んでいます。 

秘書広報課 資料４ 

P.42 

P.46（再掲） 

P.73（再掲） 

P.89（再掲） 



Ｎ

ｏ 
基本目標 意見等 市の考え方 担当課等 資料等 

   

7 

第２期総合戦略実行計画（2021年度当初予算版）に係る意見等の内容及び当該意見等に対する市の考え方（創生会議）         

14 基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

 

富津市で行われている様々な取り組みの多くを

知らないことに改めて気づきました。（前回の会

議を含め）市民への告知は「広報ふっつ」が主と

なっていると思いますが、他の広告に紛れて見逃

してしまうこともあります。「しごとサポートふ

っつ」などについても知りませんでしたが、市内

の多くの企業などに個別に知らせるなどの方法に

より、多くの企業の参加、掲載も見込めるのでは

ないかと思います。 

「広報ふっつ」はどれだけの市民が見て理解し

ているのか気になります。しかしながら、市民へ

の広報手段はホームページと、広報誌以外は難し

いとも感じますので、いかに広報誌を見てもらう

かでしょうか。 

広報ふっつが、より多くの皆さんに行き渡るよう市内

のコンビニや郵便局などにご協力いただき配置していま

す。 

また、市ホームページに広報ふっつのデータの掲載や、

LINE・安全安心メールで発行をお知らせするほか、マチ

イロ・マイ広報紙というサイトでも公開しています。 

広報ふっつとホームページ以外の周知方法ですが、従

来の安全安心メール・Facebookに加え、昨年度から LINE・

Twitterによる情報発信を開始しました。 

なお、広報ふっつをより多くの市民の皆さんに見ても

らうため、雑誌のように手に取りやすく、持ち運んで読

むことができるよう、市制施行 50周年を迎える令和３年

９月号から、現在のタブロイド判から A4判へサイズを変

更し、表紙と最終面をフルカラーとする予定です。 

秘書広報課 資料４ 

P.42 

P.46（再掲） 

P.73（再掲） 

P.89（再掲） 

 「しごとサポートふっつ」については、市内企業への

認知度アップを図り、多くの企業に参加していただける

方法を検討してまいります。 

企画課 資料４ 

P.72 
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15 基本目標２ 地域防災力を高める各種講座の実施、自主防災

組織促進事業について、2020 年度から 2024 年度

にかけて機材購入 38万円とありますが、どのよう

な機材をどのような団体に購入するのでしょう

か。また、「（新設）（既設）」はどのような意味

ですか。 

 県補助事業等を活用し、自主防災組織に対し、資機材

を交付しています。 

 令和２年度は、投光器や発電機、拡声器、ヘルメット、

担架、災害用トイレ、救急箱、ランタンなど、各自主防

災組織に必要な資機材を選定し、交付しました。 

 従前は新設の自主防災組織に対して１回限りの交付と

していたものを、平成 27年度以降は、交付の対象を既設

の自主防災組織にも拡充し、予算の範囲内で追加交付を

可能とすることで、活動の活性化を図っています。 

 「（新設）（既設）」の表記は、新設の自主防災組織へ

の交付、既設の自主防災組織への交付を示しています。 

防災安全課 資料４ 

P.49 

16 基本目標３ 以前、市内に防犯カメラの設置を検討している

話がありましたが、計画していないのですね。 
 平成 31年３月に「富津市犯罪のない安全で安心なまち

づくり推進条例」を制定し、その施策の一つとして、令

和元年度に大堀踏切付近に防犯カメラを１基設置しまし

た。 

 現在、設置計画は策定していませんが、今後も継続的

に設置を進めるべく、設置場所等について検討をすると

ともに、死角となる箇所の改善に努めてまいります。 

防災安全課 ― 
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17 基本目標３ 

基本目標４ 

高速浅間山バス停と駐車場、立派に出来上って

いますが、利用者が少ない。私も千葉、東京駅、新

宿駅もっと利用したいのですが、連絡バスが無い

ので残念に思います。公共交通空白地域を走るぷ

ちバス、浅間山バス停までとなりましたが、火曜

日と金曜日のみでは利用不能。会員となっていて

も、一度も利用していない。利用する為の会員に

なりたいものです。コロナの心配が無くなること

も必要ですね。 

 平成 29年度に実施したアンケート調査で、富津浅間山

バスストップへは、９割近くの方が自家用車と家族等の

送迎で利用すると回答を得ています。また、路線バス事

業者へのヒアリングでは、需要の見込めない新規路線の

開設は難しいと回答を得ていることから連絡バスは開設

しておりません。 

また、バスストップの開設後、新型コロナウイルス感

染症の影響等から高速バスの利用自体が少ない状況が続

いていることなどからも現時点においては、連絡バスの

開設は考えておりません。 

企画課 資料４ 

P.64 

P.95（再掲） 

18 基本目標３ 基本目標３について、市内の交通利便性の維持

向上について、県内の自治体で事例がございます

ので、ご参考ください。 

例：無料送迎サービス（いすみ市）、乗り合い送

迎サービス［チョイソコかもがわ］（鴨川市）、超

小型 EVを活用したカーシェアリング（館山市）等 

 市では、「地域と連携した地域特性等に即した移動手

段の導入」を公共交通計画に位置付け、取り組んでいる

ところです。 

 情報提供いただきました事例等につきましては、今後

の施策を検討していく上での参考とさせていただきま

す。 

企画課 資料４ 

P.64 

P.95（再掲） 

19 基本目標３ 道路、上水道について、歩道が有ったり、途切

れたり安全ではありません。又、水道管は約 40年

で交換時とお聞きします。漏水し破損、断水とな

る前に交換出来ると良いですね。年末年始の断水

は大変ですから！！ 

 道路管理者として道路を常時良好な状態に保つよう維

持管理を行い、計画的に道路改良を進めてまいります。 

建設課 資料４ 

P.67～P.70 

 上水道については、安定した給水、計画的な老朽管の

更新等がなされるよう、一般会計からの出資を通して、

かずさ水道広域連合企業団と連携してまいります。 

企画課 
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20 基本目標３ 

 

富津市は海有り、山有りと自然豊かな地である

が、道路状況も利便性もよくありません。そして、

住宅地にも獣が姿を現し恐いです。一般市民から

（農家では無く）の有害鳥獣の捕獲駆除依頼に対

し対策をとっていただけますか。 

 農作物被害及び生活環境被害を一体的に対応するため 

令和２年度から鳥獣対策室を設置し、富津市有害鳥獣対

策協議会と協同で被害対策に取り組んでいます。 

 住宅地周辺に出没する有害獣の対策としては、猟銃に

よる駆除が困難なことから、出没地周辺の現地確認を区

長と行い、捕獲罠の設置箇所の選定及び状況によりパト

ロールを実施しておりますので、まずはお住まいの地区

の区長にご相談ください。 

農林水産課 資料４ 

P.71 

21 基本目標４ 「保田小学校」に代表されるように今、「閉校」

は新たなビジネスチャンスと考えどんどんチャレ

ンジしてもらいたい。 

 閉校施設の利活用については、現在、旧金谷小学校の

利活用事業者の公募を実施しております。その他の閉校

施設についても順次利活用の取組みを進めてまいりま

す。 

資産経営課 資料４ 

P.78 

 関係部局と協力し、地域の活性化が図られるよう企業

誘致を進めてまいります。 

商工観光課 



Ｎ

ｏ 
基本目標 意見等 市の考え方 担当課等 資料等 

   

11 

第２期総合戦略実行計画（2021年度当初予算版）に係る意見等の内容及び当該意見等に対する市の考え方（創生会議）         

22 基本目標４ 人口を増やすには、働く場所を創る。 

このコロナ禍では大変ですが、将来的に願うと

ころです。新規就農者が作物被害に遭わないよう

に、しっかり対策をしていただきたいと思います。 

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、農

業次世代人材投資資金を給付することで、担い手の育成

や確保を図り、効率的・安定的な農業を支援してまいり

ます。 

 また、有害獣による農作物被害及び生活環境被害を一

体的に対応するため令和２年度から鳥獣対策室を設置し

ました。引き続き有害獣による農作物被害の軽減に努め

てまいります。 

農林水産課 資料４ 

P.83～P.85 

23 基本目標４ ノリ共同利用施設整備事業について、大貫でも

設備投資等の問題で廃業する方が多いので、富津

の名産を絶やさない為にも早急に願いたい。 

ノリ共同利用加工施設整備事業には、多額の事業費が

かかることから、市単独での実施は難しい状況にあるた

め、国・県の補助金を活用し、事業者を支援してまいり

ます。 

農林水産課 資料４ 

P.88 
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24 基本目標４ 海水浴場管理運営事業について、事業成果の目

標値に疑問。年々減少している気がするのですが。

海水浴場を３つくらいに縮小するべきだと思いま

す。 

 海水浴場の来場者数については、その年の天候や開設

期間等に左右されるため毎年増減している状況です。 

近年の平均来場者数を数年前と比較すると、海水浴場

全体としては増加傾向にありますが、一部の海水浴場で

は減少しております。 

今後、地域の方々のご意見等を伺いながら有効な活用

方法について検討してまいります。 

 

商工観光課 資料４ 

P.88 

 


