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第 1 章 実施計画の概要 

 

１ 目的・概要 

実施計画は、第２次山武市総合計画の基本構想及び基本計画を実現するために重要となる事

務事業をまとめたものであり、毎年度の事業計画や予算編成等の指針となるものです。 

実施計画記載事業を進めるにあたっては、財源の確保に最大限努めるとともに、行政評価※1

の考え方を取り入れ、国の予算動向を考慮したうえ効果的・効率的に事業を進めます。 

 実施計画は、事業の見通しを示すため、向こう３年間を計画期間として策定し、毎年ローリ

ング方式※2により見直しを行います。 

 

２ 期間 

 本計画の期間は、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までの３か年とし

ます。 

 令和元年３月に策定した第２次山武市総合計画の第２期目の実施計画となります。 

 

■第２次山武市総合計画の構成と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※２：ローリング方式 
総合計画など長期の事業計画の実施過程で、計画と実績を毎年チェックし、計画的な目標達成を

図る方式です。 

※１：行政評価 

施策や基本事業について誰もがわかるように目標を設定し、実施後はその結果を踏まえて次の企

画や実施に反映させ、限られた行政資源を有効に活用していくマネジメント（経営管理）の仕組み

です。 

計画構成 計画期間

※市長任期と連動

令和元～４年度
(2019～2022年度)

令和元～４年度
(2019～2022年度)

令和３～５年度
(3年間の1年ローリング)

政策

施 策

基本事業

事務事業

中期方針

実施計画

基本構想

基本計画

1



 

３ 実施計画事業の位置づけと構成 

「事務事業」の中から「実施計画事業」を選定し、それを中心に構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施計画事業の選定基準 

実施計画事業は、事務事業の中から２つの視点と３つの基準を組み合わせ選定します。 

２つの視点とは、まちづくりの成果向上に貢献するという「成果向上の視点」、限られた資源

の中で多額の支出を伴う事業への説明責任としての「財政支出の視点」となります。そこに下記

表の３つの基準と市長公約を加味して選定を行っています（対象事業は「３ 実施計画事業一

覧表」のとおり）。 

 

 ２つの視点 

成果向上 財政支出 

３

つ

の

基

準 

基本計画で定めた 17重点分野（基本事業）の成果向上のた

めに、新たに取り組んだり、注力していく事業 

◆短縮表記：重点分野 

◎ 〇 

事業の終期がある建設やイベント等の大型事業 

（道路や施設の建設や改修、大規模なイベント事業） 

◆短縮表記：大型事業（投資） 

〇 〇 

施策の成果に対する貢献度が高い経常的に実施している事

業 

◆短縮表記：主要事業（ソフト） 

〇 △ 

  ※実施計画事業が、複数の視点、基準と重複する場合があります。 

  

事務事業（約 800） 

基本事業（108） 

施策(24） 

政策(6） 

基本構想 

 

 

基本計画 

実施計画事業 

基本構想を実現するための 6つの政策です。 

政策を実現する手段としての 24の施策です。 

施策を実現する手段を特性別にまとめた 108 の

基本事業です。 

基本事業を実現するための最も具体的な業務単位

である約 800の事務事業です。 

事務事業の中から、「実施計画事業」（51事業）を選定 

基本構想 
普遍的なまちづくりの方向性と 

まち全体の市勢を示す 8指標 

。 
手段 貢献 

手段 貢献 

手段 貢献 

手段 貢献 
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第 2 章 財政計画 

 

１ 計画期間内の財政見通し 

  国は、住民に身近な行政は、地方が広く担うとともに、地域住民が自らの判断と責任にお

いて地域の諸課題に取り組むことができるよう地方分権改革を推進しています。本市におい

ても、地方の役割を念頭に置き、施策を進めているところです。 

  また、市総合計画を軸に新たな発想に基づき、限られた財源の中で何をどのように達成す

るかを見極めることが必要となっています。 

  このような中、計画期間内（令和３年度（2021年度）～令和５年度（2023年度））の財政

収支について、次のとおり推計しました。 

 

 ⑴ 歳入見通し 

   ア 市税 

     過去の実績及び人口の減少等を考慮して推計しました。 

   イ 地方交付税 

     国の動向及び人口の減少等を考慮して推計しました。 

   ウ 譲与税・交付金等 

     国の動向及び地方消費税の増税等を考慮して推計しました。 

   エ 国県支出金 

     過去の実績及び実施計画事業の財源を考慮して推計しました。 

   オ 繰入金 

     実施計画事業の財源を考慮して推計しました。 

   カ 市債 

     実施計画事業の財源及び臨時財政対策債を考慮して推計しました。 

   キ その他の歳入 

     過去の実績を考慮して推計しました。 

 

  ⑵ 歳出見通し 

   ア 人件費 

     計画期間内の採用及び退職を考慮して推計しました。 

   イ 扶助費 

     国の動向及び人口の減少等を考慮して推計しました。 

   ウ 公債費 

     実施計画事業に係る市債及び臨時財政対策債等の借入予定を考慮して推計しました。 

   エ 補助費等・繰出金 

     地方独立行政法人さんむ医療センターや一部事務組合、特別会計への繰出等を考慮

して推計しました。 

   オ 投資的経費 

     実施計画事業を含む臨時・投資的事業を考慮して推計しました。 

   カ その他の歳出 

     過去の実績を考慮して推計しました。 
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２ 市の財政フレーム 

 

 

一般会計ベース 

《歳入》                       （単位：百万円） 

年度 

区分 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 
合計 

歳入総額  23,856 23,533 23,590 70,979 

市税 5,413 5,218 5,153 15,784 

地方交付税 5,900 6,168 6,202 18,270 

譲与税・交付金等 1,556 1,705 1,705 4,966 

国県支出金 3,863 3,761 3,723 11,347 

繰入金 1,672 1,553 2,885 6,110 

市債 3,666 3,593 2,544 9,803 

その他 1,786 1,535 1,378 4,699 

＊ 数値は、予算ベースの推計です。 

 

 

《歳出》                       （単位：百万円） 

年度 

区分 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 
合計 

歳出総額  23,856 23,533 23,590 70,979 

人件費 4,537 4,632 4,685 13,854 

扶助費 3,573 3,773 3,879 11,225 

公債費 2,231 2,539 2,752 7,522 

補助費等 3,789 3,171 3,365 10,325 

繰出金 2,117 2,191 2,214 6,522 

投資的経費 4,354 3,985 3,315 11,654 

その他 3,255 3,242 3,380 9,877 

実施計画事業費 4,520 3,982 3,134 11,636 

＊ 数値は、予算ベースの推計です。 
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３　実施計画事業一覧表

一般会計部門 （単位：千円）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

498,449

4,519,300 3,981,036 3,138,446

1,129,500 1,001,766 891,121

5,017,749 3,981,036 3,138,446

特別会計部門 （単位：千円）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

310,515 1,704,700 6,852,700

0 0 0

310,515 1,704,700 6,852,700

政策01　暮らしを支える快適なまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

01 01 01 作田川関連市道整備事業 67,928 67,928 67,928 ○ 16

01 01 01 成東２５９号線道路改良事業 141,654 0 0 ○ 16

01 01 01 〃　　　（令和２年度繰越額） 50,551 0 0 ○ 16

01 01 01
上横地・松ヶ谷線外防災ネットワーク道路整
備事業

106,617 0 0 ○ 17

01 01 01 〃　　　（令和２年度繰越額） 135,370 0 0 ○ 17

01 01 01
蓮沼ホ・蓮沼イ線外防災ネットワーク道路整
備事業

119,076 119,076 0 ○ 17

01 01 01 〃　　　（令和２年度繰越額） 63,000 0 0 ○ 17

01 01 01 橋梁長寿命化修繕事業 113,849 120,000 120,000 ○ 18

01 01 01 緑海２３９号線道路改良事業 83,047 83,047 0 ○ 18

01 01 01 〃　　　（令和２年度繰越額） 54,232 0 0 ○ 18

01 01 02 成田空港周辺対策道路・水路整備事業 98,833 98,833 98,833 ○ 19

01 01 02 〃　　　（令和２年度繰越額） 22,077 0 0 ○ 19

事業費合計

事業費合計

令和2年度繰越額

各年度当初予算計画額

　　うち一般財源ベース

総　　　合　　　計

令和02年度繰越額

各年度当初予算計画額

　　うち一般財源ベース

総　　　合　　　計

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁
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01 01 03 松尾駅周辺排水対策事業 741,001 669,813 0 ○ 19

01 01 06 地籍調査事業 42,406 116,892 106,528 ○ 20

01 01 06 空家等対策事業 3,966 7,810 6,810 ○ 20

01 02 01 身近な公共交通確保事業 106,830 91,110 91,110 ○ 21

政策02　住みやすい環境と安全なまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

02 01 03 航空機騒音対策空調機器設置事業 48,117 0 0 ○ 23

02 03 03 災害に強い森づくり事業 46,937 0 0 ○ 23

02 03 03 〃　　　（令和２年度繰越額） 65,020 0 0 ○ 23

政策03　にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

03 01 02 認定農業者育成事業 9,000 9,000 9,000 ○ 26

03 01 02 地域農業経営支援事業 16,695 15,570 13,695 ○ 26

03 01 05 農業水路等長寿命化・防災減災事業 60,038 12,116 0 ○ 27

03 01 05 〃　　　（令和２年度繰越額） 108,199 0 0 ○ 27

03 01 05 ほ場整備事業 49,772 52,656 0 ○ 27

03 02 02 エコノミックガーデニング推進事業 3,629 3,629 3,629 ○ 28

03 02 03
エコノミックガーデニング推進事業【再掲】
※再掲のため個表省略

3,629 3,629 3,629 ○ 28

03 02 03 企業誘致促進事業 48 48 48 ○ 28

03 03 02 海水浴場維持管理安全対策事業 56,224 52,585 43,493 ○ 29

政策04　だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

04 01 01 一般介護予防事業【介護保険特別会計】 4,656 4,656 4,656 ○ 32

04 01 01
生活支援体制整備事業【介護保険特別会
計】

13,044 13,044 13,044 ○ 32

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁
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04 03 04
地方独立行政法人さんむ医療センター運営
事業

405,715 348,543 348,543 ○ 33

04 03 04
国保日向診療所移転整備費【国民健康保険
特別会計　施設勘定】

46,415 0 0 ○ 33

04 03 04
地方独立行政法人さんむ医療センター整備貸付金【地方独立行政法人さ
んむ医療センター公債管理特別会計】 246,400 1,687,000 6,835,000 ○ 34

04 03 99 成東保健福祉センター施設管理事業 101,001 9,231 9,231 ○ 34

04 04 01 ちびっこ国際交流事業 4,620 4,620 4,620 ○ 35

04 04 03 子ども医療費助成事業 122,287 122,287 122,287 ○ 35

04 04 03 高校生等医療費助成事業 8,193 8,193 8,193 ○ 36

04 04 06 三世代同居等支援事業 7,500 7,500 7,500 ○ 36

04 05 03 生活困窮者自立相談支援事業 19,172 27,000 27,000 ○ 37

政策05　生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

05 01 01 英語教育推進事業 4,355 4,355 4,355 ○ 40

05 01 01 学力向上支援事業 909 909 909 ○ 40

05 01 04 ＩＣＴサポート事業 14,520 13,613 9,075 ○ 41

05 01 05 小学校施設整備事業 19,628 19,628 19,628 ○ 41

05 01 05 中学校施設整備事業 10,880 10,385 10,385 ○ 42

05 01 05 松尾小学校新校舎整備事業 1,164,232 1,625,195 0 ○ 42

05 01 05 小学校施設改修事業 495 30,563 0 ○ 43

05 01 05 中学校空調設備改修事業 352,220 0 0 ○ 43

05 01 05 中学校施設改修事業 66,309 0 0 ○ 44

05 01 05 学校給食センター施設整備事業 0 181,221 1,957,588 ○ 44

05 01 06 コミュニティ・スクール推進事業 1,377 1,720 1,720 ○ 45

05 02 02 さんぶの森公園改修事業 47,663 0 0 ○ 45

05 02 05 少年海外派遣支援事業 0 4,551 4,551 ○ 46

05 02 05 山武市青少年派遣事業 0 676 3,701 ○ 46

05 03 03 松尾運動公園管理事業 13,759 11,890 9,243 ○ 47

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁
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政策06　市民と行政が協働してつくるまちづくり

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

重点
分野

大型
事業
（投資）

主要
事業
（ソフト）

06 01 02 地域まちづくり事業 5,927 6,050 6,050 ○ 49

06 02 01 さんむの魅力発信事業 2,000 2,000 2,000 ○ 49

06 02 01 広報さんむ作成・発行事業 19,774 19,696 19,696 ○ 50

06 02 01 ホームページ運営事業 1,097 1,097 1,097 ○ 50

06 03 05 本庁舎整備事業 210,000 0 0 ○ 51

政
策

施
策

基
本
事
業

実施計画事業名称

事業費（千円） 選定基準

頁

8
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４ 【参考】第２次山武市総合計画政策体系・注力分野一覧表 

 
 基本構想  ・海岸、田園、丘陵という豊かな自然環境を活かしたまちづくり 

・成田国際空港と圏央道ネットワークを意識したまちづくり 

・将来に渡って持続可能で魅力あるまちづくり 

 

 

 

重点分野 行政改革

1 道路網の整備・維持管理 ●

2 成田空港周辺地域としての基盤整備 ●

3 浸水対策の推進

4 駅周辺の利便性の向上 ●

5 公園の適正な管理

6 まちなみ・家屋・土地の適正管理と有効活用 ●

1 市内における交通手段の確保 ● ●

2 バスでの主要都市へのアクセス向上

3 鉄道の利便性向上

1 地域防災力の向上

2 災害支援体制の確立

3 防災意識の向上 ●

4 消防力の充実

5 強靭化対策の推進

1 生活公害の対策

2 美化運動の推進と不法投棄防止対策

3 航空機騒音等の対策

1 ごみの減量化・再資源化の推進

2 廃棄物に関する意識の向上と啓発

3 ごみ処理の効率化

1 自然環境保全活動の推進

2 自然環境取組意識の向上

3 バイオマスタウン構想の推進

4 再生可能エネルギー対策の推進

5 汚水処理の推進

1 安定給水の確保

2 水質の安全性の確保

3 地震等の災害対策

4 経営の健全化

1 防犯体制の充実

2 児童・生徒の安全確保

3 犯罪がおこりにくい環境に向けての施設設備の整備

4 消費者トラブルの防止

5 交通安全意識の向上

1 経営の安定化の推進

2 担い手の育成・支援 ●

3 農地の利用集積の推進

4 農産物の付加価値向上と販路の拡大

5 農業基盤整備の推進

6 森林再生の推進

1 市内消費の向上

2 経営体の体質強化・育成

3 企業立地と企業定着による雇用の推進 ●

4 成田空港経済圏の形成 ●

1 魅力ある観光事業の推進

2 海岸を活用した観光推進 ●

3 観光情報の発信

施策名

1

1
地域核をネットワークする

都市整備の推進

2 公共交通網の整備・充実

3 防災・減災対策の推進

2

1 生活環境の充実

2 廃棄物の減量・処理の適正化

3 自然環境の保全

3

1 農林水産業の振興

2
商工業の振興と地域経済

活性化

4 上水道の充実

5 防犯・交通安全の推進

政策名 基本事業名

暮らしを支える快適な

まちづくり

住みやすい環境と

安全なまちづくり

にぎわい豊かな

暮らしを創出する

まちづくり

3 観光の振興
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重点分野 行政改革

1 生きがいづくりと介護予防の推進 ●

2 介護サービス・日常生活の支援

3 安全・安心な生活への仕組みづくり

4 介護保険制度の安定的な運用

1 自立支援サービスの促進

2 地域生活支援の基盤づくり

3 社会活動参加の促進

4 児童発達支援の充実

1 心身の健康管理の充実

2 健診の受診率向上と生活習慣の改善

3 母子の健康管理

4 医療体制の充実 ● ●

5 国民健康保険医療費の改善

1 幼保機能の充実 ● ●

2 子育て不安の軽減

3 子育て家庭への援助

4 こどもの人権の尊重

5 学童保育の充実

6 次世代育成による家族形成の支援

1 地域福祉の担い手育成

2 社会福祉機関・団体の充実

3 生活困窮者自立支援の充実

4 生活保護制度の適正な実施

5 公営住宅の維持管理

1 ｢確かな学力｣の向上と｢活きた学力｣の推進 ●

2 「健やかな体」の育成

3 「豊かな心」を育む

4 ICT教育の実践 ●

5 教育環境の整備

6 地域と学校の協力体制の推進

1 主体的な学習の推進

2 生涯学習施設の利用促進

3 文化財の保護・活用

4 芸術文化活動の充実

5 青少年の育成

1 スポーツ活動の充実

2 体育関係団体・指導者の育成

3 体育施設の利用促進

1 人権教育・人権啓発の推進

2 人権擁護の推進

3 男女共同参画の推進

1 区・自治会活動の活性化

2 市民活動の活性化 ●

3 市民活動施設の利用促進

4 多文化共生社会の推進

5 東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進

1 情報発信力の充実 ● ●

2 広聴の充実

3 議会情報の公開の推進

1 行政経営の推進 ●

2 人材育成と効率的な組織運営 ●

3 健全な財政運営 ● ●

4 税収の確保 ●

5 公共資産の適正化とファシリティマネジメントの推進 ●

6 情報化の推進と適正管理

1 適正な会計処理

2 積極的な選挙啓発

3 監査の充実

4 情報公開及び個人情報保護の推進

5 窓口サービスの向上 ●

6 公平・公正な課税

施策名

4

1 高齢者福祉の充実

2 障がい者（児）福祉の充実

3 健康づくりの推進

4 子育ての支援

生涯学習の推進

3

5
地域福祉の充実と

セーフティーネットの推進

スポーツの振興

4 人権尊重のまちづくり

5

1 学校教育の充実

2

2
開かれた市政とまちの魅力発

信

3
計画的・効率的な行財政運

営

4

政策名 基本事業名

公正確実な事務の執行

だれもが生きがいを

持って安心して暮ら

せるまちづくり

生涯を通じて人と

人とがふれあい共に

学びあえるまちづくり

市民と行政が協働

してつくるまちづくり
6

1
協働と交流による

まちづくり
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第３章 分野別計画 

 

【分野別計画の見方】 

 分野別計画は、①「施策」と「基本事業」のページと、 

        ②「実施計画事業」の個表のページで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

「基本事業」の名称です。基本事業は

全部で 108 あります。 

①「施策」と「基本事業」のページの見方 

 

第２次総合計画策定時（平成 29年度）に取得した値

で、目標を設定する上での基準としています。値の

取得は、｢まちづくりアンケート｣や業務データから

行っています。 

 

※平成 29年度に取得可能な最新の値となっているた

め、29年度以前の値を使用しているものもあります。 

 

「施策」の名称で

す。施策は全部で

24 あります。 

この「基本事業」が

めざす、将来の山武

市の姿です。 

「政策」の名称です。 

政策は全部で６政策あります。 

 

この「基本事業」に関連する 

「実施計画事業」です。 

「実施計画事業」ごとに個表があります。 

 

令和４年度の目標値です。 

・重点分野：政策的に成果を向上させることをめざし、重点的な予算

確保や既存事業の見直しによる改善、新たな事業展開を

図るため、高い水準で目標値を設定します。 

・通常分野：選択と集中の観点から、法令及び安全面からの対応等を

除き、現在の事業内容により、維持向上を図る水準で目

標値を設定します。 

「基本事業」がめざ

す姿に対する達成

度を、指標（モノサ

シ）として示してい

ます。 
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施策名

基本事業名

区　分

活動指標①

活動指標②

成果指標①

成果指標②

千円

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

事　業　費
当初予算

令和○年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 令和○年度当初 令和○年度計画 令和○年度計画 令和○年度計画

指　標　名　称

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

実施計画事業名
担当部署

計画年度

 

 

 

 

 

｢実施計画事業｣ 

の名称です。 

この実施計画事業の上位政

策・施策・基本事業です。 

｢◆意図｣の達成度を数値で示す指標 

(モノサシ)です。 

事業を行うことによって、｢◆対象｣ 

にもたらされた効果を表します。 
｢◆手段｣の活動量・活動内容を、 

数値で示す指標(モノサシ)です。 

例としては、開催回数、参加者 

数、整備延長などがあります。 

②｢実施計画事業｣の個表のページの見方 

実施計画事業として選定した基準

を示しています。 
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政策１ 暮らしを支える快適なまちづくり 

施策１－１ 地域核をネットワークする都市整備の推進 

1－1－① 道路網の整備・維持管理 

ねらい 

(めざす姿) 
・道路・橋りょうの整備、適切な維持管理で安全に通行でき、利便性が向上します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

道路の拡幅・改良・新設延長（計画期間

累計）（Km） 
0 8 

作田川関連指導整備事業 

成東 259 号線道路改良事業 

上横地・松ヶ谷線外防災ネットワー

ク道路整備事業 

蓮沼ホ・蓮沼イ線外防災ネットワー

ク道路整備事業 

橋梁長寿命化修繕事業 

緑海 239 号線道路改良事業 

道路・橋りょうの維持管理上の瑕疵によ

る損害賠償件数（件） 
0 0 

1－1－② 成田空港周辺地域としての基盤整備 

ねらい 

(めざす姿) 
・成田空港周辺地域として共存共栄が図られています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

成田空港関連事業実施箇所数（延べ）（箇

所） 
0 48 

成田空港周辺対策道路・水路整備事

業 

1－1－③ 浸水対策の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・排水路新設や雨水排水管等により床上浸水が減少しています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

床上浸水件数（件） 0 0 松尾駅周辺排水対策事業 

1－1－⑥ まちなみ・家屋・土地の適正管理と有効活用 

ねらい 

(めざす姿) 
・まちなみ、家屋、土地が適正に管理、活用されています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

空家対策数（件） 0 66 
地籍調査事業 

空家等対策事業 

景観条例指導件数（件） 1 0 
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施策１－２ 公共交通網の整備・充実 

1－2－① 市内における交通手段の確保 

ねらい 

(めざす姿) 
・市内の交通手段が確保され、円滑に移動できます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

市内移動の交通手段に困っている市民の

割合（％） 
39.7 35.8 

身近な公共交通確保事業 

基幹バスの年間利用者数（人） 47,723 48,000 

乗合タクシーの年間利用者数（人） 46,670 47,000 

バス運行状況の満足度（％） 36.2 39.0 
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[619]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 20 20 20 20

活動指標②

成果指標① ㎡ 6,900 6,900 7,100 7,300

成果指標②

千円 62,338 67,928 67,928 67,928

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1762]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① ｍ 100 800

活動指標② ㎡ 480.05 0

成果指標① ｍ 100 300

成果指標②

千円 150,069 141,654

千円 50,551

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成25年度 ～ 令和03年度

実施計画事業名 成東２５９号線道路改良事業

２　事業概要・全体計画

市民、市道成東259号線 道路の拡幅と歩道や側溝の設置により、道路機能を充実することで、利用
者の安全と利便性の向上を図ります。
整備内容
　延長=1.2㎞　幅員=11m
　平成25年度　交差点部詳細設計
　平成26年度　用地測量、用地買収
　平成27年度　用地買収、工事　平成28年度　用地買収、工事
　平成29年度　用地買収、工事　平成30年度　用地買収、工事
　令和元年度　用地買収、工事　令和２年度　用地買収、工事
　令和３年度　用地買収、工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

道路利用者の安全性を確保し、利便性を向上します。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

年度当たりの市道成東259号線道路改良延長

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 作田川関連市道整備事業

年度当たりの道路用地買収面積

市道成東259号線道路改良済延長

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度 平成15年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民
道路用地
道路用地地権者

県河川改修事業で設置する管理用道路（幅員3ｍ）の設置にあたり、市が
隣接地（2ｍ～4ｍ）の用地確保を行うことにより県が管理用道路を兼ね市
道整備を行います。
現在河川に架設されている橋梁の架替えに伴う工事及び市道整備に関する
負担金を県に納入します。
事業費　620,000千円（県への負担金）80,000千円（用地買収費）合
計700,000千円
架替え対象橋梁数　8箇所、市道整備延長　5,280m
市道整備箇所　山武市成東地先（加持橋）～山武市森地先（日向橋）　山
武市成東地先（市役所脇）
Ｒ４年度以降も事業は実施しますが、工事詳細及び負担金額については未
定です。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

県営河川改修事業に併せて、用地を取得し、市道の整備を行うこと
で、安全が確保された利便性の高い道路が整備されます。

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

用地交渉回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

用地取得済面積

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費
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[1796]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① ｍ 600 300

活動指標② 回 2 2

成果指標① ｍ 1,800 1,800

成果指標②

千円 157,953 106,617

千円 135,370

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1797]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① ｍ 1,100 200 200

活動指標② 回 2 2 2

成果指標① ｍ 1,600 700 700

成果指標②

千円 148,505 119,076 119,076

千円 63,000

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成26年度 ～ 令和04年度

実施計画事業名 蓮沼ホ・蓮沼イ線外防災ネットワーク道路整備事業

２　事業概要・全体計画

蓮沼地区の海岸周辺市民
防災活動従事者

既存道路の拡幅等により、蓮沼地域（殿下・川下地区）と防災拠点である
蓮沼出張所へのアクセス道路を整備します。

整備内容　　延長=1.6ｋｍ　幅員=10.0ｍ
平成26年度　用地測量、設計
平成27年度　用地買収
平成28年度　工事着手
平成29年度　用地買収、工事
平成30年度　用地買収、工事
令和元年度　用地買収、工事
令和２年度　用地買収、工事
令和３年度　用地買収、工事
令和４年度　用地買収、工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

被災地における迅速かつ効果的な災害対応が実現されます。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

年度当たりの市道改良延長

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 上横地・松ヶ谷線外防災ネットワーク道路整備事業

関係機関との協議回数

市道改良済み延長

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

既存道路の拡幅等により、木戸川河口の周辺地域を含む緑海地区と防災拠
点である成東総合運動公園へのアクセス道路を整備します。
整備内容　　延長=1.8㎞　幅員=10.5m
平成26年度　用地測量、設計
平成27年度　用地買収
平成28年度　用地買収、工事着手
平成29年度　用地買収、工事
平成30年度　用地買収、工事
令和元年度　用地買収、工事
令和２年度　工事※事業終了
令和３年度　工事※新規社総交で要望予定

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

被災地における迅速かつ効果的な災害対応が実現されます。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度 平成26年度 ～ 令和03年度

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

年度当たりの道路改良延長

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

関係機関との協議回数

市道改良済み延長

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

成東地区の海岸周辺市民
防災活動従事者
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[1826]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 件 1 1 1 1

活動指標②

成果指標① 件 0 0 0 0

成果指標②

千円 79,878 113,849 120,000 120,000

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[2069]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① ｍ 100 100 200

活動指標②

成果指標① ｍ 100 200 300

成果指標②

千円 56,629 83,047 83,047

千円 54,232

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～ 令和04年度

実施計画事業名 緑海２３９号線道路改良事業

２　事業概要・全体計画

市民
道路の拡幅と歩道や側溝の設置により、道路機能を充実することで、利用
者の安全と利便性の向上を図ります。
整備内容　延長0.3km　幅員12m
総事業費　175,000千円
令和元年度　地質調査、測量設計、用地測量
令和２年度　鑑定、物件調査、工事、用地買収
令和３年度　用地買収、工事
令和４年度　工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

道路利用者の安全性を確保し、利便性を向上します。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

年度当りの市道緑海239号線道路改良延長

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 橋梁長寿命化修繕事業

市道緑海239号線道路改良済延長

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

市で管理する橋梁について、長寿命化修繕計画に基づき計画的に補修工事
を実施します。
また、道路法に基づき５年ごとに点検を実施し、計画の見直しを行いま
す。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

適正な橋梁の維持補修を行い橋梁の機能を保全することで、通行者の
安全が確保されます。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

道路網の整備・維持管理 計画年度 平成27年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

年間橋梁修繕件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

橋梁の管理瑕疵に起因する損害賠償件数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市の管理する橋梁
市道利用者
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[1974]

施策名 01

基本事業名 02

区　分

活動指標① 件 21 21 21 21

活動指標②

成果指標① ｍ 2,100 2,100 2,100 2,100

成果指標②

千円 134,628 98,833 98,833 98,833

千円 22,077

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1902]

施策名 01

基本事業名 03

区　分

活動指標① ｍ 365 580 559

活動指標②

成果指標① ha 46 46 46

成果指標②

千円 306,180 741,001 669,813

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成28年度 ～ 令和04年度

実施計画事業名 松尾駅周辺排水対策事業

２　事業概要・全体計画

市民
浸水区域

浸水被害状況及び浸水区域を把握し、実施設計により対策工法を検討し、
浸水対策工事を実施します。

整備内容
Ｈ28　基本設計
Ｈ29　詳細設計
Ｈ30　排水対策工事（着手）
Ｒ元　排水対策工事
Ｒ２　排水対策工事
Ｒ３　排水対策工事
Ｒ４　排水対策工事（完了）

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

浸水区域の減少をはかり、市民、通行者の安全を図ります。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

浸水対策の推進 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

浸水対策工事実施延長

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 成田空港周辺対策道路・水路整備事業

浸水面積

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

平成30年度　工事費　113,000千円　測量調査等　15,000千円
　　　　　　用地補償等　　千円
令和元年度　工事費　114,000千円　測量調査等　31,744千円
　　　　　　用地補償等　4,678千円
令和２年度　工事費　119,950千円　測量調査等　6,000千円
　　　　　　用地補償等　8,678千円
令和３年度　工事費　82,000千円　測量調査等　13,633千円
　　　　　　用地補償等　3,200千円
令和４年度　工事費　82,000千円　測量調査費　13,633千円
　　　　　　用地補償等　3,200千円
令和５年度　工事費　82,000千円　測量調査費　13,633千円
　　　　　　用地補償費　3,200千円

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

成田空港へのアクセス道路整備や、その整備の影響に伴う付帯施設の
整備を行い、生活道路機能の充実と、安全・利便性の向上を図りま
す。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

成田空港周辺地域としての基盤整備 計画年度 平成29年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

市の管理する生活道路・水路の測量調査及び工事件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

工事延長

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

成田空港周辺地域（松尾地区・蓮沼地区）
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[635]

施策名 01

基本事業名 06

区　分

活動指標① 回 1 2 5 5

活動指標② 回 150 300 300 300

成果指標① k㎡ 0.83 0.85 2.05 1.76

成果指標② 筆 706 487 1,436 1,281

千円 46,333 42,406 116,892 106,528

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[1999]

施策名 01

基本事業名 06

区　分

活動指標① 回 2 2 1 1

活動指標② 件 25 50 50 50

成果指標① 件 30 50 50 50

成果指標② 件 4 3 2 2

千円 2,609 3,966 7,810 6,810

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和01年度 ～

実施計画事業名 空家等対策事業

２　事業概要・全体計画

市民、空家等

空家等対策協議会の開催を予定しています。
空家の適正管理として実態の現地調査を実施し、適正管理における助言の
通知を行います。
管理不全の解消にあたり、特定空家等を認定し、所有者への指導等により
適正管理を図ります。
空家の適正管理や利活用の促進における啓発等としてリーフレットの配布
を予定しています。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

平成３０年度に策定した山武市空家等対策計画に基づき、空家等が適
正に管理されます。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　都市整備課

まちなみ・家屋・土地の適正管理と有効活用 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

空家対策協議会の回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 地籍調査事業

空家への通知、指導数

空家の相談件数

特定空家の認定数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

事業対象区域：旧山武町全地区　A=52.05k㎡
事業期間：平成7年度から令和6年度
事業進捗状況：【埴谷地区】H7～H19
調査済面積　　A=7.85k㎡　9,785筆
【椎崎地区・矢部地区】H20～H29
調査対象面積　A=4.24k㎡　4,041筆
調査済面積　　A=3.36k㎡　2,800筆
※ゴルフ場及び土地改良区を除く。
<R3計画>
木原5　　 (FGH工程)A=0.85k㎡、木原6(CE工程)A=0.78k㎡
<R4計画>
木原6　　 (FGH工程)A=0.78k㎡　木原7(CE工程)A=0.74k㎡
沿岸部　　1地区　A=1.27k㎡
【木原地区】H12～H14、H30～
 調査対象面積　A=6.46ｋ㎡　8,254筆
 調査済面積　　A=1.19ｋ㎡　1,995筆

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

土地の境界を明確にし、それらを恒久的に保存するため、精度の高い
測量を実施することによって、地籍図及び地籍簿を作成し、公図及び
登記簿を修正します。

地域核をネットワークする都市整備の推進 担当部署 都市建設部　土木課

まちなみ・家屋・土地の適正管理と有効活用 計画年度 平成07年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

説明会開催回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

立会い調査回数

地籍調査実施面積

地籍調査後の法務局に送付した筆数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

土地所有者と山武市
土地にかかるトラブルの未然防止、土地取引の円滑化、公共事業の円
滑化、災害復旧、まちづくりに役立つ事業を行います。
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[102]

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 50,000 40,200 45,700 45,700

活動指標②

成果指標① 人 265 265 265 265

成果指標②

千円 93,307 106,830 91,110 91,110

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

実施計画事業名 身近な公共交通確保事業

・山武市地域公共交通活性化協議会へ補助金を支出し、協議会運営、基幹
バス及び乗合タクシーの運行等を実施します。
・令和３年度から基幹バスの蓮沼・松尾循環路線の新設、乗合タクシーの
地域外運行を実施します。
・事業の推進にあたっては平成30年度に策定した「山武市地域公共交通網
形成計画」に基づき、各交通手段の連携を維持向上、より公共交通を使い
やすい環境づくりに取り組みます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

・交通弱者の日常生活の移動手段が確保されます。
・市民の日常生活の移動手段が確保されます。

公共交通網の整備・充実 担当部署 総務部　企画政策課

市内における交通手段の確保 計画年度 平成18年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

基幹バス・乗合タクシー年間運行延回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

基幹バス・乗合タクシー1日当たりの利用者数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民
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政策２ 住みやすい環境と安全なまちづくり 

施策２－１ 生活環境の充実 

２－１－③ 航空機騒音等の対策 

ねらい 

(めざす姿) 
地域住民の騒音による生活公害が軽減します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

航空機騒音対策に対する満足度（％） 74.7 80.0 航空機騒音対策空調機器設置事業 

 

施策２－３ 自然環境の保全 

２－３－③ バイオマスタウン構想の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
バイオマスの利活用により自然環境が保全されます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

バイオマスに関する取組の事業数（累

計）（件） 
5 9 災害に強い森づくり事業 
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[1766]

施策名 01

基本事業名 03

区　分

活動指標① 千円 48,000 48,000

活動指標②

成果指標① 台 600 600

成果指標②

千円 48,117 48,117

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[2073]

施策名 03

基本事業名 03

区　分

活動指標① 千円 65,020 45,600

活動指標②

成果指標① ha 5 5

成果指標② 立米 2,125 2,125

千円 65,020 46,937

千円 65,020

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

空調機器補助台数（単年度）

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

補助金額

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

住民基本台帳に登録されている松尾地域・蓮沼地域及び成東地域の一
部の住民（航空機騒音の影響を受ける地域）
ただし、成田国際空港（株）及び（財）成田空港周辺地域共生財団に
よる民家防音工事対象住宅を除く 成田空港の離発着機による騒音の影響を軽減するため、住宅所有者等が当

該住宅に空調機器を設置する工事を実施した場合、補助金を交付します。
実施期間　令和元年度～
補助金額　設置費用の90%（1台あたり80千円上限）
補助対象経費　空調機器設置工事に係る経費
　　　　　　　(1世帯1台、ただし4人以上の世帯については2台)
補助対象世帯　4,000世帯
その他　設置後10年以上経過したら再補助

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

航空機騒音対策に対する満足度が向上されます。

生活環境の充実 担当部署 総務部　企画政策課

航空機騒音等の対策 計画年度 平成26年度 ～

実施計画事業名 航空機騒音対策空調機器設置事業

災害に強い森づくり事業で整備された森林面積

災害に強い森づくり事業で運搬された被害材の量

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

経済環境部　農林水産課

バイオマスタウン構想の推進 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

補助金額

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

令和01年度 ～

実施計画事業名 災害に強い森づくり事業

２　事業概要・全体計画

市内森林 　重要インフラ（道路,鉄道,送配電）施設に隣接し風倒木や土砂流出等が当
該施設に被害を及ぼす懸念を有する森林で適切な整備が期待できない森林
を市町村等公的主体が森林所有者インフラ施設管理者との協定に基づき間
伐や造林を行います。
　なお、インフラ施設への被害の急迫性がある森林及びインフラの施設内
等への対応は従来通りインフラ管理者や森林所有者がその責務の下で行い
ます。

事業計画　整備予定面積５ｈａ
　　　　　被害材予定運搬量2,125立米

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

重要インフラ施設に隣接する森林が整備されます。

自然環境の保全 担当部署
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政策３ にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 

施策３－１ 農林水産業の振興 

3－1－② 担い手の育成・支援 

ねらい 

(めざす姿) 
・経営感覚をもって農業経営に取り組む農業者が増加します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

認定農業者数（人） 344 389 
認定農業者育成事業 

地域農業経営支援事業 
青年等就農計画認定者数（人） 5 20 

3－1－⑤ 農業基盤整備の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・農業基盤が整備され、受益地の効率性・生産性が向上します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

国営、県営等の有利な補助制度を活用し

た農業基盤整備の事業完了数（箇所） 
4 5 

農業水路等長寿命化・防災減災事業 

ほ場整備事業 

 

施策３－２ 商工業の振興と地域経済活性化 

3－2－② 経営体の体質強化・育成 

ねらい 

(めざす姿) 
・事業者の経営体質強化、市内のビジネス環境が向上され、創業が活性化されています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

黒字化している事業所割合(法人税割を

納めている事業所数）（％） 
55.0 60.3 

エコノミックガーデニング推進事業 新規法人登録件数（件） 80 82 

支援制度を活用して事業推進に取り組

んでいる事業者数（社） 
115 214 

 

 

 

 

24



3－2－③ 企業立地と企業定着による雇用の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・市内への企業進出及び求人が増加し、市内での雇用が促進されます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

市内事業所数（件） 1,772 1,772 エコノミックガーデニング推進事業

【再掲】 

企業誘致促進事業 市内従業者数（人） 15,332 15,332 

 

施策３－３ 観光の振興 

3－3－② 海岸を活用した観光推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・整備がなされ、快適に利用されます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

観光施設(海水浴場)の利用者数（人） 93,087 95,000 

海水浴場維持管理安全対策事業 
観光施設の維持管理上の不具合件数

（件） 
1 0 
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[447]

施策名 01

基本事業名 02

区　分

活動指標① 件 50 33 33 33

活動指標② 件 50 33 33 33

成果指標① 円 9,700,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

成果指標② 人 5 9 9 9

千円 9,700 9,000 9,000 9,000

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1667]

施策名 01

基本事業名 02

区　分

活動指標① 箇所 10 10 10 10

活動指標②

成果指標① 人 13 10 9 7

成果指標② a 0

千円 16,560 16,695 15,570 13,695

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成24年度 ～

実施計画事業名 地域農業経営支援事業

２　事業概要・全体計画

農業者

人・農地プランに担い手として位置付けられた50歳未満の新規就農者へ、
農業次世代人材投資資金(年額150万円、夫婦認定225万円）を交付し独
立営農を支援します。
また、農業経営体育成セミナーを受講する意欲ある市内の農業後継者に
は、年間60,000円を助成します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

地域農業を誰が担っていくのか、そこへの農地集積をどのように進め
るか等の地域農業のあり方を定めます。

農林水産業の振興 担当部署 経済環境部　農林水産課

担い手の育成・支援 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

マスタープラン作成地区数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 認定農業者育成事業

青年就農給付金支給者数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

農林水産業の振興 担当部署 経済環境部　農林水産課

担い手の育成・支援 計画年度 平成18年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内認定農業者 市内認定農業者が農業経営改善に必要とする農業用機械(貨物自動車を除
く。)及び農業用施設に要する経費の10％以内を限度額200,000円とし
て、同一年度内に一度限り助成します。
申請受付を4月～5月末まで行います。
なお交付を受けた翌年度については事業申請できません。
令和２年度から、新たにスマート農業関連に上乗せで助成します。

※認定農業者は、年間農業所得550万円以上・年間労働時間2,000時間以
下の育成目標を達成できる経営改善計画を提出して、県・農協・農業委員
会の意見を聞いたうえで市長に認定されます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

認定農業者の機械・施設の導入・更新が促進され、作業の省力化・効
率化が進むことで、認定農業者が増加します。

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

事業要望件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

補助金交付件数

交付額

認定農業者増加件数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費
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[1996]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 件 1 1 1

活動指標②

成果指標① 地区 1 1 1

成果指標②

千円 12,116 60,038 12,116

千円 108,199

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1997]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 地区 3 3 3

活動指標②

成果指標① 件 3 3 3

成果指標②

千円 61,707 49,772 52,656

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成30年度 ～

実施計画事業名 ほ場整備事業

２　事業概要・全体計画

受益対象農地
担い手への農地の集積・集約化を加速するため、受益対象農地について、
区画整理、農用地造成等の基盤整備事業を実施します。

平成30年度　地元説明会
令和元年度　調査測量設計
令和２年度　調査測量設計
令和３年度　調査測量設計
令和４年度　事業計画作成

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

担い手へ農地を集積・集約化し、耕作放棄の発生が防止されていま
す。

農林水産業の振興 担当部署 経済環境部　農林水産課

農業基盤整備の推進 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

事業実施予定地区数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業

事業採択申請件数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

老朽化した農業水路等の農業水利施設の整備、更新等を地域の実情に応じ
て実施します。

平成30年度　松尾地区　境界測量
令和元年度　松尾地区　水路整備工事
令和２年度　松尾地区　境界測量
令和３年度　松尾地区　水路整備工事
令和４年度　成東地区　境界測量

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

農業水利施設の整備、更新等により生産基盤が整備されます。

農林水産業の振興 担当部署 経済環境部　農林水産課

農業基盤整備の推進 計画年度 平成30年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

整備更新等に係る事業数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

事業実施済地区数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

受益対象農地
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[1802]

施策名 02

基本事業名 02

区　分

活動指標① 事業 20 15 15 15

活動指標②

成果指標① 所 75 80 80 80

成果指標②

千円 4,411 3,629 3,629 3,629

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[2077]

施策名 02

基本事業名 03

区　分

活動指標① 5 5 5 5

活動指標② 10 10 10 10

成果指標① 5 5 5 5

成果指標② 1 1 1 1

千円 63 48 48 48

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～

実施計画事業名 企業誘致促進事業

２　事業概要・全体計画

企業
企業の立地に向けて、次の業務を実施します。

◆企業立地に係る情報収集
・千葉県や金融機関等との意見交換
◆企業誘致に係る支援制度の周知ＰＲ
・市ホームページ、チラシ、イベントフェアへの参加等
◆企業との相談受付
・企業訪問、企業からの引き合い等から誘致に向けた交渉
◆新たな産業用地の検討
◆山武市企業立地促進条例（令和２年４月１日施行）に基づく各種奨励金
の交付により、立地企業への財政的な支援を行います。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

市内に新たな企業が立地することにより、地域経済の活性化及び雇用
の場の拡大が図られます。

商工業の振興と地域経済活性化 担当部署 総務部　企画政策課

企業立地と企業定着による雇用の推進 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

企業誘致支援制度の周知ＰＲ回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 エコノミックガーデニング推進事業

企業との相談回数

企業等からの照会件数

企業立地・拡張件数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

企業家精神あふれる地元の中小企業・小規模事業者が長生きして繁栄する
ようなビジネス環境を創出します。
平成28年度　さんむエコノミックガーデニング推進協議会を結成し、協議
会を中心にエコノミックガーデニング事業を展開
平成29年度　協議会の運営体制の強化
平成30年度　創業支援、ビジネス支援事業の実証実験
令和元年度　起業・新事業創出事業現況調査
令和 2年度　起業・新事業創出事業現況調査に基づく地域企業
　　　　　　支援策の検討
令和 3年度　協議会運営支援及び事業化支援
令和 4年度　経済センサス活動調査結果に基づく分析
令和 5年度　協議会運営支援及び事業化支援

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

地元企業を成長させることにより、雇用を確保し、住民の所得を向上
させることで経済的な地域力を高め、レジリエンスな（回復力のあ
る）地域経済をつくります。

商工業の振興と地域経済活性化 担当部署 経済環境部　わがまち活性課

経営体の体質強化・育成 計画年度 平成26年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

活動事業数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

参加事業所数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内中小企業、小規模事業者
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[553]

施策名 03

基本事業名 02

区　分

活動指標① 件 6 6 6 6

活動指標② 日 46 46 46 46

成果指標① 件 0 0 0 0

成果指標② 件 0 0 0 0

千円 52,735 56,224 52,585 43,493

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

実施計画事業名 海水浴場維持管理安全対策事業

来遊する海水浴客の安全対策、海水浴場開設期間の駐車場の管理業務、海
水浴場の施設管理業務を実施します。なお、海水浴場来遊者が減少傾向に
あるため、本須賀及び殿下海水浴場の２か所へ順次集約し、経費削減と施
設の充実を図ります。
【主な業務】
・海水浴場監視、駐車場管理、トイレ清掃等業務委託
・監視所等の施設借上げ
・安全対策工事
【年度別計画】
令和２年度　５か所に集約（コロナ禍で開設中止）
令和３年度　集約に向けて観光事業者等と協議
令和４～６年度に順次閉鎖し、６年度から２か所に集約

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

海水浴客の安全の確保と施設の利便性の向上を図ります。

観光の振興 担当部署 経済環境部　わがまち活性課

海岸を活用した観光推進 計画年度 　　  　　 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

委託業務数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

海水浴場開設日数

水難事故件数

苦情件数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

・観光客
・海水浴場施設
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政策４ だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり 

施策４－１ 高齢者福祉の充実 

4－1－① 生きがいづくりと介護予防の推進 

ねらい 

(めざす姿) 

・社会参加をしている高齢者が増加します。（仕事、地域など） 

・生きがいをもつ高齢者が増加します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

社会参加している高齢者の割合（％） 35.7 40.0 
一般介護予防事業【介護保険特別会

計】 

生活支援体制整備事業【介護保険特

別会計】 

生きがいを持っている高齢者の割合

（％） 
41.5 50.0 

新規要支援・新規要介護認定者の割合

（％） 
15.5 14.0 

 

施策４－３ 健康づくりの推進 

4－3－④ 医療体制の充実 

ねらい 

(めざす姿) 
・いつでも安心して、適正な医療が受けられます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

地域医療体制の充足度（％） 55.1 57.0 

地方独立行政法人さんむ医療センタ

ー運営事業 

国保日向診療所移転整備費【国民健

康保険特別会計 施設勘定】 

地方独立行政法人さんむ医療センタ

ー整備貸付金【地方独立行政法人さん

む医療センター公債管理特別会計】 

４－３－99 施策の総合推進 

実施計画事業 成東保健福祉センター施設管理事業 
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施策４－４ 子育ての支援 

4－4－① 幼保機能の充実 

ねらい 

(めざす姿) 
・幼児教育を受ける機会の拡充と保育サービスにより、子どもを預け、働くことができます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

幼稚園・保育所・こども園の定員充足率

（％） 
85.1 85.0 

ちびっこ国際交流事業 
就学前保育・教育に関する保護者の満足

度（％） 
96.9 97.0 

4－4－③ 子育て家庭への援助 

ねらい 

(めざす姿) 

・所得に応じて経済的負担が軽減され、子育てしやすい環境になっています。 

・就労などにより、経済的に自立した生活が送れます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

子育ての経済的負担軽減に関するのべ

受給者数（人） 
76,140 76,140 

子ども医療費助成事業 

高校生等医療費助成事業 
ひとり親家庭の自立率（％） 4.3 4.3 

4－4－⑥ 次世代育成による家族形成の支援 

ねらい 

(めざす姿) 
結婚や家族形成へのプラスイメージを持ってもらい、家族形成への意識が向上します。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

出生者数（計画期間累計）（人） 208 1,396 

三世代同居等支援事業 

結婚する意欲のある独身者の割合（％） 80.2 80.0 

 

施策４－５ 地域福祉の充実 

4－5－③ 生活困窮者自立支援の充実 

ねらい 

(めざす姿) 
生活困窮者の自立に向けた支援を充実させます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

生活困窮者相談件数（件） 1,270 1,520 生活困窮者自立相談支援事業 
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施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 人 - 260 270 280

活動指標② 人 - 120 240 240

成果指標① ％ 15.0 15.0 15.0 15.0

成果指標② ％ 3.8 3.8 3.8 3.8

千円 3,494 4,656 4,656 4,656

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 58 70 70 70

成果指標① 人 764 800 800 800

千円 11,400 13,044 13,044 13,044

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

実施計画事業名 一般介護予防事業【介護保険特別会計】
高齢者福祉の充実 担当部課 保健福祉部高齢者福祉課

生きがいづくりと社会参加の促進 計画年度 令和元年度～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

要支援認定者及び介護予防事業対象者 介護予防事業として以下の事業を行います。
①介護予防把握事業
転倒骨折予防プロジェクト
②介護予防普及啓発事業
多様な出張健康教室
③地域介護予防活動支援事業
社会貢献活動スタートアップ事業、多様な出張健康教室
④一般介護予防事業評価事業
全ての事業
⑤地域リハビリテーション活動支援事業
転倒骨折予防プロジェクト、多様な出張健康教室

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業では、自
助・互助・公助から成る住民主体の介護予防活動の後方支援を効果的
に推進するため、国の指針にある事業スキームを基本に、市の実状に
合った取り組みを計画・展開します。なかでも、転倒骨折予防に特化
した予防事業の計画・整備を図り、要支援初回認定者並びに転倒骨折
ハイリスク者に対するセルフマネジメント支援を強化します。

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画 令和4年度計画 令和5年度計画

指　標　名　称

出張健康教室参加者人数

生活機能モニタリング測定会参加者人数

介護予防に取り組んでいる人の割合（アンケート）

65歳か74歳までの介護保険認定率（現状維持であればよ
い指標）

事　業　費
当初予算

令和2年度繰越額

実施計画事業名 生活支援体制整備事業【介護保険特別会計】
高齢者福祉の充実 担当部課 保健福祉部高齢者福祉課

生きがいづくりと社会参加の促進 計画年度 令和元年度～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

①65歳以上の市民
②NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社
会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材セン
ター、老人クラブ、商工会、民生委員　等の生活支援サービスを担う
事業主体

日常生活上の支援体制の充実・強化や高齢者の社会参加の推進のため、以下
の事業を行います。
①第1層協議体会議の開催
②新しい生活支援サービス(新たな繋がりプロジェクト等の検討、協議)
③安心生活情報紙（第2版）作成のための情報収集と原稿作成
④通いの場の新規設置と既存分の活動促進
⑤通いの場への運営費助成
⑥ボランティア養成研修会(福祉有償運送運転者講習会)開催
⑦市介護予防対策事業への協力等
　

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

高齢者単身世帯や高齢者夫妻のみ世帯、認知症の高齢者が増加するな
か、高齢者をはじめとする全ての人が地域との繋がりや生きがいを持
ちながら暮らしていくため、多様な生活支援や介護予防、社会参加の
必要性が増しています。これらニーズを踏まえ、民間事業所やNPO、
ボランティアや地域住民をはじめとした多様な主体が連携しながら、
地域における支援の担い手やサービス開発を行い実践することで、高
齢者の社会参加及び生活支援・介護予防を促進します。

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画 令和4年度計画 令和5年度計画

指　標　名　称

生活支援体制整備事業延活動回数

生活支援体制整備事業関係事業（本事業で創設した事業の
みをいう。）に参加、利用、協力している人の延人数

事　業　費
当初予算

令和2年度繰越額
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[1290]

施策名 03

基本事業名 04

区　分

活動指標① 回 12 12 12 12

活動指標②

成果指標① 項目 0 0 0 0

成果指標② 千円 400,097 405,715 348,543 348,543

千円 400,097 405,715 348,543 348,543

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

施策名 03

基本事業名 04

区　分

活動指標①

活動指標②

成果指標①

成果指標②

千円 40,615 46,415 0 0

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

評価委員会による年度計画評価で、計画を下回る小項目数
（Ｃ及びＤ）

さんむ医療センターへの繰出金

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

さんむ医療センターが実施する病院事業の安定した健全運営を目指し
ます。

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

さんむ医療センターとの病院運営に関する会議回数（定例
会及び必要に応じ開催した会議回数）

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

健康づくりの推進 担当部署 保健福祉部　健康支援課

医療体制の充実 計画年度 平成22年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

さんむ医療センター

実施計画事業名 国保日向診療所移転整備費【国民健康保険特別会計　施設勘定】

実施計画事業名 地方独立行政法人さんむ医療センター運営事業

地方独立行政法人さんむ医療センターが行う病院事業の安定した健全運営を
支援するため、操出基準に基づき適正な負担金を支出します。
主な操出項目は、リハビリテーション医療に要する経費、救急医療に要する
経費です。

健康づくりの推進 担当部署 保健福祉部　健康支援課

医療体制の充実 計画年度 令和２年度 ～ 令和３年度

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

日向診療所
令和２年4月より国保日向診療所の医師が交代します。それに伴い、現在老
朽化が進んでいる国保日向診療所を移転します。移転先はさんぶの森中央会
館の保健センター部分です。内部改修を行い、令和３年3月末を目途に移転
を行います。

令和２年10月    山武保健センター改修工事開始
令和３年 ２月    山武保健センター改修工事終了
令和３年 ４月    移転完了（新診療所での診療開始）
令和３年度　　 旧診療所解体

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

国保日向診療所を移転整備することで、地域医療体制が充実します。

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画 令和4年度計画 令和5年度計画

指　標　名　称

事　業　費
当初予算

令和2年度繰越額
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施策名 03

基本事業名 04

区　分

活動指標①

活動指標②

成果指標①

成果指標②

千円 0 246,400 1,687,000 6,835,000

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[435]

施策名 03

基本事業名 99

区　分

活動指標① 件 3 3 3 3

活動指標② 千円 200 200 200 200

成果指標① ％ 75 100 100 100

成果指標② ％ 71.4 100 61.5 100

千円 98,779 101,001 9,231 9,231

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

修繕費総額

修繕件数前年度比増加率

修繕費前年度比増加率

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和5年度計画
指　標　名　称

修繕件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画 令和4年度計画

２　事業概要・全体計画

成東保健福祉センター、施設利用者

成東保健福祉センターにおいて各種保健事業を円滑に行うため、施設の維持
管理を行う事業です。
施設の供用開始から20年以上が経過し、所々で経年劣化による不具合がで
できています。災害時には避難所として利用されるため、避難者が安心して
避難できるように、施設の大規模修繕を行うものです。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

安全に施設を活用でき、機能します。

健康づくりの推進 担当部署 保健福祉部　健康支援課

施策の総合推進 計画年度 　　  　　 ～

実施計画事業名 成東保健福祉センター施設管理事業

実施計画事業名 地方独立行政法人さんむ医療センター整備貸付金【地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計】

健康づくりの推進 担当部署 保健福祉部　健康支援課

医療体制の充実 計画年度 令和２年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

さんむ医療センター

さんむ医療センター病院事業債の貸付及び償還（病院事業債）
・令和元年度　基本計画業務
・令和２年度　プロポーザル（実施設計業者選定）
・令和３年度　基本設計・実施設計業務
・令和４年度　建替工事・開院準備
・令和５年度　建替工事・開院準備
・令和６年度　新病院開院・解体工事（現さんむ医療センター建物）

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

さんむ医療センターが実施する建替整備により、地域医療体制が充足
します。

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画 令和4年度計画 令和5年度計画

指　標　名　称

事　業　費
当初予算

令和2年度繰越額
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[1875]

施策名 04

基本事業名 01

区　分

活動指標① 人 1 1 1 1

活動指標②

成果指標① ％ 90 90 90 90

成果指標②

千円 4,620 4,620 4,620 4,620

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[428]

施策名 04

基本事業名 03

区　分

活動指標① 人 4,800 4,533 4,533 4,533

活動指標②

成果指標① 千円 130,333 117,887 117,887 117,887

成果指標②

千円 134,601 122,287 122,287 122,287

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

保護者のこども園等に対する満足度

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

幼児等（児童）

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

外国語指導員数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

　国際化に対応した人づくりの基礎として、市内の幼児等がネイティブな外
国語にふれあいながら、国際的な文化・歴史に興味を持つ機会を提供しま
す。
　市内のこども園、幼稚園等を対象に、外国語に親しむ活動を行います。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

幼児等が外国語にふれあうことで、国際的な文化や歴史への関心が高
まります。

子育ての支援 担当部署 保健福祉部　子育て支援課

幼保機能の充実 計画年度 平成26年度 ～

実施計画事業名 ちびっこ国際交流事業

医療費助成額

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

令和5年度計画
指　標　名　称

子ども医療費助成対象者数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

２　事業概要・全体計画

中学校３年生までの子ども
中学校３年生までの子どもの保護者

子どもの保健対策の充実及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目
的に、15歳（中学3年生）に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
の医療費（保険適用の医療費及び保険調剤）の全部又は一部を現物給付又は
償還払いで助成する事業です。
令和元年7月診療分まで、世帯の課税状況により、通院及び入院についての
自己負担金を300円又は0円に決定し、助成をおこなってきましたが、令和
元年8月診療分より、保険適用分医療費の自己負担分の全部を助成対象にし
て子ども医療費を無償化しています。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

子どもの保護者の医療費に係る経済的負担が軽減され、子育てしやす
い環境が整備されます。

子育ての支援 担当部署 保健福祉部　子育て支援課

子育て家庭への援助 計画年度 平成15年度 ～

実施計画事業名 子ども医療費助成事業
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[1816]

施策名 04

基本事業名 03

区　分

活動指標① 人 865 894 894 894

活動指標② 件 4,494 4,553 4,553 4,553

成果指標① ％ 70 75 75 75

成果指標② 人 617 589 589 589

千円 8,403 8,193 8,193 8,193

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[2081]

施策名 04

基本事業名 06

区　分

活動指標① 件 10 10 10 10

活動指標②

成果指標① 人 30 30 30 30

成果指標② 千円 7,500 7,500 7,500 7,500

千円 7,500 7,500 7,500 7,500

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

医療費助成件数

資格登録率

助成実人数

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

高校生等
高校生等の保護者

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

資格登録人数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

高校生等の保健対策の充実及び教育機会の拡充並びに保護者の経済的負担の
軽減を図ることを目的に、18歳（高校3年生）に達する日以降の最初の3月
31日までの高校生等の医療費（保険適用の医療費及び保険調剤）の全部又
は一部を償還払いで助成する事業です。
令和元年7月診療分まで、世帯の課税状況により、通院及び入院についての
自己負担金を300円又は0円に決定し、助成をおこなってきましたが、令和
元年8月診療分より、保険適用分医療費の自己負担分の全部を助成対象にし
て高校生等の医療費を無償化しています。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

高校生等の保護者の医療費に係る経済的負担が軽減され、就学・子育
てしやすい環境が整備されます。

子育ての支援 担当部署 保健福祉部　子育て支援課

子育て家庭への援助 計画年度 平成26年度 ～

実施計画事業名 高校生等医療費助成事業

三世代同居等支援補助金を活用した転入者数

三世代同居等支援補助金交付額

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

令和5年度計画
指　標　名　称

三世代同居等支援補助金申請受付件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

２　事業概要・全体計画

三世代同居または近居をするために市内へ転入した者

三世代同居または近居をするために市内へ転入した方に対し、住宅取得等に
かかる費用を補助します。
＜補助内容＞
住宅の購入、新築、建替え、増築又はリフォーム工事のいずれかに要した費
用の２分１の額（上限　75万円）を補助します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

三世代同居または近居をする方が増加し、子育てしやすい環境が整備
されるとともに、若い世代の山武市への移住定住促進が図られます。

子育ての支援 担当部署 総務部　企画政策課

次世代育成に係る家族形成の支援 計画年度 令和02年度 ～

実施計画事業名 三世代同居等支援事業
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[1823]

施策名 05

基本事業名 03

区　分

活動指標① 件 240 260 260 260

活動指標②

成果指標① ％ 24 30 35 35

成果指標②

千円 18,702 19,172 27,000 27,000

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

相談件数に対する生活困窮者自立支援法に基づく支援実施
件数の割合

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

生活困窮者

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

相談件数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者が抱える多様な問題に対応した各
種の自立支援が包括的に行われるよう関係機関との連携により実施します。
平成27年度から、上記の業務を社会福祉協議会への委託により実施してい
ます。
平成29年度からは、生活困窮家庭における子どもに対し、学びの機会の提
供や居場所づくりとして学習支援事業を実施しています。
今後は、「就労準備支援事業」及び「家計改善支援事業」の実施が、改正生
活困窮者自立支援法により努力義務とされています。
これを受け、両事業の実施を目指し、更なる支援の充実を図っていきます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮
状態からの早期自立を目指します。

地域福祉の充実とセーフティーネットの推進 担当部署 保健福祉部　社会福祉課

生活困窮者自立支援の充実 計画年度 平成27年度 ～

実施計画事業名 生活困窮者自立相談支援事業
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政策５ 生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 

施策５－１ 学校教育の充実 

5－1－① 「確かな学力」の向上と「活きた学力」の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・教科の特性を踏まえた個に応じた授業が受けられます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

学力の向上が見られる児童の割合（％） 57.5 60.0 

英語教育推進事業 

学力向上支援事業 
学力の向上が見られる生徒の割合（％） 54.4 56.0 

中学校卒業時に英語検定３級以上を取

得している生徒の割合（％） 
36.1 50.0 

5－1－④ ＩＣＴ教育の実践 

ねらい 

(めざす姿) 
・ICT 教育の実践や情報化に取り組むことで、教育の質の向上が図られます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

ＩＣＴ機器の活用により学習意欲に向

上が見られた児童の割合（％） 
56.7 60.0 

ＩＣＴサポート事業 
ＩＣＴ機器の活用により学習意欲に向

上が見られた生徒の割合（％） 
38.8 45.0 

授業にＩＣＴ機器を積極的に活用した

教職員の割合（％） 
37.7 50.0 

5－1－⑤ 教育環境の整備 

ねらい 

(めざす姿) 
・豊かな学校生活を送るための安全・安心な教育環境・施設になっています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

学校施設・給食施設の不具合による学校

生活支障件数（件） 
0 0 

松尾小学校新校舎整備事業 

小学校施設改修事業 

中学校空調設備改修事業 

中学校施設改修事業 

小学校施設整備事業 

中学校施設整備事業 

学校給食センター施設整備事業 

複式学級（小学校）及び単学級（中学校）

の出現数（校） 
2 0 
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5－1－⑥ 地域と学校の協力体制の推進 

ねらい 

(めざす姿) 
・地域の人材力を活用し、学校と地域の協働で子どもたちを育みます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

学校教育活動に協力した市民数（人） 533 600 

コミュニティ・スクール推進事業 

コミュニティ・スクール導入学校数（校） 0 3 

 

施策５－２ 生涯学習の推進 

5－2－② 生涯学習施設の利用促進 

ねらい 

(めざす姿) 
・生涯学習施設が多くの市民に利用されています。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

生涯学習施設の利用者数（人） 338,515 326,900 さんぶの森公園改修事業 

5－2－⑤ 青少年の育成 

ねらい 

(めざす姿) 
・健全に育成され、様々な体験をして見聞を広めます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

青少年育成事業・体験学習への児童・生

徒参加者数（人） 
4,102 3,482 

少年海外派遣支援事業 

山武市青少年派遣事業 
海外派遣事業応募者数（人） 28 35 

 

施策５－３ スポーツの振興 

5－3－③ 体育施設の利用促進 

ねらい 

(めざす姿) 
・市民の多くが体育施設を快適に利用することができます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

体育施設の利用者数（人） 144,471 148,122 

松尾運動公園管理事業 

体育施設の修繕件数（件） 0 0 
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[1903]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 校 5 5 4 4

活動指標②

成果指標① ％ 50 50 50 50

成果指標②

千円 7,947 4,355 4,355 4,355

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[2071]

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 校 4 2 2 2

活動指標②

成果指標① ％ 80 80 80 80

成果指標②

千円 2,048 909 909 909

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～

実施計画事業名 学力向上支援事業

２　事業概要・全体計画

市内小学生 確かな学力向上を目指し、主体的に学びあう児童生徒を育成する手法とし
て、学力向上推進指定校を指定し、ティ―ムティ―チングによる学力向上
に特化した少人数指導を実施し、やる気を育てる学習支援を行います。ま
た、教員のスキルアップ・指導力の向上を図ります。
【学力向上推進指定校】
　令和２年度　小学校３校（睦岡小、緑海小、大平小）
　　　　　　　中学校１校（成東中）
　令和３年度　小学校２校（日向小、松尾小）
　令和４年度　小学校２校（未定）
　令和５年度　小学校２校（未定）

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

児童一人一人のニーズに対応した学習環境を整えます。
「やる気を育てる学習支援」を実施し、主体的に学びあう児童の育成
を図ります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　学校教育課

｢確かな学力｣の向上と｢活きた学力｣の推進 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

支援学校数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 英語教育推進事業

勉強が好きと回答した児童生徒の割合

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

学校教育の充実 担当部署 教育部　学校教育課

｢確かな学力｣の向上と｢活きた学力｣の推進 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内中学生

令和２年度まで
【小学校】異文化理解講座実施
【中学校】英語検定受験料補助・英検集中講座実施
令和３年度
【中学校】英語検定受験料補助・英検集中講座実施

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

英検取得を具体的な目標として達成感を持たせ、さらなる英語力推進
と、グローバル人材育成を目指します。

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

英検を実施した学校数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

中学校卒業時の英語検定３級以上取得割合

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費
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[1787]

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 回 16 33 33 22

活動指標②

成果指標① ％ 85 85 86 87

成果指標②

千円 7,480 14,520 13,613 9,075

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1379]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 件 100 102 102 102

活動指標② 千円 23,403 19,628 19,628 19,628

成果指標① 円 11,892 9,974 9,974 9,974

成果指標②

千円 25,418 19,628 19,628 19,628

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成23年度 ～

実施計画事業名 小学校施設整備事業

２　事業概要・全体計画

小学校に通う児童や教職員、保護者等

小学校施設等に起きた不具合、故障、損傷、経年による不良箇所の修理や
改修等を行います。
R3は、プール設備や遊具の修繕工事や南郷小学校及び緑海小学校の図書室
へ空調設備の設置を行います。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

児童や教職員、保護者等にとって安心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

修繕及び工事件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 ＩＣＴサポート事業

修繕及び工事費

児童一人当たりの経費

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

学校でのICTを活用した授業を支援するため、外部人材を派遣します。
派遣回数
平成26年度： 7回×19校　　令和元年度：16回×17校
平成27年度：40回×19校　　令和２年度：16回×17校
平成28年度：29回×19校　　令和３年度：33回×16校
平成29年度：28回×19校　　令和４年度：33回×15校
平成30年度：18回×19校　　令和５年度：22回×15校
以降の派遣回数は、成果向上の状況により検討する予定です。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

授業などにおけるICT活用を円滑に進める環境が整います。

学校教育の充実 担当部署 教育部　学校教育課

ICT教育の実践 計画年度 平成26年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

教員のICT活用を支援する外部人材の派遣回数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

ICTを活用した授業を実施した教員の割合

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

山武市内小中学校児童・生徒・教職員
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[1380]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 件 50 55 55 55

活動指標② 千円 10,763 10,385 10,385 10,385

成果指標① 円 9,705 9,364 9,364 9,364

成果指標②

千円 16,723 10,880 10,385 10,385

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1921]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 件 3 2 3

活動指標② 件 1 1 3

成果指標① ％ 70 85 100

成果指標②

千円 250,958 1,164,232 1,625,195

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成29年度 ～ 令和04年度

実施計画事業名 松尾小学校新校舎整備事業

２　事業概要・全体計画

松尾小学校に通う児童や教職員、保護者等
松尾小学校と豊岡小学校の統合に伴い、適正配置計画に基づき、新校舎を
整備します。
平成30年度：基本設計業務委託（平成29年度予算繰越）
令和元年度：実施設計業務委託（仮設校舎リース、現校舎解体、校舎改
築、外構・駐車場整備、まつおこども園解体）
令和 2年度：校舎改築工事（現校舎解体含む）、仮設校舎リース（～令和
4年度）
令和 3年度：校舎改築工事
令和 4年度：校舎改築工事（こども園解体含む）、駐車場整備工事、外構
工事
令和4年度内に新校舎供用開始

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

統合により整備された小学校が、児童や教職員、保護者等にとって安
心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

委託件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 中学校施設整備事業

工事件数

供用開始までの事業進捗率

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

中学校施設等に起きた不具合、故障、損傷、経年による不良箇所の修理や
改修等を行います。
令和３年度は、松尾中学校に電子黒板を設置するための下地工事を行いま
す。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

生徒や教職員、保護者等にとって安心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度 平成23年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

工事件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

修繕及び工事費

生徒一人当たりの経費

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

中学校に通う生徒や教職員、保護者等
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[2011]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 件 1 0 1

活動指標② 千円 29,018 0 29,018

成果指標① 円 14,745 252 15,530

成果指標②

千円 30,563 495 30,563

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[2075]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 1 0

活動指標② 0 1

成果指標① 0 100

成果指標② 0 0

千円 9,350 352,220

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～ 令和03年度

実施計画事業名 中学校空調設備改修事業

２　事業概要・全体計画

松尾中に通う生徒や教職員、保護者等

松尾中学校の空調設備が、経年劣化や、不具合等により故障が頻発してい
るため、空調設備の入れ替え工事を行います。
令和2年度：松尾中学校空気調和設備機能回復工事設計積算業務委託
令和3年度：松尾中学校空気調和設備機能回復工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

生徒や教職員、保護者等にとって安心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

委託件数（工事設計）

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 小学校施設改修事業

工事件数（工事監理委託を含む。）

大規模改修実施率

小規模改修率

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

小学校施設等に起きた不具合、故障、損傷、経年による不良箇所の修理や
改修等を行います。
補助金や交付金、起債等を含む工事や設計、工事監理等を本事業で行いま
す。一般財源のみで対応する場合は、「小学校施設整備事業」に計上しま
す。
R3は、大富小学校キュービクル改修工事に係る設計積算業務委託を発注し
ます。R4に改修工事を実施します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

児童や教職員、保護者等にとって安心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度 令和01年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

修繕及び工事件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

修繕及び工事費

児童一人当たりの経費

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

小学校に通う児童や教職員、保護者等
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[2140]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 4

活動指標② 66,014

成果指標① 59,792

成果指標②

千円 66,309

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[1981]

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 12 12 12 12

活動指標②

成果指標① 30 30 30 80

成果指標②

千円 181,221 0 181,221 1,957,588

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成30年度 ～ 令和06年度

実施計画事業名 学校給食センター施設整備事業

２　事業概要・全体計画

成東学校給食センター、山武学校給食センター 老朽化した既存の２施設を統合し、新たに学校給食センターを整備しま
す。
○年度別計画
令和２年度　建設予定地の選定
令和３年度　基本設計
令和４年度　（建設予定地の購入）、実施設計、造成工事
令和５年度　学校給食センター建設工事
令和６年度　既存施設の解体工事
※建設予定地確定後に、用地買収の有無、必要な工事が決定するため、令
和３年度以降の業務計画や事業費は、変更となる事が予測されます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

衛生的かつ安全な学校給食が安定的に供給されます。

学校教育の充実 担当部署 教育部　学校給食センター

教育環境の整備 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

受託事業者との打合せ回数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 中学校施設改修事業（新規）

進捗率

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

中学校施設等に起きた不具合、故障、損傷、経年による不良箇所の修理や
改修等を行います。
補助金や交付金、起債等を含む工事や設計、工事監理等を本事業で行いま
す。一般財源のみで対応する場合は、「中学校施設整備事業」に計上しま
す。
R3は、R4に蓮沼中学校と松尾中学校の統合予定であり、新しい学校位置
となる松尾中学校の施設等の修繕、改修を行います。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

生徒や教職員、保護者等にとって安心できる学習環境になります。

学校教育の充実 担当部署 教育部　教育総務課

教育環境の整備 計画年度 令和03年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

修繕及び工事件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

工事費

生徒1人当たりの経費

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

中学校に通う児童や教職員、保護者等
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[2012]

施策名 01

基本事業名 06

区　分

活動指標① 6 16 20 20

活動指標②

成果指標① 2 4 5 5

成果指標②

千円 597 1,377 1,720 1,720

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[2074]

施策名 02

基本事業名 02

区　分

活動指標① 1 1

活動指標② 0 1

成果指標① 30 100

成果指標②

千円 2,992 47,663

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～ 令和03年度

実施計画事業名 さんぶの森公園改修事業

２　事業概要・全体計画

さんぶの森公園

老朽化(開園H10年4月)に対応するため、公園内施設を改修します。
・遊歩道(大池)　改修
・外灯　5機　支柱塗装・ＬＥＤ化
R2　実施設計
R3　工事監理及び工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

公園利用者が、安心安全に利用できる環境になります。

生涯学習の推進 担当部署 教育部　さんぶの森公園管理事務所

生涯学習施設の利用促進 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

委託件数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 コミュニティ・スクール推進事業

工事件数

改修進捗率【上がると良い指標】

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

市内で統合する学校から順次、コミュニティ・スクールを導入します。

令和元年度　2校にコミュニティスクール導入
　　　　　　（新設山武中学校、新設松尾小学校）
令和3年度　 新たに2校にコミュニティスクール導入
　　　　　　（日向・山武西小学校の統合校、睦岡小学校）
令和4年度　 新たに1校にコミュニティスクール導入
　　　　　　（蓮沼・松尾中学校の統合校）

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある
学校づくりを進めます。

学校教育の充実 担当部署 教育部　生涯学習課

地域と学校の協力体制の推進 計画年度 令和01年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

協議会の開催回数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

活動部会数

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

学校の教職員・生徒
地域住民
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[976]

施策名 02

基本事業名 05

区　分

活動指標① 日 7 7 7

活動指標②

成果指標① ％ 100 100 100

成果指標②

千円 4,535 4,551 4,551

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

[1858]

施策名 02

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 7 2 7

活動指標②

成果指標① ％ 100 0 100

成果指標②

千円 676 676 3,701

千円

選定基準：　□重点分野　　□大型事業（投資）　　☑主要事業（ソフト）

平成27年度 ～

実施計画事業名 山武市青少年派遣事業

２　事業概要・全体計画

市内に在住または在学するを中学生・高校生
山武市青少年スリランカ派遣団 山武市内に在住・在学する中学生及び高校生をスリランカ国に派遣し、同

国の人や自然、社会、文化等に触れることにより、異文化理解力及びコ
ミュニケーション能力の育成を図るとともに、同国の発展のため活躍する
日本人の活動を視察することにより、国際社会における日本の役割への認
識を深めることを目的として行う事業に対し、補助金の交付等支援を行い
ます。
令和3年度　　新型コロナウイルス感染症を防止するため休止
令和4年度～　事業再開に伴う調整業務
令和5年度～　派遣事業の再開

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

スリランカ国の人や自然、社会、文化等に触れることにより、異文化
理解力及びコミュニケーション能力の育成を図るとともに、同国の発
展のため活躍する日本人の活動を視察することにより、国際社会にお
ける日本の役割への認識を深めることを目的とします。

生涯学習の推進 担当部署 教育部　生涯学習課

青少年の育成 計画年度

令和５年度計画
指　標　名　称

打合せ回数（面接・結団式・研修会）

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初 令和３年度計画

実施計画事業名 少年海外派遣支援事業

スリランカ国への派遣により、異文化理解能力及びコ
ミュニケーション能力が向上したと思う参加者の割合

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

山武市内に在住の中学生・高校生をニュージーランドに派遣し、その自
然・文化及び社会情勢等を見聞させ、広い視野と国際感覚豊かな人材育成
を目的として行う事業に対し、補助金の交付等支援を行います。

募集定員は18名（他、団長・随行員各1名）
事前研修4回、事後研修1回実施
8月中旬ごろ出発、6泊8日

令和3年度　　新型コロナウイルス感染症を防止するため休止
令和4年度～　派遣支援事業の再開

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

海外で、その自然・文化及び社会情勢・福祉活動等を体験することに
より、広い視野と国際感覚が身につきます。

生涯学習の推進 担当部署 教育部　生涯学習課

青少年の育成 計画年度 平成18年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

打合せ日数（面接・結団式・研修会）

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

海外派遣により、国際感覚が身についたと思う参加者の
割合

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内在住の中学生・高校生
少年海外派遣団
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[1375]

施策名 03

基本事業名 03

区　分

活動指標① 人 23,000 23,000 20,000 20,000

活動指標② 0 0 0 0

成果指標① 人 23,000 23,000 20,000 20,000

成果指標② 数 0 0 0 0

千円 14,834 13,759 11,890 9,243

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

実施計画事業名 松尾運動公園管理事業

松尾運動公園、豊岡体育館の利用者が、より安全で快適に利用できる施設
となるよう施設の維持管理を行います。３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

・松尾運動公園（豊岡体育館含）を快適に利用いただきます。
・施設整備により不具合が解消され、施設を快適に、かつ、安全に利
用いただきます。
・利用者の満足度を向上させます。
・利用者数の増加を図ります。

スポーツの振興 担当部署 教育部　スポーツ振興課

体育施設の利用促進 計画年度 令和02年度 ～

令和02年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和４年度計画 令和５年度計画
指　標　名　称

施設の利用者数

指標･事業費の推移
単位 令和２年度当初

施設管理上の不具合、トラブル数

施設の利用者数

施設管理上の不具合、トラブル数

令和３年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

松尾運動公園、豊岡体育館利用者
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政策６ 市民と行政が協働してつくるまちづくり 

施策６－１ 協働と交流によるまちづくり 

6－1－② 市民活動の活性化 

ねらい 

(めざす姿) 

・市民活動に参加してみたい方が増え、活動に参加しやすい環境が整い、活動が安定化して

います。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

市民活動に意欲的な市民割合（％） 45.4 48.0 

地域まちづくり事業 
市の支援が役立っていると思う市民活

動実践者割合（％） 
88.9 90.0 

 

施策６－２ 開かれた市政とまちの魅力発信 

6－2－① 情報発信力の充実 

ねらい 

(めざす姿) 

・市政情報が適切に市民に伝わり、市民の市政に対する理解が深まっています。 

・市の知名度が上がり、市外から注目されます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

広報紙を読んでいる市民の割合（％） 88.1 90.0 

さんむの魅力発信事業 

広報さんむ作成・発行事業 

ホームページ運営事業 

広報紙が分かりやすいと思う市民の割

合（％） 
87.1 90.0 

市ホームページアクセス件数 

（アクセス） 
694,077 728,000 

まちの魅力の各種メディア掲載件数

（件） 
195 215 

6－1－⑤ 公共資産の適正化とファシリティマネジメントの推進 

ねらい 

(めざす姿) 

・公共資産が有効活用されています。 

・公共資産総量の適正化を図り、維持管理費が軽減されます。 

基本事業の成果指標 
Ｈ２９ 

基準値 

Ｒ４ 

目標値 
実施計画事業 

市保有の土地活用率（％） 49.0 50.0 

本庁舎整備事業 

公共施設維持管理費（万円） 192,225 192,000 
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[1337]

施策名 01

基本事業名 02

区　分

活動指標① ％ 30.76 30.76 30.76 30.76

活動指標②

成果指標① 区 3 3 3 3

成果指標②

千円 6,050 5,927 6,050 6,050

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[2118]

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 6 6 6

活動指標②

成果指標① 300 400 500

成果指標② 7,000 7,700 8,400

千円 2,000 2,000 2,000

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

令和02年度 ～

実施計画事業名 さんむの魅力発信事業（新規）

２　事業概要・全体計画

市民、市外在住者

　山武市内外の住民に対する市の知名度や魅力度などの向上を目的とし
て、市政情報や市の魅力をＳＮＳをはじめとした各種媒体を通じて、積極
的に情報発信します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

　山武市の知名度や魅力度などが向上することで山武市への関心を惹
起し、観光等来訪者、関係人口及び移住者の増加が図られます。ま
た、市民のシティプライドの醸成が図られます。

開かれた市政とまちの魅力発信 担当部署 総務部　企画政策課

情報発信力の充実 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

情報発信に利用した媒体数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 地域まちづくり事業

Twitterフォロワー数

Youtubeチャンネル公開動画視聴回数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

協働と交流によるまちづくり 担当部署 総務部　市民自治支援課

市民活動の活性化 計画年度 平成23年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民(小学校区）
平成26年度
・地域まちづくりモデル事業の実施団体と協議を開始します。
・協議会の必要性と内容を議論していきます。
・地域フォーラム等を実施しながら地域の市民に情報を発信し議論を深め
ていきます。
・地域まちづくり協議会の規約の検討を行います。
平成27年度～令和４年度
・地域まちづくりの指針を策定します。
・地域懇談会等の開催や地域まちづくりモデル事業の実施により協働によ
る地域づくりを創生していきます。
・地域まちづくり協議会の組織立ち上げを実施していきます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

各小学校区を基準として区域内で活動する自治会、区を基盤に、地域
で活動する団体・組織が、緩やかに連携・協力することで地域の特性
を生かし、コミュニティ活動がさらに活発化するとともに地域の課題
を地域で解決していきます。

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

協議会への理解度

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

協議会数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費
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[90]

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 12 12 12 12

活動指標②

成果指標① 部 240,000 288,000 288,000 288,000

成果指標② ％ 90 90 90 90

千円 16,299 19,774 19,696 19,696

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

[91]

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 件 0 0 0 0

活動指標② 件 2,800 2,800 2,800 2,800

成果指標① 件 703,000 711,500 728,000 718,000

成果指標②

千円 1,097 1,097 1,097 1,097

千円

選定基準：　☑重点分野　　□大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

平成18年度 ～

実施計画事業名 ホームページ運営事業

２　事業概要・全体計画

市民
山武市の情報を得ようとする人

市民等に対し、ホームページ上に条例や規則、市の施策、行事等に関する
ことなどを掲載し周知します。
速やかに周知するため、各担当課が情報を作成し掲載しています。市民自
治支援課では、市としてＰＲしたいイベントなどを画像を使って目立つよ
うに周知したり、ホームページのカテゴリー構造など内容を定期的に確認
します。
令和元年度　より安定した運用を行うためシステム等の更新を行い、レイ
アウト変更や検索機能の強化を図り、より閲覧しやすいホームページにリ
ニューアルします。
令和２年度～　統一された周知・ＰＲ方法等に基づき、各部署のページの
充実と最新の情報発信に努めます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

開かれた行政実現のため、市民が必要とするきめ細かな情報の発信源
とします。

開かれた市政とまちの魅力発信 担当部署 総務部　市民自治支援課

情報発信力の充実 計画年度

令和5年度計画
指　標　名　称

更新件数（更新申請件数）

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初 令和3年度計画

実施計画事業名 広報さんむ作成・発行事業

承認件数

市ホームページへのアクセス件数

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

市民と情報の共有及び行政情報等の周知を図るため配布する広報紙を作製
し発行します。
市民目線の広報紙として幅広い年代に読んでもらえるよう市民編集委員と
協働で広報紙を作製します。
令和元年度～　パソコンやスマートフォンなどが普及したことによる情報
収集方法の変化に対応するため、導入済みのスマートフォン用アプリの周
知に努めます。
また、より親しみやすく分かりやすい魅力ある広報紙を目指します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

条例･規則･市の施策･行事等に関することを市民に周知する必要があ
り、市民と情報の共有化を図ります。
市民目線の広報紙を作製することで、幅広い年代に読んでもらえるよ
うにします。

開かれた市政とまちの魅力発信 担当部署 総務部　市民自治支援課

情報発信力の充実 計画年度 平成18年度 ～

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

発行回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

印刷部数

広報紙を読んでいる市民の割合

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内全世帯
市民
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[1471]

施策名 03

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 0 5

活動指標②

成果指標① ㎡ 0 27

成果指標②

千円 210,000

千円

選定基準：　□重点分野　　☑大型事業（投資）　　□主要事業（ソフト）

実施計画事業名 本庁舎整備事業

施設利用者の利便性向上のため、本庁舎施設の環境整備を行います。ま
た、本庁舎施設の老朽箇所や不良箇所の整備を計画的に行うことで、本庁
舎施設の省エネ化や長寿命化を図ります。

平成27年度　本館空調設備改修工事
　　　　　　本庁舎駐車場等整備工事（新設）
平成28年度　本庁舎駐車場等整備工事（既存）等
　　　　　　電話設備機器改修工事
令和元年度　喫煙所設置工事
令和３年度　本庁舎受変電設備等改修工事

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

本庁舎に機能が集約され、円滑かつ効率的な行政事務が行われると供
に、施設利用者の利便性が向上します。

計画的・効率的な行財政運営 担当部署 総務部　財政課

公共資産の適正化とファシリティマネジメントの推進 計画年度 平成23年度 ～ 令和03年度

令和2年度繰越額

当初予算
事　業　費

令和4年度計画 令和5年度計画
指　標　名　称

打ち合わせ回数

指標･事業費の推移
単位 令和2年度当初

整備した面積

令和3年度計画

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

本庁舎施設、施設利用者
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