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 １ 基本的な考え方 

 

（１）趣旨 

 我が国が直面している人口減少、少子高齢化は、地域の経済規模の縮小、社会保障費の増大

や、雇用機会の大幅な減少、都市機能の低下など、地域経済社会に甚大な影響を与えていくこ

ととなります。 

こうした事態を受け、国では、まち・ひと・しごと創生本部を設立し、平成 26 年 11 月に、

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくた

めに、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施していくことを目的と

して、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し施行しました。 

同年 12 月には、同法に基づいて、日本の人口の将来の方向などを提示する「まち・ひと・

しごと創生長期ビジョン」と、本ビジョンの内容を踏まえた５か年の政策目標や施策をまとめ

た「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されました。 

それらに基づき、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域

の特性に即した地域課題の解決の３つの視点を基本に、将来にわたって「活力ある日本社会」

を維持することを目指すべき将来の方向として取り組んでいくこととしています。 

都道府県と市町村においては、人口減少社会の克服と地方の創生に向け、平成 27 年度中の

「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定が求められています。 

鎌ケ谷市では、「鎌ケ谷市人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）」に示す、市にお

ける人口の現状と将来の展望を踏まえ、本市の地方創生を市民とともに着実に進めていくため、

平成 27 年度を初年度とする今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策を示す「鎌

ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」を策定することとしま

した。 

   策定にあたっては、後期基本計画第３次実施計画（計画期間：平成 27 年度～平成 31 年度）

が既にスタートしていることから、本実施計画から地方創生に資する施策や事業を抽出し、

国・県の施策動向等を注視した上で、見直しを行い、策定しました。 

 

（２）位置づけ 

 総合戦略は、人口ビジョンに掲げた将来人口を達成するため、人口の減少対策と持続可能な

地域づくりの実現に向けて、「鎌ケ谷市総合基本計画‐かまがやレインボープラン 21‐後期基

本計画」及び各種個別計画との整合を踏まえ、平成 27 年度を初年度とする今後５年間のまち

づくりの基本目標と施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるものです。 

   また、施策ごとに記載している具体的な事業は、後期基本計画第３次実施計画事業のほか、

新規事業として、各施策を実現するために検討していく事業が含まれています。 

 

（３）計画期間 

 総合戦略の計画期間は、平成 27年度から平成 31年度までの５年間とします。  
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 ２ 鎌ケ谷市の現状と課題 

 

（１）市の概要 

 ・本市は、千葉県の北西部、北総台地のなだらかな緑の大地の上に広がる総面積 21.08㎢の

都市です。 

 ・市内には、東武アーバンパークライン（東武野田線）・新京成線・北総線・成田スカイア

クセス線の鉄道４線と道路網が発達しており、東京都心から 25km 圏内にあることから、

首都近郊の住宅都市として発展してきました。 

・市民が日常的に利用可能な鉄道駅が８つあり、市内各所から東京都心・県内主要都市への

アクセスが抜群な環境です。特に新鎌ケ谷駅は４つの鉄道路線が交差しており、日本橋や

成田空港まで直通で約 30 分で到着することが出来るなど、公共交通の利便性が高いまち

です。 

図表 鎌ケ谷市の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域資源 

 ・市内にある８つの駅を中心に商店街や住宅地が広がるとともに、緑あふれ、豊かな自然に

恵まれたまち並みを形成しています。 

・果樹や野菜の栽培が盛んで、特に梨は全国屈指の生産地として知られています。 

・プロ野球球団の施設「ファイターズタウン鎌ケ谷」があるほか、豊富なスポーツ施設（市

民体育館、野球場、テニスコート、多目的グラウンド、弓道場・アーチェリー場等）に加

え、国史跡である「下総小金中野牧跡」や「鎌ケ谷大仏」などの文化的資源も豊富であり、

スポーツや文化活動等が楽しめるまちです。 

 

（３）人口 

 本市の人口は、昭和 35（1960）年から昭和 55（1980）年にかけて大幅に増加し、その後も

増加傾向が続き、平成 22（2010）年は約 10万８千人となりました。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が平成 25（2013）年３月に公表

した推計では、平成 32（2020）年に約 11 万１千人まで増加するとされていますが、その後は

減少傾向が続き、平成 52（2040）年には、約 10 万４千人程度まで減少することが予測されて

います。また、その場合の高齢化率は 34.6％になることが見込まれています。 
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図表 年齢３区分別の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（1930～2010年）、国立社会保障・人口問題研究所平成 25年３月推計 

※国勢調査による年齢「不詳」は各区分に按分している。 

 

 

 出生数が近年減少傾向にある一方、死亡数は、平成 12（2000）年以降増加傾向が続いています。 

 転出数は、平成８（1996）年以降、年によって増減はあるものの減少傾向が続いていましたが、

平成 24（2012）年より増加に転じています。転入数は、年によって増減はあるものの概ね５～６

千人の水準で推移していましたが、平成 25（2013）年に初めて５千人を下回った後、増加傾向に

転じています。 

  

図表 出生・死亡数、転入・転出数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 
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（４）産業 

 本市の農業は、梨の生産において全国トップクラスにあり、また野菜も県内屈指の生産地で

すが、都市化の進行により農地が年々減少するとともに、就業者の年齢の高齢化が進んでいる

こともあり、農業の衰退が危惧されています。 

 市内の事業所数及び従業者数、製造品出荷額が減少傾向にあり、経営者の高齢化や後継者不

足、競争の激化等による経営難等の課題があることから、引き続き商業及び工業の振興に努め

ていく必要があります。 

 

（５）人口の変化が地域の将来に与える影響 

 人口の流出や高齢化により、小売や飲食、医療等の住民サービスが地域から撤退し、日常生

活が不便になる恐れがあるとともに、地域活動の担い手の減少が予測され、自治会や消防団と

いった地域の自主的な活動が低下することにより、地域社会の機能低下が危ぶまれます。 

 また、年少人口の減少により学級数や児童数が減り、子どもたちが学び成長する機会の減少

による教育活動の質への影響が懸念されます。さらに、本市の産業の特色である農業就業者の

高齢化が進み、担い手の育成が課題となるなど、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足の深刻

化や従業員の高齢化・後継者不足に伴う技術や事業の伝承が困難となることが予測され、地域

経済へ影響が及ぶことが懸念されます。 

加えて、老年人口の増加による介護や医療の需要の増加が見込まれる一方、生産年齢人口の

減少による社会保障費負担の増加が懸念されます。医療、福祉、介護を支える人材についても、

現状、本市における医療・福祉の就業者数は増加傾向にありますが、今後不足することが想定

されます。 

市としても、社会保障費の負担の増加に加え、老朽化した公共施設の維持管理・更新等にか

かる費用負担の増大による多額の財政支出が必要となる一方で、将来的に市民税等の収入減少

が見込まれることから、財政状況へ影響が及ぶことも懸念されます。 
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 ３ 基本目標 

 

本市では、人口ビジョンで掲げた平成 72（2060）年の人口を約 107,000人とする将来展望の達

成に向けて、人口ビジョンで示した、「① 鎌ケ谷の未来を担う、若い世代の希望を実現 －出生

率の向上－（自然増）」、「② 人々が集まり、住まう、魅力あふれるまちの実現 －人口の流入増

－（社会増）」、「③ いつまでも安心して暮らすことのできるふるさとの実現 －暮らしやすい社

会づくり－（定住）」の３つの方向に沿って、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が定め

る基本目標を勘案し、本市の基本目標を以下のとおり設定します。 

 

 

基本目標１ 人々が交流・定着する、魅力あふれるまちづくり 

•人々が交流・定着し、活気あるまちを継続していくため、まちの魅力を高め、
広く発信します。                           
あああああ                                
（国の基本目標② 地方への新しいひとの流れをつくる） 

基本目標２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり 

•鎌ケ谷市の未来を担う若い世代の結婚・出産・子育てにおける希望を実現し、
出生率を向上させていくため、切れ目のない支援を展開するとともに、地域全
体で生み育てやすい環境づくりを進めます。              あ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああ
（国の基本目標③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる） 

基本目標３ 働きたいという希望をかなえるまちづくり 

•鎌ケ谷市で働き（続け）たいと考える人の希望を実現するため、しごとを創り
出すとともに、働き続けることのできる仕事の場を整備・支援します。      
あああああああああああああああああああああああああああああああああああ
（国の基本目標① 地方における安定した雇用を創出する） 

基本目標４ あらゆる世代の誰もが安心して暮らすことのできる、          

      支え合いつながり合う地域づくり 

•変化するニーズに対し、地域の連携により対応し、子どもからお年寄りまで、 
あらゆる世代の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会をつくります。 
ああああああああああああああああああああああああああああああああああ
（国の基本目標④ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地
域と地域を連携する） 



6 

 

 

 

  

３ 働きたいという希望をかなえるまちづくり 
⇒鎌ケ谷市で働き（続け）たいと考える人の希望を実

現するため、しごとを創り出すとともに、働き続ける

ことのできる仕事の場を整備・支援します。 
 
◆成果指標 
 雇用・就労人数：1,275人 

１ 人々が交流・定着する、魅力あふれるま
ちづくり 
⇒人々が交流・定着し、活気あるまちを継続して

いくため、まちの魅力を高め、広く発信します。 

 
◆成果指標 
 社会増加数：1,000人 
（転入者-転出者数） 

２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか
なえるまちづくり 
⇒鎌ケ谷市の未来を担う若い世代の結婚・出産・子

育てにおける希望を実現し、出生率を向上させてい

くため、切れ目のない支援を展開するとともに、地

域全体で生み育てやすい環境づくりを進めます。 

 
◆成果指標 
 ・合計特殊出生率：1.6 

４ あらゆる世代の誰もが安心して暮らすこ
とのできる、支え合いつながり合う地域づくり 
⇒変化するニーズに対し、地域の連携により対応

し、子どもからお年寄りまで、あらゆる世代の誰も

が安心して暮らすことのできる地域社会をつくり

ます。 

 
◆成果指標 
・自治会加入世帯数：29,800世帯 
・自主防災活動実施回数：120回 

基本目標、成果指標（2019年） 

市の特性に応じた企業立地の促進 
誘致企業数：6件 

地域産業の競争力強化 
認定農業者数：49人 

都市のブランド化、地域活性化の推進 

ブランドＷＥＢ閲覧件数：20,000 件 

観光の振興 
観光入込客数：310,000人 

日本ハムファイターズとの連携強化等 
ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ等年間参加人数：4,800人 

地域における子育て支援の充実 
つどいの広場参加人数：21,924人 

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 
支援ニーズの高い妊産婦への 

支援実施：100％ 

空き家などの活用及び対策の促進 
空き家改修助成利用件数：10件 

防犯体制の充実強化及び防犯意識の高揚 
夜間防犯パトロール実施回数：260回 

高齢社会の地域活動への参加支援 
老人憩の家等の新設：11か所  

市民公益活動団体の紹介・連携 
市民活動相談件数：50件 

女性、高齢者、障がい者就業支援 
シルバー人材センター会員数：700人 

子ども医療費助成の推進 
子ども医療費助成件数：183,000件 

子育て支援策の連携・ＰＲ戦略の強化 
子育てガイドブック等配布数：4,000部 

きらりホールを活用した市民文化の創造 
きらりホール利用による満足度：80％ 

主な重要業績評価指標（KPI） 

鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）の全体像 
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①鎌ケ谷市の特性に応じた企業立地の促進 
②新たな雇用の創出及び場の整備 
（企業の促進、勤労者が働きやすい環境づくり、店舗情報の活用促進） 
③農業を主とした地域産業の強化等 
（地域産業の競争力強化、農産物ブランド化の推進、農業経営基盤の強化、農家

と市民の共存共栄・担い手の育成） 
④女性や高齢者、障がい者の就労支援 
（女性の就労支援・促進、高齢者の就労支援・促進、障がい者の就労支援・促進） 

①新たな「都市の魅力」を高めるまちづくり 
（都市のブランド化の創設及び推進、地域活性化の推進、都市軸及び近隣商業拠

点の整備促進） 
②誰もが訪れたくなる観光地づくり 
（観光の振興）  
③「緑の都市宣言」として緑豊かなまちづくり 
（快適な公園・緑地環境の整備、市民参加型による桜の植樹の推進） 
④「文化の香り」のあるまちづくり 
（きらりホールを活用した市民文化の創造、多様な市民文化活動の推進） 
⑤「生涯スポーツ都市宣言」としてスポーツ環境等が充実したまちづくり 
（市民参加型スポーツイベント等の実施、北海道日本ハムファイターズ等におけ

るスポーツイベントの協力） 
⑥鎌ケ谷市の様々な魅力を発信したまちづくり 
（他自治体とのファイターズ資源共有化と連携強化、情報発信の強化） 

①安心して子育てできる環境づくり 
（地域における子育て支援の充実、子育て支援策の連携及びＰＲ戦略の強化、就

学時前の子どもに関する教育・保育サービスの充実、放課後等における子どもの

健全な育成支援、ひとり親家庭に対する情報提供、こども発達支援の強化） 
②若い世代の経済基盤の確保と子育てに係る経済的負担の軽減 
（結婚や子育てを応援する街のＰＲ、若者世代の就職支援、経済的な支援の充実、

利用会員の経済的負担の軽減等） 
③妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援等 
（妊産婦・支援ニーズの高い妊産婦への支援強化、子育て環境の周知、ライフデ

ザインの推進） 
④教育環境の充実及び児童生徒の健康と安全の確保 
（特別支援教育・教育相談の充実、情報教育の充実、放課後における学習支援の

充実及び放課後子ども教室の推進、児童生徒における読書の推進、安全安心な学

校給食の提供と食育の充実、児童生徒安全パトロールの強化） 

①生涯通じて健康で生き生きと暮らせる地域づくり 
（いきいきとした高齢社会の形成、社会参加に向けた障がい者福祉の推進、コミ

ュニティバスの利便性向上、かまがや安心医療ナビ） 
②地域コミュニティの強化と人材の育成 
（地域の多様な主体による連携の強化、自治会加入促進対策の推進、青少年の育

成及び活動を支援する地域づくり） 
③快適で暮らしやすいまちづくり 
（安全でゆとりのある道路の整備、公共交通網の充実、安心して暮らせる治水対

策、既存ストックマネジメントの強化、再生可能エネルギー利用の推進） 
④安全に暮らせる地域づくり 
（防犯体制の充実強化及び防犯意識の高揚、自主防災活動の充実強化及び防犯意

識の高揚、災害時要援護者避難支援体制の整備、消防団員の環境整備及び広報活

動の強化）  

施策の基本的方向、施策 主な具体的な事業 

 

都市のブランド化事業 

広域交流拠点整備事業 

観光ビジョン推進事業 

北海道日本ハムファイターズ等のスポーツイベント事業 

札幌・名護観光イベント事業 

シティプロモーション事業 

桜×鎌ケ谷魅力アップ事業 

 

民間保育所整備助成事業 

こども医療費助成拡大事業 

子育て支援 PR展開事業 

地域子育て拠点施設（つどいの広場）実施事業 

母子保健相談事業 

特別支援教育推進事業 児童生徒安全パトロール事業 

若者世代の就職支援セミナー実施事業 

 

企業誘致基本計画推進事業 

創業事業者支援事業 

空き店舗活用事業 

農産物ブランド PR事業 女性の就職促進支援事業 

シルバー人材センター活用・就労促進事業 

 

老人憩の家整備事業 

コミュニティバス運行助成事業 

新京成線連続立体交差事業 

北千葉道路整備事業 

空き家バンク推進事業 自主防災活動推進事業 

再生可能エネルギー利用・普及推進事業 

市民公益活動啓発事業 

準用河川整備事業 

かまがや安心医療ナビ啓発事業 
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 ４ 施策の基本的方向と具体的な施策 

 

施策の基本的方向と具体的な施策の見方 

 

基本目標１ 人々が交流・定着する、魅力あふれるまちづくり 

 

   人々が交流・定着し、活気あるまちを継続していくため、まちの魅力を高め、広く発信します。 

 

成果指標 基準値 目標値 

社会増加数（転入者数－転出者数） －55 1,000人 

 

 

 

＜施策の基本的方向＞ 

（１）新たな「都市の魅力」を高めるまちづくり 

     鎌ケ谷市の新たな魅力を高めるため、都市のブランド化やシティプロモーション、地域の活性化に 

積極的に取り組み、子育て世代や共働き世代をターゲットとした若者世代を鎌ケ谷市へ呼び込みます。 

    また、市民の鎌ケ谷市への愛着を高め、移住・交流の促進を図りつつ、テレビやラジオなどのメディ 

   アや、ホームページ、ツイッター、フェイスブック等を通じて、市のＰＲを図ることで、市外からも 

「訪れてみたい」「住みたい」「住み続けたい」と思われる魅力ある都市を目指します。 

 

（２）誰もが訪れたくなる観光地づくり 

    ・・・ 

 

＜役割分担＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標の達

成に向けて取

り組んでいく

施策の基本的

な方向性 

 

・鎌ケ谷市の魅力ある観光資源を来訪すると

ともに、様々なイベントに参加します。また、

各種イベント等を市と協働で取り組みます。 

・・・・

市民（市民、事業所、地域、団体）  

・様々なイベントの開催や情報発信等を通じて

鎌ケ谷市のブランド化・魅力発信に取り組み、

人々の交流につなげます。 

・・・・

行政（市、県、国） 

人口ビジョンで掲げる３つの方向性を踏まえ

設定した、総合戦略の基本目標の名称 

基本目標の取

り組む方向性 

（ねらい） 

基本目標の達

成度を測る成

果指標 

直近（平成 26

年度）の数値 

５年後（平成

31年度）の目

標値 

基本目標を達

成するために、

市民や事業者、

行政などが担

う役割 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7rk_fWjsYCFUMrpgodxMkACQ&url=http://cc-library.net/010009477_free-illustraition/&ei=ji99Vd7sEcPWmAXEk4NI&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEN8rmbWtBMPfuGAcS5Q_L19a64bg&ust=1434353863634337
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＜具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI）＞ 

（１）新たな「都市の魅力」を高めるまちづくり 

①都市のブランド化の創設及び推進 【企画政策室】 

子育て世代や共働き世代を中心とした人口誘導や、在住市民に継続して暮らしてもらうことを 

目的として、子育てや教育への支援に重点を置いた取組やファイターズタウン鎌ケ谷などの地域 

資源を集約し、今後のまちづくりの統一コンセプトを設定した上で、市内外への積極的なＰＲ等 

を行い、鎌ケ谷市のブランド化を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ブランドＷＥＢ閲覧件数 － 2,000件 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域活性化の推進 【企画政策室】 

     ・・・・ 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

地域活性化の情報発信回数 22回 33回 

 

 

 

 

 

 

  

 

・都市のブランド化事業  

※ 平成２７年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

基本目標を達

成するための

具体的な施策 

具体的な施策

の達成度を測

る指標（重要業

績評価指標

（KPI＝Key 

Performance 

Indicator） 

後期基本計画

第３次実施計

画事業及び 

施策を実現す

るために検討

していく新た

な事業 

 

・シティプロモーション事業 

・地域活性化推進チーム事業 

具体的な事業

直近（平成 26

年度）の数値 

５年後（平成 31

年度）の目標値 
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基本目標１ 人々が交流・定着する、魅力あふれるまちづくり 

 

 人々が交流・定着し、活気あるまちを継続していくため、まちの魅力を高め、広く発信します。 

 

成果指標 基準値 目標値 

社会増加数（転入者数－転出者数） －55人 1,000人 

※ 基準値は、平成 26年度の住民基本台帳人口移動報告数 

 

 

＜施策の基本的方向＞ 

 

 

 

（１）新たな「都市の魅力」を高めるまちづくり 

 鎌ケ谷市の新たな魅力を高めるため、都市のブランド化やシティプロモーション、地域の
活性化に積極的に取り組み、子育て世代や共働き世代をターゲットとした若者世代を鎌ケ谷
市へ呼び込みます。 

 また、市民の鎌ケ谷市への愛着を高め、定住の促進を図りつつ、テレビやラジオなどのメ
ディアや、ホームページ、ツイッター、フェイスブック等を通じて、市のＰＲを図ることで、
市外からも「訪れてみたい」「住みたい」「住み続けたい」と思われる魅力ある都市を目指
します。 

 さらに、都市軸及び近隣商業拠点を整備することで、ふれあいと賑いのある中心市街地を
形成していきます。 

 

（２）誰もが訪れたくなる観光地づくり 

 観光資源の魅力向上を図りながら観光振興を推進するため、市民・市内事業者・行政が横
断的な連携を図りながら、積極的に観光振興の推進に取り組んでいきます。 

 また、多くの観光客に訪れてもらうため、目的（テーマ）やターゲット等を明確にしたス
トーリーづくりを構築するとともに、個々の観光資源の磨き上げや資源間の相互連携、対外
的な情報発信を推進し、誰もが何度でも訪れたくなる観光地づくりに取り組んでいきます。 

 

（３）「緑の都市宣言」として緑豊かなまちづくり 

 「緑の都市宣言」で掲げる「自然と調和した住みよいまち、緑とふれあいのあるふるさと
鎌ケ谷」を目指すため、粟野地区公園（第２期）の開園や街区公園の整備、里山の活用等を
行い、市民と行政が一体となって鎌ケ谷市の緑地を保全し、みどりの空間の創造に取り組み
ます。 

 また、市民の参加による桜の樹の植樹を行うことで、まちの魅力向上を図り、市民一人ひ
とりのみどりへの愛着を高めます。 
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＜役割分担＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（４）「文化の香り」のあるまちづくり 

 まちづくりの主体である市民・事業者・行政が力を合わせ、それぞれが持つ多様な個性
をつなぐ、つなげる、つながる「かまがや文化の交差点」を目指すため、平成２６年４月
にオープンしたきらりホールの活用を促進し、市民の活動発表や交流の場を提供します。 

 また、多様な市民文化活動を推進するため、文化団体の育成を図るとともに、芸術文化
活動への参加機会を促します。 

 

（５）「生涯スポーツ都市宣言」としてスポーツ環境等が充実したまちづくり 

 生涯を通して市民一人ひとりがスポーツに親しみ、心のふれあう人間性豊かなまちを築
くため、市民参加型スポーツイベント等を実施し、市民がスポーツに参加する機会を増や
し、スポーツ活動の充実を図ります。 

 また、プロ野球球団である北海道日本ハムファイターズ等におけるスポーツイベントを
協力・連携することで、イベントの質の向上を図り、多くの市民がスポーツに親しむこと
が出来る機会を作ります。 

 

（６）鎌ケ谷市の様々な魅力を発信したまちづくり 

 鎌ケ谷市の観光資源である「北海道日本ハムファイターズ」を資源として共有している
都市間の連携強化を図るとともに、積極的・戦略的な情報発信を行うことで、鎌ケ谷市の
様々な魅力を広め、交流人口の増加やまちの活性化を目指します。 

 また、市の情報発信の強化として、子育て世代の多様な情報要求に応えるとともに、高
齢者や障がい者など、誰もが簡単に市の情報を入手できるよう、市ホームページをリニュ
ーアルし、より魅力的で分かりやすく、見やすい情報を発信します。 

 

・市の魅力ある観光資源を訪れるととも

に、様々なイベントに参加します。 

また、各種イベントを市と協働で取り

組みます。 

・あらゆる機会を捉え、魅力ある市の情

報を発信していきます。 

市民（事業所、地域、団体）  

・様々なイベントの開催や情報発信等を

通じて鎌ケ谷市のブランド化・魅力発

信に取り組み、人々の交流につなげま

す。 

・観光客等の受け入れ体制の構築を図る

とともに、様々なツールを活用して鎌

ケ谷市の魅力発信に取り組みます。 

行政（市、県、国） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7rk_fWjsYCFUMrpgodxMkACQ&url=http://cc-library.net/010009477_free-illustraition/&ei=ji99Vd7sEcPWmAXEk4NI&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEN8rmbWtBMPfuGAcS5Q_L19a64bg&ust=1434353863634337
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＜具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI）＞ 

（１）新たな「都市の魅力」を高めるまちづくり 

①都市のブランド化の創設及び推進 【企画政策室】 

子育て世代や共働き世代を中心とした人口誘導や、在住市民に継続して暮らしてもらうこ

とを目的として、子育てや教育への支援に重点を置いた取組やファイターズタウン鎌ケ谷な

どの地域資源を集約し、今後のまちづくりの統一コンセプトを設定した上で、市内外への積

極的なＰＲ等を行い、鎌ケ谷市のブランド化を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ブランドＷＥＢ閲覧件数 － 20,000件 

※ 目標値「20,000 件」は、５年間の延べ閲覧件数 

 

 

 

 

 

 

 

②地域活性化の推進 【企画政策室】 

市民の鎌ケ谷市への愛着を高め、定住の促進を図りつつ、市外からも「訪れてみたい」「住

みたい」「住み続けたい」と思われる魅力ある都市への成長を目的として、鎌ケ谷市におけ

る様々な主体と連携しながら協働で、地域の活性化のための施策及び積極的な情報発信を行

います。また、地域活性化プロジェクトチーム（※）の報告書である『成長の戦略プラン』

に掲げられた施策の具現化に向け、「鎌ケ谷市地域活性化推進チーム（※）」を中心に庁内の

横断的な協力を図りながら、地域の活性化に資する事業を展開し、鎌ケ谷市の地域資源の周

知や市の魅力アップに繋げていきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

地域活性化の情報発信回数 22回 33回 

 

 

 

 

 

 

※地域活性化プロジェクトチームは、平成 20 年度に市が将来にわたって成長、発展するための方策を検討するため、職員

公募により設置されたチームです。その後、平成 21 年度に『成長の戦略プラン』の実現のため、本プロジェクトチーム

を発展させた形で、職員による組織として鎌ケ谷市地域活性化推進チームを設置しました。 

 

・都市のブランド化事業  

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金事業」 

具体的な事業

 

・シティプロモーション事業 

・地域活性化推進チーム事業 

具体的な事業
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③都市軸及び近隣商業拠点の整備促進 【まちづくり室】 

鎌ケ谷市の３つの核（新鎌ケ谷地区、初富地区、東武鎌ケ谷地区）を結ぶ都市軸において、

様々な都市機能を集積することにより、ふれあいと賑いのある中心市街地を形成し、「子ど

もからお年寄りまでずっと住み続けたい街」を目指したまちづくりを推進します。 

また、都市機能の集積と併せ、各地区との連携を図りながら均衡のとれたまちづくりを進

めていきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

新鎌ケ谷駅乗降客数（１日あたり） 95,703人 98,400人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）誰もが訪れたくなる観光地づくり  

①観光の振興 【商工振興課】 

観光情報を効果的に発信し、観光入込客数を増やすことを目的として、鎌ケ谷市観光ビ

ジョンに基づく「３大コンテンツ間の回遊性向上」などのリーディングプロジェクトや、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック、訪日外国人の増加などに伴う施策を実施しま

す。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

観光入込客数 250,000人 310,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・観光ビジョン推進事業 

・公衆無線ＬＡＮ整備事業 

具体的な事業

 

・広域交流拠点整備事業（新鎌ケ谷駅周辺整備事業） 

・都市軸形成促進事業（初富駅周辺整備事業） 

・近隣商業拠点整備事業（北初富駅周辺整備事業） 

・イルミネーション整備事業 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_1367.html
http://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_264.html
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（３）「緑の都市宣言」として緑豊かなまちづくり 

①快適な公園・緑地環境の整備 【公園緑地課、環境課】 

市民と行政が一体となって自然の緑地を保全し、さらにみどりの空間の創造に取り組むこ

とを目的として、公園の整備やふれあいの森等の貴重な樹林地の保全に努め、快適で豊かな

市民生活空間をつくります。また、粟野の森などの鎌ケ谷市に残されている自然を活かし、

環境学習、環境講座の啓発事業を実施していきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市民一人当たりの公園面積 2.9㎡／人 3.5㎡／人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市民参加型による桜の植樹の推進 【公園緑地課】 

市民にまち・みどりへの愛着を持ってもらうとともに、桜の名所としても、より一層内外

に広く周知し、新しいひとの流れをつくることを目的として、新鎌ケ谷駅から市制記念公園

を中心とした区域を新たに桜ゾーンと位置づけ、市民や事業者から一部寄付を受け、里親制

度により桜の植樹を行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

桜の植樹数 － 74本 

桜の開花時期の来園者数（※） 7,700人 8,500人 

※目標値「74 本」は、５年間で植樹する本数 

※天候により数値の変動あり 

 

 

 

 

 

 

  

 

・桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

 

・（仮称）総合運動公園整備事業 

・地区公園整備事業 

・街区公園整備事業 

・公園施設長寿命化事業  

・緑道整備事業 

・環境学習・環境講座実施事業

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCMsrfijsYCFcU3pgodWAgA8w&url=http://thermoelectrical49.rssing.com/chan-22541425/all_p5.html&ei=nTt9VZDKMMXvmAXYkICYDw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNFCXBda66V7zP-SApYRZ0_2wVpmng&ust=1434356974680973
http://4.bp.blogspot.com/-3pWRKhoOm8s/UsZ1su7Jn7I/AAAAAAAAc6U/puHi9xOb4Pc/s800/syokujyu_syokurin.png
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（４）「文化の香り」のあるまちづくり 

①きらりホールを活用した市民文化の創造 【市民会館】 

きらりホールの使命である「人づくり」、「地域づくり」、「まちづくり」を達成するために、

上質な舞台芸術・芸能の上演、地域に根ざした市民参加型の創作ミュージカルの実施など、

市民一人ひとりに感動を与える感動拠点、創造力を醸成する創造拠点、多くの人々が出会い、

つながる交流拠点を構築します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

きらりホール利用による満足度 － 80％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②多様な市民文化活動の推進 【文化・スポーツ課】 

市民に芸術文化に親しむ機会と場を広く提供するとともに、市民の組織的かつ自主的な文

化活動が行われることを目的として、団体等との協働による各行事の実施や、文化団体の育

成を図り、市主催又は共催による芸術文化活動への参加機会を促します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市民文化祭参加団体数 129団体 138団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・市民文化祭、美術展覧会実施事業 

・芸術祭実施事業（市民団体との共催） 

具体的な事業

 

・舞台芸術等観賞事業 

・市民参加型創造事業 

・交流・体験・協働事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfD3MDmjsYCFcEVpgoddCYA4w&url=http://azukichi.net/season/autumn.html&ei=4z99VdfFBsGrmAX0zICYDg&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNHoKKEgI_ydMNUv4_dGesNuVQpgIQ&ust=1434358105837771
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7wuJzmjsYCFSjbpgodkw0Axg&url=http://azukichi.net/season/autumn.html&ei=lz99Vd7IAai2mwWTm4CwDA&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNHzWzgUsAudhgsJRq7Wa6kg1AyH6Q&ust=1434357953853888
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_ZwKrmjsYCFQQtpgodZyIAdg&url=http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/kenmin/web/201311/osirase.html&ei=tD99VY-vH4TamAXnxICwBw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNHzWzgUsAudhgsJRq7Wa6kg1AyH6Q&ust=1434357953853888
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（５）「生涯スポーツ都市宣言」としてスポーツ環境等が充実したまちづくり 

①市民参加型スポーツイベント等の実施 【文化・スポーツ課】 

スポーツに参加する機会を増やし、スポーツ活動の充実を図ることを目的として、市が共

催する市民参加型イベントや、体育協会及びスポーツ推進委員連絡協議会等による、各競技

種目の市民大会や軽スポーツ等の参加機会を創出し、多くの市民がスポーツに親しむことが

出来る機会を作ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市民参加型スポーツイベント等の主要

行事の参加人数 
7,000人 7,700人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②北海道日本ハムファイターズ等におけるスポーツイベントの協力 【文化・スポーツ課】 

北海道日本ハムファイターズ等の民間施設を活用したスポーツイベントにより、市の魅力

向上を図ることを目的として、北海道日本ハムファイターズ等が行う参加型のスポーツイベ

ント等での連携により、イベントの質の向上を図り、市の魅力向上に繋げます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

北海道日本ハムファイターズ等のスポ

ーツイベント参加人数  
2,800人 4,800人 

 

 

 

 

 

  

 

・市民参加型スポーツイベント事業 

（例：「新春マラソン大会」、「ソフトバレーボール大会」、 

「各競技の市民大会」、「長寿大運動会」、「ポールウォーキング」）など） 

具体的な事業

 

・北海道日本ハムファイターズとの連携強化事業 

（例：「鎌ケ谷ランフェスタ」、「野球教室」、「鎌ケ谷デー」、「新入団選手歓迎式典」、 

「市民との交流の機会」など） 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOWvqnljsYCFaYkpgodw5oAlA&url=http://www.sozai-library.com/sozai/3615&ei=pT59VZOwOabJmAXDtYKgCQ&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEiWh1fK73dpVxAGDLwYLK_S08Zzg&ust=1434357771165726
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOL4lM_ljsYCFcPapgodWvwAuA&url=http://sozai-good.com/archives/10265&ei=9D59VeKuOsO1mwXa-IPACw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNE3DNBld2FP6rzOikYl49DMWNnRhA&ust=1434357843897225
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（６）鎌ケ谷市の様々な魅力を発信したまちづくり 

①他自治体との資源共有化と連携強化 【商工振興課】 

    「北海道日本ハムファイターズ」という資源を共有している都市間による連携強化を図る

ことで、交流人口の増加やまちの活性化を目指すことを目的として、北海道日本ハムファイ

ターズの本拠地である札幌市、春季キャンプ地の名護市、ファームの鎌ケ谷市の連携強化を

図ることで、北海道や沖縄から本市（首都圏）に来訪いただけるようにＰＲを行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

イベント開催数 － ５回 

※ 目標値「５回」は、５年間の開催数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②情報発信の強化 【広報広聴室】 

子育て世代の多様な情報要求に応えるとともに、高齢者や障がい者など、誰もが簡単に市

の情報を入手できるよう、分かりやすく見やすい情報の発信を目的として、市ホームページ

に、総務省策定の「みんなの公共サイト運用モデル」に準拠したシステムを導入することに

より、ウェブアクセシビリティ（※）の向上を図り、高齢者や障がい者にやさしい情報環境

を構築し、より多様で魅力的な行政情報やイベント情報等を迅速に提供します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市ホームページ閲覧件数 411,490件 450,000件 

 

 

 

 

 

 

※ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障がい者といった、ホームページ等の利用に何等か

の制約があったり、利用に不慣れな人々を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報

や機能を支障なく利用できることを意味します。  

 

・市ホームページリニューアル事業 

具体的な事業

 

・札幌観光イベント事業 

・名護観光イベント事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNGKutvhjsYCFWPbpgodkU4Auw&url=http://www.wanpug.com/illust107.html&ei=3Dp9VdGsPOO2mwWRnYHYCw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNFfBndS8NJ9GjQEPgx0x6aIV4Mi_Q&ust=1434356778717249
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_2906.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W46gVfv6KcW60gSI6pKQAg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH8mi5cCIVewPC7gxyjX1yUKWQPow
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基本目標２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり 

 

 鎌ケ谷市の未来を担う若い世代の結婚・出産・子育てにおける希望を実現し、出生率を向上さ

せていくため、切れ目のない支援を展開するとともに、地域全体で生み育てやすい環境づくりを

進めます。 

 

成果指標 基準値 目標値 

合計特殊出生率 1.33 1.60 

 

 

＜施策の基本的方向＞ 

 

 

 

（１）安心して子育てできる環境づくり 

 すべての子どもが健やかに、幸せに育つ環境を実現するため、安心して子育てができる
環境整備や子育て支援サービスの充実を図ります。 

 また、地域全体で子育て家庭を見守ることができるよう、地域による子育て支援の充実、
子どもの遊び場の確保、子どもの安全確保を図ります。 

 

（２）若い世代の経済基盤の確保と子育てに係る経済的負担の軽減 

 結婚や子育てを応援する街をＰＲするとともに、若い世代が結婚し子どもを生み育てる
という希望をかなえるため、就職支援セミナーや就職相談等により、正規雇用としての就
労を支援し、経済的な自立と安定を図ります。 

 また、夫婦が予定する子どもの数が、理想とする子どもの数を下回る大きな要因として
考えられる子育てや保育等に要する経済的負担の軽減を図るため、こども医療費助成の推
進や、保育料の軽減等の支援を行います。 

 

（３）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

 妊娠・出産・子育てに対する希望をかなえるためには、子育て家庭や支援ニーズの高い
妊産婦への切れ目のない支援が必要であることから、相談窓口や訪問事業等の充実を図り、
安心して子どもを生み育てることができる支援体制を整備します。 

 また、子どもたちが笑顔で健やかに育つよう、子育て環境の情報として、小児医療の周
知を図り、地域の中で適切な医療を受けられるような支援を行います。 

 さらに、適切な時期に子どもを産み育てられる人が増えるよう、正しい知識の習得やラ
イフデザインを考えるきっかけづくりを行います。 

 

（４）教育環境の充実及び児童生徒の健康と安全の確保 

 少人数指導や特別支援教育の充実、放課後における学習の支援など、時代に求められて
いる学校教育の一層の充実を図り、特色あるまちづくりを進めます。 

 また、児童生徒の健康と安全の確保を図るため、安全な学校給食の提供や食育の充実、
児童生徒の安全パトロールの一層の強化を図ります。 
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＜役割分担＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・子育てしやすいまちとして、地域での

支え合いに積極的に取り組みます。 

・結婚・出産・子育てに関する情報を収

集します。 

・子どもをもつ共働き世代が、仕事との

バランスを取りながら子育てします。

また、事業者は子育てしやすい職場環

境づくりに努めます。 

・子どもたちが充実した環境で学べるよ

う、学校や地域と連携し、地域全体で

子どもたちを育てます。

市民（事業所、地域、団体）  

・妊娠・出産・子育てに関わる支援の充実

を図り、市民が安心して子どもを産み、

育てられる環境をつくります。 

・子どもをもつ共働き世代が、安心して子

どもを育てることができる施策を推進

します。 

・子どもたちの学力向上及び健全育成に資

する取組を、家庭や地域と協力しながら

推進します。

行政（市、県、国） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7rk_fWjsYCFUMrpgodxMkACQ&url=http://cc-library.net/010009477_free-illustraition/&ei=ji99Vd7sEcPWmAXEk4NI&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEN8rmbWtBMPfuGAcS5Q_L19a64bg&ust=1434353863634337
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＜具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI）＞ 

（１）安心して子育てできる環境づくり 

①地域における子育て支援の充実  

（ア）児童センター等の子育て環境の整備 【こども支援課】 

各児童センター等を地域の子育て支援の拠点と位置付け、子育て親子同士の交流及び子

育て相談を行うとともに、子どもの育成に適した遊びを提供することにより、地域の中で

安心して子育てを行う環境を整備します。 

また、子育て支援ボランティアの人材確保と育成を図るとともに、従事職員の研修体制

を充実し、各種子育て支援事業の充実を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

つどいの広場参加人数 14,239人 21,924人 

児童センター等総利用人数  118,164人 120,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）保育園等の子育て支援の推進 【幼児保育課】 

保育園を地域の子育て支援の拠点の一つとして、地域の子育てを支援することを目的と

して、地域の乳幼児の親子が、気軽に保育園での子育て支援事業に参加できるよう、事業

の周知を図るとともに、保育園の備品等を整備し、保育園における子育て支援事業の利用

促進を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

地域の子育て支援事業参加人数 3,685人 4,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育園改修事業 

・子育てイベント実施事業 

・地域子育て支援拡充事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

 

・子育て支援ボランティア育成等事業 

・地域子育て拠点施設（つどいの広場）実施事業 

・児童センターリニューアル事業 

・児童センター等設備環境改善事業 

※ 平成２７年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業
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②子育て支援策の連携及びＰＲ戦略の強化 【こども支援課】 

子ども・子育て支援に係る施設・事業との連絡調整、連携強化を図る仕組みを構築すると

ともに、子育て家庭のニーズを把握したうえで情報を集約し、積極的なＰＲ展開を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

子育て支援コーディネーター（利用者支

援事業）の設置数 
－ １ヶ所 

子育てガイドブック等の配布数 － 4,000部 

※目標値「4,000 部」は、５年間の配布数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③就学前の子どもに関する教育・保育サービスの充実 【幼児保育課】 

鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育を必要とする乳幼児すべてが保育園

等を利用できるよう、保育園、小規模保育事業、認定こども園等を整備し、保育の量的拡充

を図るとともに、多子世帯の乳幼児の優先入所、また、病児保育の整備を進めるなど、保育

サービスの充実を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

保育園利用定員数 1,210人 1,415人 

病児保育事業実施施設数 － １ヶ所 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・子育て支援コーディネーターの人材育成等事業  

・子育て支援ＰＲ展開の強化 

・子育てガイドブック等作成事業  

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

 

・民間保育所整備助成事業 

・地域型保育整備助成事業 

・認定こども園整備助成事業 

・病児保育整備事業  

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?url=http://kids.wanpug.com/illust229.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QLyhVez7NYSo0ATF552gAg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHaN1dhU3n-xy1dvxkYQcIKPBPehg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHfq8XojsYCFWOtpgodVlcAKg&url=http://kids.wanpug.com/illust40.html&ei=BUJ9VeHIKOPamgXWroHQAg&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNF9_zF9Uj4ONMbO2OaWuvJi4nXnaw&ust=1434358657226429
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④放課後等における子どもの健全な育成支援 【こども支援課】 

共働き家庭などの小学生に対して、放課後等に適切な遊びと生活の場を与える放課後児童

クラブのサービス向上を図ることにより、児童の健全育成を支援します。 

なお、27 年度からは、児童に様々な体験ができるよう、放課後児童クラブ体験教室を実施

します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

放課後児童クラブ利用可能人数 502人 698人 

体験した児童・保護者の満足度 － 80％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ひとり親家庭に対する情報提供 【こども総合相談室】 

ひとり親家庭に対する福祉制度や支援施策等の情報提供を効果的に行うことにより、仕事

と子育ての両立による自立を支援することを目的として、ひとり親家庭の保護者へメールに

より必要な情報を配信します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

メールマガジン登録人数  － 300人 

※ 目標値「300 人」は、５年後の登録人数 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ひとり親家庭支援情報配信事業 

具体的な事業

 

・放課後児童クラブ整備改修事業 

・放課後児童クラブ体験教室実施事業 

※ 平成２７年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.civillink.net/esozai/mail.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=V8KhVZbAJYrB0gSYzaboAg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEujXrQFeg9K6aqjV3ADKNOlCN-FQ
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⑥こども発達支援の強化 【こども発達センター】 

障がいを抱え、又は発達に不安のある児童への支援を強化することで、安心して子育てが

出来る環境を整備し、発達支援事業の更なる周知を図ります。 

具体的には、こども発達センターを広く周知するため、リーフレット等を作成するととも

に、障がいを持つ児童や発達に不安がある児童の成長等を記録するサポートファイルをリ

ニューアルし、切れ目のない支援が継続されるよう、活用を促進していきます。 

また、児童発達支援、保育所等訪問支援及び療育支援の更なる強化と、指定障害児相談支

援を充実させます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

リーフレット配布数 － 1,000部 

※ 目標値「1,000 部」は、５年間の配布数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

・児童発達支援、保育所等訪問支援及び療育支援事業 

・指定障害児相談支援事業 

・こども発達支援強化事業   

※ 平成 27年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLW9-8XqjsYCFQMspgodaHsA3g&url=http://kids.wanpug.com/illust33.html&ei=H0R9VfWxM4PYmAXo9oHwDQ&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNFt4HiXMDHm4bY3fq94jijsP9wtog&ust=1434359175197882
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（２）若い世代の経済基盤の確保と子育てに係る経済的負担の軽減 

①結婚や子育てを応援する街のＰＲ 【市民課ほか】 

結婚や子育てを応援する街をＰＲし、流入人口の増加及び定住化を図ることを目的として、

鎌ケ谷市に婚姻届を提出したご夫婦や、出生届を提出した親御さんと赤ちゃんを対象に、結

婚記念証又は誕生記念証の交付や、記念撮影コーナーを設置します。 

また、結婚を希望する市内の未婚者を対象に、団体等が実施する婚活イベントへの支援を

検討します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

記念証の交付数 － 窓口届出の 60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②若者世代の就職支援【商工振興課】 

若い世代が結婚し子どもを生み育てるという希望をかなえるためには、経済的な自立と   

安定が必要であることから、ハローワークや千葉県等と連携を図りながら就職に結びつく就

職支援セミナーや就職相談等を開催し、正規雇用としての就労を支援します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

セミナー開催数 １回 ２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・結婚記念証、誕生記念証交付事業 

・記念撮影コーナー設置事業 

・団体等の婚活イベント支援事業 

具体的な事業

 

・就職支援セミナー実施事業 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_609.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXihPzbjsYCFUQepgodkkABcg&url=http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_6678.html&ei=1jR9VfWfK8S8mAWSgYWQBw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEaPuKacbkUrdhxQbNPRSPGiJb9CQ&ust=1434355201066793
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③経済的な支援の充実  

（ア）子ども医療費助成の推進 【こども支援課】 

子育てに関する経済的な負担感の解消を図るとともに、次世代を担う子どもの健やかな成

長に資するため、経済的な支援を行うことにより、子どもを安心して出産できる社会を構築

します。 

また、子どもの保健対策及び保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

子ども医療費助成件数 174,958件 183,000件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）保育料等の軽減 【こども支援課、幼児保育課】 

多子世帯の保育料等を軽減し、多子世帯への子育てを支援します。 

また、子育て世帯の所得状況により、保護者が支払う教材費、行事参加費等について、そ

の費用を助成します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

就学時前の児童数 5,448人 増加 

 

 

 

 

 

 

※ 保育施設等の利用にあたり、市の定める利用者負担額とは別に、必要とされる日用品、文房具

等の購入に要する費用及び行事への参加に要する費用等、実費徴収の額について、所得の状況

により費用の一部を補助する事業。 

  

 

・多子世帯支援事業（保育料等の軽減） 

・実費徴収に係る補足給付事業（※） 

具体的な事業

 

・子ども医療費助成拡大事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa3oe7qjsYCFcTopgodXwkA1A&url=http://kids.wanpug.com/illust64.html&ei=dER9VdatFcTRmwXfkoCgDQ&psig=AFQjCNFSwVMn9qlcRigPYoanjCJUICkOLg&ust=1434359270126239
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④利用会員の経済的負担の軽減等 

（ア）ファミリー・サポート・センター事業の充実 【こども総合相談室】 

すべての子どもが健やかに、幸せに育つ環境を実現するため、仕事と子育ての両立を支援

することを目的として、ファミリー・サポート・センター事業における提供会員の増加と研

修内容の充実による資質の向上を図るなど提供体制を充実させるとともに、依頼会員の経済

的負担の軽減を図ることにより、利用を促進します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

援助活動件数 1,718件 2,200件 

提供会員数 179人 200人 

助成件数 － 300件 

※ 目標値「300 件」は、５年間の助成件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）養育支援の推進 【こども総合相談室】 

きめ細かな支援が必要な子ども・家庭に対して、養育上の問題解決、子育ての負担軽減な

どの援助を行い、安心して子どもが成長出来る環境を整備することを目的として、養育支援

が必要な家庭を、保健師や保育士などの資格を持つ支援員が訪問して、保護者の養育能力を

向上させるための支援を行うとともに、相談指導を行います。 

また、関係機関との連携を図り、支援対象家庭の把握に努めます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

訪問実人数 23人 40人 

 

 

 

 

 

 

  

 

・利用対象年齢の引上げ 

・ひとり親世帯の利用料助成事業 

・提供会員研修事業 

具体的な事業

 

・養育支援訪問事業 

具体的な事業

http://4.bp.blogspot.com/-UZU0WOor41k/VWmAtvcLNII/AAAAAAAAtzs/iubr4w2iZg8/s800/job_hokenshi_woman.png
http://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_6568.html
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（３）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援等 

①妊産婦・支援ニーズの高い妊産婦への支援強化  【健康増進課】 

子育て世代が安心して、妊娠・出産・育児が出来ることを目的として、妊産婦や子育てし

ている人に、切れ目のない支援を実施します。また、支援ニーズの高い妊産婦や子育て家庭

の方が必要な支援を利用できるよう、相談窓口や事業等を充実させるとともに、他機関と連

携を密にし、安心して子育てが出来るようにします。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問者

割合 
89.8％ 90％  

事業等で把握した支援ニーズの高い妊

産婦へ支援を行った割合 
100％ 100％ 

妊娠初期からの妊娠・出産・育児に関す

る情報提供を行った割合 
－ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子育て環境の周知  【健康増進課】  

子育て世代が安心して、妊娠・出産・育児が出来ることを目的として、夜間・休日に体調

が悪くなった際、適切な医療受診が出来るよう、医療機関の周知を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

夜間休日の急病診療を知っている人の

割合 
79.5％ 85％  

 

 

 

 

 

  

 

・プレママ教室及びこんにちは赤ちゃん訪問事業 

・専門職による母子保健相談事業 

具体的な事業

 

・子育て環境の情報発信事業

具体的な事業
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③ライフデザインの推進  【健康増進課】 

若者が、将来のライフデザインや自分自身の健康、妊娠、出産について知り、考える機会

を提供することで、適切な時期に子どもを生み育てられる人が増えることを目的として、こ

れから妊娠・出産・育児を行う世代を対象に、正しい知識の習得や今後のライフデザインを

考えるきっかけづくりを行うとともに、健康・妊娠・出産等の情報を盛り込み、記入も出来

る冊子を作成・配布します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ライフデザイン手帳の配布数 － 新成人の 70％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ライフデザイン手帳作成・配布事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO63ga7vjsYCFUydvAodtJwAoQ&url=http://manabiyamom.com/blog/2013/12/30/%E3%80%901%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%83%9E%E5%90%91%E3%81%91%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%80%EF%BC%88%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AA/&ei=K0l9Va72L8y68gW0uYKICg&psig=AFQjCNEdCzX0FBHvGcj1n_VH64tph5aKmg&ust=1434360482187513
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（４）教育環境の充実及び児童生徒の健康と安全の確保 

①特別支援教育・教育相談の充実  【学校教育課】 

すべての児童生徒にとって、自己決定感・有能感・他者受容感を味わうことができ、一層

の理解が深まり、分かる授業を展開することを目的として、少人数教育指導教員「きらり先

生」や特別支援教育推進教員（ほほえみ先生）、図書館司書などを実情に応じ適正に配置し、

児童生徒一人一人の場に応じた適切な支援が行える体制を整備します。  

また、特別支援教育・教育相談体制を整備し、義務教育段階で不安を感じる保護者を減ら

し、安心して教育が受けられる街への成長を図ることを目的として、年々増加する特別に支

援を必要とする児童生徒への対応の充実を図るとともに、児童生徒や保護者の意見等を把握

しながら、専門組織の設置も含めて、必要な体制を整備していきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

教育環境満足度（※） 16.1％ 20％ 

特別支援学級満足度 － 70％ 

※ 基準値は、平成 25年度の市民意識調査の「教育施設や教育環境」の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

②情報教育の充実 【学校教育課】 

パソコン環境と指導体制を整備し、情報化社会で主体的に生きていくことが出来る子ども

を育てることを目的として、パソコン教育・メディアリテラシーの充実を図ります。   

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

全小中学校のパソコンリニューアル数 787台 1,122台 

※ 基準値は、小中学校のパソコン設置台数 

 

 

 

 

 

 

※ ＮＩＥ(Newspaper in Education)とは、学校等で新聞を教材にして勉強する学習。 

 

・特別支援教育推進事業 

・教育相談充実事業

具体的な事業

 

・全小中学校のコンピュータリニューアル事業  

・情報モラルやタブレットを使った統一教材作成事業 

・ＮＩＥ教育推進事業（※） 

具体的な事業

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%89%E5%BC%B7
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_13.html
http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_7087.html
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③放課後における学習支援の充実及び放課後子ども教室の推進 

【学校教育課、生涯学習推進課】 

放課後の時間を使って学習支援を行う体制を整備し、教科学習・進路などに誰もが希望を

持つことが出来るようにすることを目的として、様々な事情で補習等を必要としている児童

生徒に、放課後の時間を使っての補習体制を整備します。  

また、放課後等において全ての児童を対象に、学習や体験・交流活動などを行うことで、

次代を担う人材を育成することを目的として、学校・家庭・地域が連携・協力し、地域住民

等の参画による地域の実情に応じた取り組みを有機的に組み合わせていき、放課後における

子どもたちの安心安全な活動場所を確保し、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供しま

す。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

学習支援を行う学校地域支援本部数  － ８校 

放課後学習ボランティア数 － 40人 

 

 

 

 

 

 

 

 

④児童生徒における読書の推進 【学校教育課、生涯学習推進課】 

本市で実施しているブックスタート事業により、親が子どもに読み聞かせる時期から段々

と自分で本を選ぶ楽しさを知ってもらい、さらに、児童生徒が読書することに興味を持つよ

う、市内小学校１年生に図書カードを作成・配布を行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

図書カード配布する小学校の数 － ９校 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ボランティアによる学習支援体制の全校整備  

・放課後子ども教室推進事業 

具体的な事業

 

・小学生図書カード配布事業 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_7011.html
http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_6313.html
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⑤安全安心な学校給食の提供と食育の充実 【学校教育課】  

安全安心な学校給食の提供を通して食育を進め、子どもを持つ若者世代に継続して住み続

けていただくことを目的として、学校給食のアレルギー対応及び、保護者向けの給食センタ

ー見学会・食育講座などを実施し、給食事業の充実を図ります。 

  

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

アレルギー対応品目数 ３品  ７品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥児童生徒安全パトロールの強化 【学校教育課】 

児童生徒の安全を確保するとともに、安全・安心な子育てしやすい街として在住市民に継

続して暮らしていただくことを目的として、児童生徒安全パトロール事業の強化及び充実を

図ります。  

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

不審者情報件数 42件 36件 

※ 基準値は、平成 22 年度～平成 26 年度までの市内の不審者・変質者情報の平均件数 

 

 

 

 

  

 

・食物アレルギー対応事業 

・給食センター見学会及び食育講座事業

具体的な事業

 

・児童生徒安全パトロール事業   

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz28LrwjsYCFUIwvAodwTkApw&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_3429.html&ei=U0p9VfyADcLg8AXB84C4Cg&psig=AFQjCNEyx2LoEChnvHCIgQ18gIian0m0ww&ust=1434360782300592
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_172.html
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基本目標３ 働きたいという希望をかなえるまちづくり 

 

鎌ケ谷市で働き（続け）たいと考える人の希望を実現するため、しごとを創り出すとともに、

働き続けることのできる仕事の場を整備・支援します。 

 

＜成果指標＞ 

成果指標 基準値 目標値 

雇用・就労人数 － 1,275人 

※ 雇用・就労人数とは、平成 27 年度～平成 31 年度の５年間、企業誘致等で鎌ケ谷市内の企業に

新たに雇用される人数及び、市の就労支援等により新たに就労することができた人数。 

 

 

＜施策の基本的方向＞ 

  

 

  

 

（１）鎌ケ谷市の特性に応じた企業立地の促進 

 本市は、鉄道４路線の結節点として、また、成田スカイアクセス線の開業や北千葉道路
の整備により東京都心と空港を結ぶ広域交流拠点としてのポテンシャルを最大限に生かす
とともに、安定した地盤、特定流通業務施設用地など立地的な特徴や、千葉県の産業集積
の方向性などを踏まえ、積極的に企業誘致を推進します。 

 

（２）新たな雇用の創出及び場の整備 

 新たな雇用を生み出す起業・創業の支援、商店街の空き店舗の活用、無料職業紹介所等
を通じて、安定した雇用の確保を図るとともに、各種再就職支援セミナーを通じて、働く
意欲のある人々が能力を発揮することができるよう、安全で快適に働き続けることのでき
る環境の整備に取り組みます。 

 

（３）農業を主とした地域産業の強化等 

 雇用創出の確保に向けて、梨や野菜など鎌ケ谷産農産物のブランド化の推進や持続的・
効率的な農業経営を行うための農業経営体基盤の強化、安定した農業経営を行うための担
い手の確保・育成を行い、本市の農業の持続性の確保を図ります。 

 

（４）女性や高齢者、障がい者の就労支援 

 働く意欲のある女性が、仕事に必要な技術を習得するための機会を提供するとともに、
高齢者の就労を促進するため、シルバー人材センター等を活用し、生涯現役社会の実現を
図ります。また、障がい者が地域で安心して生活するため、就労支援体制の強化を図ると
ともに、障がいの種別や程度、能力に応じた就労支援を行います。 
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＜役割分担＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・地域のニーズを把握し、自らの志向に

あったビジネスを立ち上げ、また自ら

の目指す企業に就職します。 

・事業者は、従業員の雇用安定を図ると

ともに、安全確保や健康管理に努める

など、働きやすい環境をつくります。 

・農産物や農産物加工品のブランド化や

産地化を進め、生産力の向上を図りま

す。

市民（事業所、地域、団体）  

・企業ニーズの把握に努め、企業立地に関

する情報を発信します。 

・創業や就労に関心のある市民等に対し、

情報提供やセミナーの開催等の支援を

行います。 

・新規就農者が、継続して農業を営むため

に必要な環境整備を行うとともに、農業

を営むための支援を行います。 

行政（市、県、国） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7rk_fWjsYCFUMrpgodxMkACQ&url=http://cc-library.net/010009477_free-illustraition/&ei=ji99Vd7sEcPWmAXEk4NI&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEN8rmbWtBMPfuGAcS5Q_L19a64bg&ust=1434353863634337
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＜具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI）＞   

（１）鎌ケ谷市の特性に応じた企業立地の促進 【商工振興課】 

企業が立地、集積し、雇用の場を創出することを目的として、企業誘致基本計画に基づい

て推進事業を行うことで、鎌ケ谷市の特性に応じた企業立地の促進を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

新たに立地した誘致企業数 ０件 ６件 

新たに立地した誘致企業の雇用従業員数 ０件 120人 

※目標値「６件」及び「120 人」は、５年間の誘致数及び雇用従業員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新たな雇用の創出及び場の整備 

①起業の促進 【商工振興課】

起業に関する支援制度を創設し、企業進出を促進することを目的として、商工業の振興及

び発展等に寄与し、且つ具体的な計画を有する新商品、新サービスを生み出す個人、法人等

を支援します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

創業支援事業申請件数 － ７件 

※ 目標値「７件」は、５年間の申請件数 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・コミュニティ・ベンチャー事業補助金活用促進事業 

・創業事業者支援事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

 

・企業誘致基本計画推進事業

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIDy1t_YjsYCFUTgpgodEZIAng&url=http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_743.html&ei=dTF9VcDjOMTAmwWRpILwCQ&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNH9vM3rwFg1aSPdP-ULzE4oMtaNeg&ust=1434354392189838
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②勤労者が働きやすい環境づくり 【商工振興課】 

多くの企業で、働く意欲のある人々が能力を発揮できるよう、安全で快適な労働環境を確

保することを目的として、職業相談員による職業紹介、ハローワークや事業主の方から提供

のあった求人情報の提示、紹介を行います。 

あわせて、仕事とともに家庭や地域生活でも充実した時間を持てるよう、国や千葉県等と

連携を図りながら、仕事と生活の双方の調和（ワークライフバランス）に向けた取り組みを

推進します。 

また、結婚や出産を機に離職した女性や高齢者、中高年の方々の雇用機会の確保を図ると

ともに、安定した雇用を創出することを目的として、性別や年齢を問わない就職相談等を通

じ、きめ細やかな就職支援を実施します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

就職人数 126人 150人 

セミナー開催数 １回 ２回 

 

 

・ 

・ 

 

 

 

 

③店舗情報の活用促進 【商工振興課】 

店の紹介による購買の促進や空き店舗の情報提供による空き店舗の活用促進を目的とし

て、集客に役立つ施設及び店舗の開店等、賑わいの創出を図るための店舗改修費の補助を行

います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

改装した店舗数 － 21軒 

※ 目標値「21 軒」は、５年間で改装した店舗数 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・中小企業支援事業 

・若者及び高齢者、中高年等就職支援事業 

・再就職支援セミナー開催事業

具体的な事業

 

・空き店舗情報検索システム活用促進事業 

・空き店舗活用事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDE7rbbjsYCFcUspgodAnEAgA&url=http://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/bank/news/2014/02/post_47.php&ei=RTR9VdCNJ8XZmAWC4oGACA&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNH5rOyMRjoKmwvTHx0Qhj6Z5naL3A&ust=1434355133442430
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnSnLPM98YCFUEppgodg6QJBw&url=http://free-designer.net/archive/entry51991.html&ei=YDG0VZkiwdKYBYPJpjg&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNEmnX7oL5kzB1neVa8lE_fC_iW4Og&ust=1437958782152140
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKC3od_N98YCFaUypgodW4IAJw&url=http://kids.wanpug.com/illust95.html&ei=yDK0VaCzMKXlmAXbhIK4Ag&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNGNNHgr3yA3a9mF4nII-oOgcmOA4A&ust=1437959140092234
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（３）農業を主とした地域産業の強化 

①地域産業の競争力強化 【農業振興課】 

市場動向に即した作物の生産や技術の向上によって、農業の共同化・競争力強化を推進す

ることを目的として、農業団体活動の推進により農業者が互いに持っている情報や技術の交

換を促します。また、農業経営改善計画の策定を推進します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

認定農業者数 45人 49人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②農産物ブランド化の推進 【農業振興課】 

新鮮・安心・安全な農産物を提供できるよう、鎌ケ谷産農産物のブランド化を目的として、

鎌ケ谷産農産物のブランド化に意欲的な農業者に対して、防除指針及び農薬の使用基準の遵

守を徹底したうえで、鎌ケ谷ブランド農産物認定農家・生産者団体認定の推進を図ります。 

また、鎌ケ谷市マスコットキャラクター“かまたん”を活用し、鎌ケ谷産農産物のＰＲ活

動を行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ブランド化認定数 ７団体 ８団体 

※ 目標値「８団体」は、５年後の認定数 

 

 

 

 

 

 

  

 

・認定農業者促進事業 

・農業団体育成事業

具体的な事業

 

・鎌ケ谷農産物ブランド農産物認定農家拡充事業 

・“かまたん”を活用した農産物ブランドＰＲ事業

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNunxb7WjsYCFahSpgod0bQAfQ&url=http://nogyo.ina-ka.com/&ei=Fy99VZvAIqilmQXR6YLoBw&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEOsOdvoHWw6o6D2qU7_-2YkXTYPg&ust=1434353761652387
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③農業経営基盤の強化 【農業振興課】 

持続的・効率的な農業経営を行うための農業経営基盤の強化を目的として、農地の有効利

用を確保するため、農地利用集積面積の堅持を図ります。 

また、効率的な農業ができる生産基盤を整え、適切な保全管理を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

農用地利用集積面積 70,529㎡ 70,529㎡ 

なし剪定枝リサイクル率 18.4％ 20.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④農家と市民の共存共栄・担い手の育成 【農業振興課】 

農業体験を通して農家と市民の相互理解を深め、共存共栄を図るとともに、安定した農業

経営を行うための担い手の育成を目的として、市民と農家の相互理解を深める場として市民

農園の利用を促進するとともに、関係機関と協力した援農ボランティアの育成を推進します。 

また、農業青少年クラブを通して若手農業者の育成を促進するとともに、新規就農者の拡

大に努めます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市民農園利用区画数  133区画 171区画 

援農ボランティア登録者数 54人 65人 

農業青少年クラブ会員数 22人 22人 

新規就農者数 － ５人 

※ 目標値「５人」は、５年間の新規就農者数 

 

 

 

 

 

  

 

・農地利用集積の周知及び啓発事業 

・果樹剪定枝等堆肥化事業

具体的な事業

 

・市民農園利用促進事業 

・援農ボランティア育成事業 

・農業青少年クラブ支援事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOzXrKnSjsYCFeEfpgod4xMAXQ&url=http://kids.wanpug.com/illust188.html&ei=uSp9VayXF-G_mAXjp4DoBQ&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNHhlQkbjgBDDxzqOOchwVY-CUGYMg&ust=1434352692305294
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（４）女性や高齢者、障がい者の就労支援 

①女性の就労支援・促進 【男女共同参画室】 

出産や子育てを機に退職したが、再就職したい、パート社員等から転職したいと考える女

性に対する就労支援を目的として、パソコンスキルアップ研修を実施し、女性の就労を支援

していくことで、雇用の際に必要とされる人材育成を図り、女性の就業率向上へと繋げてい

きます。   

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

研修受講者数 17人 100人 

研修受講者の就業率 － 全受講者数の 87.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者の就労支援・促進 【高齢者支援課】 

働く意欲のある高齢者が、培った能力や経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会

環境を整えていくための一助として、シルバー人材センターを活用した就労支援の充実を図

り、高齢者の就労を促進します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

シルバー人材センター会員数 460人 700人 

 

 

 

 

 

 

  

 

・女性の就職促進支援事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

 

・シルバー人材センター活用・就労促進事業

具体的な事業

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://rakushumi-kan.a.la9.jp/index/img/illust2018.png&imgrefurl=http://rakushumi-kan.a.la9.jp/&h=531&w=389&tbnid=bceji_M_0drtqM:&zoom=1&docid=R2p0buotZt--9M&ei=4NR8VbuCLYe68gXM1IGwCA&tbm=isch&ved=0CC4QMygSMBJqFQoTCLvyiLqAjsYCFQedvAodTGoAhg
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.age.st/~genkipla/soudan4.gif&imgrefurl=http://www.age.st/~genkipla/sj.htm&h=170&w=255&tbnid=GEJDIJg6yiUIfM:&zoom=1&docid=Hd21SawwGK8dCM&ei=H9V8VdbpJI3d8AW81YKICg&tbm=isch&ved=0CE0QMygnMCdqFQoTCJb1hdiAjsYCFY0uvAodvKoAoQ
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③障がい者の就労支援・促進 【障がい福祉課】 

就労を希望する全ての障がい者が、地域で安心して働けるよう支援することを目的として、

本人や保護者等からの就労希望に際して、障がいの種別や程度及び過去の就労経験などの情

報から、当該対象者に見合った就労移行支援事業所等の活用や、一般就労の障がい者枠での

雇用を促します。 

また、特別支援学校高等部卒業予定者に対し、安心な働き先・社会的生活が営める場など

が確保できるよう支援することを目的として、対象者の行動特性などについて、保護者、現

在所属する学校及び卒業校、児童福祉施設等からの情報を的確に集約します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

障がい者の支援割合（※） 100％ 100％ 

就労移行支援事業利用者数 29人 65人 

就労系福祉サービス事業所等から一般

就労への移行者数 
７人 21人 

※就労移行支援、就労継続支援Ａ型事業の利用者を含む就労中の障がい者及び今後これら

事業所の活用や一般就労を希望する障がい者 

 

 

 

 

 

  

 

・障がい者の就労移行支援事業

具体的な事業
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基本目標４ あらゆる世代の誰もが安心して暮らすことのできる、 

支え合いつながり合う地域づくり 

 

変化するニーズに対し、地域の連携により対応し、子どもからお年寄りまで、あらゆる世代の誰

もが安心して暮らすことのできる地域社会をつくります。 

 

成果指標 基準値 目標値 

自主防災活動実施回数 63回 120回 

自治会加入世帯数 29,308世帯 29,800 世帯 

 

＜施策の基本的方向＞ 

 

 

（１）生涯を通じて健康で生き生きと暮らせる地域づくり 

 高齢者や障がい者等が安心して自立した生活を送り、健康で自分らしく生きられる地域
社会を目指すため、地域での交流拠点整備や、地域活動支援センターの助成等を図ります。 

 また、交通弱者である高齢者や身体の不自由な方が利用しやすくなるようコミュニティ
バスの利便性の向上を図り、市内の公共交通網の再構築を行うとともに、住み慣れた地域
において安心して暮らすことができるよう、医療機関情報の収集・発信を行います。 

 

（２）地域コミュニティの強化と人材の育成 

 市民活動推進センターが中間支援組織的役割を担いながら、地域の多様な主体（市民公
益活動団体やボランティアセンター、自治会、学校、企業等）の特性を活かした連携を積
極的に推進することで、地域課題の解決を図ります。 

 また、自治会活動についてのＰＲを行い、自治会加入世帯及び加入率の増加に取り組む
ことで、地域の連携と活性化を図ります。 

 さらに、青少年が社会性や社会規範を身につけるよう健全育成に取り組むとともに、青
少年の非行の早期発見・早期指導に取り組みます。 

 

（３）快適で暮らしやすいまちづくり 

 誰もが安心して快適に暮らせる生活環境を維持するため、公共施設や空き家など既存ス
トックのマネジメントの強化を図るとともに、安全でゆとりある道路整備や公共交通網の
充実、安心して暮らせる治水対策などの取り組みを進めていきます。 

 また、低炭素まちづくり等を推進するため、再生可能エネルギーを活用し、災害に強い
分散型エネルギーシステムの普及を図ります。 

 

（４）安全に暮らせる地域づくり 

 安全で安心なまちづくりを推進するため、市民と行政（自助・共助・公助）が一体とな
った防災・防犯活動が展開できるよう、地域住民の活動の充実強化を図ります。 

 また、平常時より地域における自助及び共助を培い、災害に対する減災意識の向上を図
るため、災害発生時の要援護者の避難支援体制を確立します。 

 さらに、消防団の充実強化を計画的に推進することで、年々減少している災害活動に従
事する消防団員数を維持します。 
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＜役割分担＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・自らの知識や技能を活かしながら社会

参加するとともに、進んで健康管理を

行います。 

・地域の課題を認識し、自治会活動や市

民活動に積極的に参加します。 

・環境に対する理解を深め、暮らしやす

い地域づくりに積極的に取り組んでい

きます。 

・防災・防犯に対する正しい認識や理解

を深め、自助・共助に取り組みます。

市民（市民、事業所、地域、団体）  

・あらゆる世代の誰もが安心して生き生

きと暮らすことのできるよう、交流拠

点の整備や支援の充実を図ります。 

・自治会活動や市民活動への積極的な支

援を行うとともに、多様な主体を繋げ

る人材を育成します。 

・市民が安心して快適に暮らすことがで

きるよう、生活環境の整備を図ります。 

・様々な機会を通じて、防災・防犯に関

する意識啓発を図ります。 

行政（市、県、国） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7rk_fWjsYCFUMrpgodxMkACQ&url=http://cc-library.net/010009477_free-illustraition/&ei=ji99Vd7sEcPWmAXEk4NI&bvm=bv.95515949,d.dGY&psig=AFQjCNEN8rmbWtBMPfuGAcS5Q_L19a64bg&ust=1434353863634337
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＜具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI）＞ 

（１）生涯を通じて健康で生き生きと暮らせる地域づくり 

①いきいきとした高齢社会の形成 

（ア）地域活動への参加支援 【高齢者支援課】 

高齢者を地域に支えてもらう存在から地域を支えていく存在へと位置付け、地域と接する

機会を増加させることは、外出を促し、閉じこもりや認知症対策などの介護予防の一助とな

ります。また、地域と密に繋がっていくことで、支援が必要な高齢者の早期発見等に期待で

き、「高齢者の見守り」にも重要な役割を持つものとなることから、地域でのコミュニティ

活動の活性化を目的として、地域での交流拠点としての老人の憩の家の開設を支援します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

老人憩の家等の設置数 ６ヶ所 11ヶ所 

※ 目標値「11 ヶ所」は、５年後の設置数 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）生きがいづくりの推進 【高齢者支援課】 

生きがいや趣味を持つことは、いつまでも自分らしく暮らしていくための重要な要素とな

り、介護予防にも大きな効果を期待することができます。また、活動を通して、世代間交流

や交友関係等の形成により、新たな経験を積んでいくことは、高齢期を過ごすひとつの楽し

みとして活力を生むものとなることから、高齢者が、健康で生きがいを持って暮らしていく

ことができることを目的として、高齢者の憩いの場として、社会福祉センターの活用や、老

人クラブの支援等を行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

趣味や習い事などをしている高齢者の

割合（高齢者アンケート） 
78.1％ 増加 

 

 

 

 

  

 

・老人憩の家整備及び維持管理補助事業 

具体的な事業

 

・社会福祉センターの活用推進事業 

・老人クラブ支援事業 

・世代間交流の充実 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbFmqLyjsYCFQJ-vAod7IUAlA&url=http://kids.wanpug.com/illust110.html&ei=OEx9VabJFIL88QXsi4KgCQ&psig=AFQjCNF7Z9SCxgp8cFPoleYxAUeMIQ8Hcw&ust=1434361243397037


43 

 

②社会参加に向けた障がい者福祉の推進 【障がい福祉課】 

障がい者が地域社会で安心して暮らすことができるためには、障がい者に対する正しい理

解と協力や地域で障がい者を支えるしくみが必要です。 

    このため、地域生活を支援する各種サービスの充実、災害時等における避難・救助体制の

構築、地域での生産活動や社会との交流を目的とした地域活動支援センターへの支援を図り

ます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

地域活動支援センター利用者数 38人 65人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③コミュニティバスの利便性向上 【都市政策室】 

市の公共交通機関として、子どもからお年寄りまで利用できるようコミュニティバスの利

便性を向上させ、利用の促進を図ることで、地域コミュニティの維持及び活性化を目指しま

す。また、高齢者や身体の不自由な方が利用しやすくなるよう低床型の小型ノンステップバ

スの導入を検討するとともに、市内の公共交通網を再構築することで、市内のネットワーク

形成を行います。  

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市内路線バス、コミュニティバス利用者 74,000人 100,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・小型ノンステップバス導入事業  

・地域公共交通網形成計画策定事業 

・コミュニティバス運行助成事業 

具体的な事業

 

・地域活動支援センターⅢ型施設運営助成事業

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_1094.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLz39fbP98YCFQEipgodrdwMpA&url=http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/jinken/jinken/keihatsu/kigyo/syougaisyanojinken.html&ei=EzW0VfyhEYHEmAWtubOgCg&psig=AFQjCNFJk17rBNPPfubEkx9VShQitwsRbg&ust=1437959727978726
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④かまがや安心医療ナビの設定 【健康増進課】 

自分や家族に合った、かかりつけ医を持って、住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きることを目的とし、鎌ケ谷市のホームページに、「かまがや安心医療ナビ」のコーナーを

設定して、市内を中心に近郊地域までの医療機関情報を定期的に収集し、情報提供として発

信します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

子育て世代でかかりつけ医がある人の

割合 
29.4％ 50％ 

 

 

 

 

 

 

  

 

・「かまがや安心医療ナビ」啓発事業 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2014/11/blog-post.html
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（２）地域コミュニティの強化と人材の育成 

①地域の多様な主体による連携の強化 【市民活動推進課】 

（ア）市民公益活動団体の紹介及び連携 

多様な主体間の連携の推進を目的として、市民活動に係る専門知識を持った相談員の設置

や連携の相手となる市民公益活動団体の紹介などの啓発用資料の作成及び配布を行うこと

で、多様な主体間の連携を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市民活動相談件数  30件 50件 

啓発用資料配布数 － 2,000部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）多様な主体間の連携を推進する人材の育成 【市民活動推進課】 

多様な主体間における連携を推進する人材を育成することを目的として、多様な主体間の

連携の推進に必要なスキルなどを学ぶ講座を開催し、人材育成を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

講座開催数  ５回 ７回 

※ 基準値は、過去５年間の講座回数の平均数 

 

 

 

 

  

 

・市民活動相談事業 

・市民公益活動団体紹介資料作成事業 

・市民活動啓発事業

具体的な事業

 

・多様な主体間の連携推進に係る人材育成事業

具体的な事業

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-V7cCnffuxU4/VA7mMxWvgQI/AAAAAAAAmMU/P44jXqj67Fs/s450/benkyoukai_kunrenkou.png&imgrefurl=http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-kyouiku/syakai-index.html&h=357&w=450&tbnid=uZSGRx81V2d2gM:&docid=pad9prvyRE4mvM&ei=fze0VaXwDeO_mwW4iIC4BA&tbm=isch&ved=0CCgQMygNMA1qFQoTCOWrxJ7S98YCFePfpgodOAQARw
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②自治会加入促進対策の推進 【市民活動推進課】 

市民が自治会活動に積極的に参加することを目的として、広報かまがや、ＨＰ及びパンフ

レット等の作成により自治会活動に関する情報を周知します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

パンフレット等配布件数 4,000件 6,000件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③青少年の育成及び活動を支援する地域づくり 

（ア）青少年の育成指導体制の充実 【生涯学習推進課】 

学校、家庭、地域社会、行政が相互に連携し、青少年の健全育成を図ることを目的として、

青少年関係団体の自主的な活動促進及び、団体活動の奨励及び活動支援を行います。 

また、体験活動及び指導者研修会を通し、青少年リーダーを育成します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

青少年団体会員数 1,267人 1,300人 

                  ※ 基準値は、過去５年間の会員を平均した人数 

 

 

 

 

※ 協議会：「子ども会育成会連絡協議会」、「スカウト連絡協議会」、「青少年相談員連絡協

議会」、「青少年育成各中学校区推進委員会」など

 

  

 

・自治会ＰＲパンフレット等作成事業 

具体的な事業

 

・協議会等活動支援事業（※） 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIu09vrV98YCFUccpgodsY0OfA&url=http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_4352.html&ei=Zju0VYvpEce4mAWxm7rgBw&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNHF0WMHtBlrssXmRlN8XrI2Szv6qg&ust=1437961437286305
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（イ）青少年の社会参加・体験活動の機会づくり 【生涯学習推進課】 

青少年が社会体験や人びととの交流を通じて社会性や社会規範を身につけ、自立心や思い

やりの心を培うことを目的として、学校や地域での生活を豊かにし、様々な社会体験・自然

体験の機会を提供します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

青少年社会参加・体験活動参加者数  6,734人 7,000人 

※ 基準値は、過去５年間の参加者を平均した人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）青少年非行防止対策の推進 【生涯学習推進課 青少年センター】 

家庭、学校、地域が連携して非行の早期発見・早期指導に取り組むことを目的として、学

校、地域、関係機関からの情報をもとに、非行や不審者等に対する積極的なパトロールを実

施し、青少年の非行防止対策の推進を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市内パトロール回数 330回 330回 

         ※ 基準値は、平成 21年度～平成 25年度の実績数を平均した回数 

 

  

 

・元気っ子ゼミナール事業 

・北海道ファームステイ事業 

・士幌町受入事業 

・オーバーナイトハイキング等の青少年相談員連絡協議会との共催事業 

・青少年育成学区推進委員会による夏まつり、バス研修等事業

具体的な事業

 

・青少年センター運営協議会実施事業 

・環境浄化活動実施事業 

・青少年非行防止パトロール等事業 

（実施例：「計画補導」、「夜間補導」、「一斉パトロール」、「広域列車パトロール」） 

具体的な事業
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（３）快適で暮らしやすいまちづくり 

①安全でゆとりある道路の整備 

（ア）道路網の整備及び安全で快適な道づくり 【道路河川整備課】 

道路利用者の安全性・利便性の向上をはかり、交通渋滞を緩和することを目的として、市

内の主要市道の道路改良や歩道整備、交差点の改良等を行います。 

また、市民が安全で安心して移動できるよう、バリアフリー型の歩道整備や、ゆとりのあ

る道路では、自転車の通行や、植樹帯による緑の創設を含めた道路整備を進めていきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

都市計画道路整備延長 12,169ｍ 13,489ｍ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

（イ）生活道路の整備 【道路河川管理課、道路河川整備課】 

  地域住民の利便性と生活道路の向上を図るため、市道の傷んだ舗装の打ち換え、道路改良、

側溝の設置等を実施するとともに、その構造、個別的要因から維持修繕工事を実施すること

で、機能管理を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

一般市道整備延長（※） 1,926ｍ 2,820ｍ 

※ 平成 23 年度からの整備延長 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

・主要市道整備事業 

・交差点改良事業 

・新鎌ケ谷西側地区都市計画道路整備事業 

・都市計画道路３・４・１０中沢北初富線整備事業 

・都市計画道路３・４・５号線船橋我孫子バイパス線整備事業 

具体的な事業

 

・一般市道整備事業 

・道路維持・補修事業 

・私道整備事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.jehdra.go.jp/goannai.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bTeiVeSBCYrP0gTk4ZuoBQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEaEO_9SCu9saIXWNy5YekH4-7QdA
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmQjd7d98YCFaLnpgodAlYHEA&url=http://cc-library.net/010010300_free-illustraition/&ei=jUO0VYmWFKLPmwWCrJ2AAQ&psig=AFQjCNFVu2iJ3csIC-aR-wmiQRm7hr-8Ug&ust=1437963509713426
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②公共交通網の充実 【都市政策室、道路河川整備課】 

交通ネットワークの充実により、地域連携による活力ある経済・生活圏の形成を図ります。 

また、市内外との交流・連携を促進するとともに、市民の安全・安心を支えるために、新

京成線高架による市内交通渋滞の緩和、広域幹線道路である北千葉道路や都市計画道路の整

備を促進し、公共交通手段の確保を図るなど、交通基盤を整備・維持していきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

新京成線連続立体交差事業進捗率            55.4％ 100％  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ③安心して暮らせる治水対策 【道路河川管理課、道路河川整備課】 

    河川・水路等の整備が進み、市民が水害に対し、安心して生活が出来ることを目的として、

河川・水路及び地域排水の流末を確保するとともに、河川、水路、貯留池の整備及び適切な

維持管理を行います。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

浸水面積 124.5ha 122.0ha 

 

 

 

 

 

   

  

 

・新京成線連続立体交差事業 

・北千葉道路整備事業 

・国道 464号粟野バイパス線事業 

・都市計画道路整備事業（前述） 

具体的な事業

 

・準用河川整備事業 

・地域排水整備事業 

・雨水貯留池整備事業 

・河川水路整備事業 

・流域環境整備事業 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrPxabi98YCFWLYpgodrkUAsQ&url=http://dp22243462.sitemix.jp/%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8/10-2/&ei=Vki0VbrMPOKwmwWui4GICw&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNHBfSMLySpIodEq5PeUCGp51U_8TQ&ust=1437964757270411
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOL_x9Dj98YCFegbpgodrQUJig&url=http://matome.naver.jp/odai/2128825732539662301/2128826023239708103&ei=u0m0VaK2Iei3mAWti6TQCA&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNFaV_4-DdbkFzXMihIGozs212lppA&ust=1437965067112031
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  ④既存ストックマネジメントの強化 

  （ア）公共施設の長寿命化の推進 【契約管財課ほか】 

    公共施設の長寿命化を図るため、「公共施設の長寿命化に関する基本方針」に基づき、事

前の改修を行い、予防保全を図ります。 

特に、市庁舎については、耐震性能の確保を図り、防災拠点の機能の維持及び施設の安全

性の向上を図ることを目的として、免震化工事を行います。 

さらに、公共施設の最適な配置の実現を目指すため、公共施設等の全体の状況を把握し、

長期的な視点を持って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うため、「公共施設等総

合管理計画」を策定します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市庁舎免震工事進捗率 1.4％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）木造住宅の耐震化の推進 【建築住宅課】 

地震に対する木造住宅の安全性の向上など、市民が安全・安心に居住できる住環境を整備

することを目的として、無料耐震相談会や派遣相談を行い、旧耐震基準の木造住宅所有者等

に耐震化への啓発を行います。 

また、耐震改修の一層の向上を図るため、耐震改修工事等への補助を行い、住環境への整

備へ繋げていきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

無料耐震相談会 ５回 ５回 

耐震診断補助 ３件 20件 

耐震改修補助 ３件 10件 

 

 

 

 

 

 

・住宅耐震改修促進事業 

具体的な事業

 

・市庁舎免震改修事業 

・公共施設等総合管理計画策定事業 

具体的な事業

http://2.bp.blogspot.com/-xc9SjebdrCE/U9zByOlJzsI/AAAAAAAAjng/htMmQjPRgl4/s800/jishin_tsuyoi.png
http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_563.html
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（ウ）空き家などの活用及び対策の促進 【建築住宅課、企画政策室】 

適切な管理が行われていない空き家等が与える深刻な影響から市民の生活環境を守ると

ともに、利用可能な空き家の活用促進を図ることを目的として、空き家等の実態把握を行い

ます。 

また、市内部の関係部局による連携体制等実施体制を整備し、空き家等対策を進めるとと

もに、有効活用に必要な各種取組を推進していきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

改修助成利用件数 － 10件 

空き家等対策計画の策定 － １ 

※ 目標値「10 件」は、５年間の利用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・空き家等対策計画策定事業  

・空き家バンク【庁内活用版】推進事業  

・空き家改修助成事業 

※ 平成 27 年度「地方創生先行型交付金活用事業」 

具体的な事業

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmJvfPj98YCFcHopgodGlQNuQ&url=http://www.xn--cckyb8ika7450e78m704d6wf.com/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%81%A8%E7%81%AB%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%EF%BC%9F/&ei=BEq0Vfn3LsHRmwWaqLXICw&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNFAqMv7Fse99h6HlyUZiJz97cBLRQ&ust=1437965172585008
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6NmJfk98YCFcQhpgodOHwNww&url=http://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_6568.html&ei=T0q0Vc6pKMTDmAW4-LWYDA&bvm=bv.98717601,d.dGY&psig=AFQjCNEJALtseMJFmsDBbsHwuYDvWIyUcg&ust=1437965254901928
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⑤再生可能エネルギー利用の推進 【環境課】 

エコ住宅の普及、公共施設、事業所、施設園芸農家などでの再生可能エネルギー発電施設

設置促進のために、補助金制度の拡充、屋根貸し事業を推進するとともに、市内での再生可

能エネルギーの賦存量調査（※）を行うなど各主体が実施しようとする事業の基礎的な資料

を収集していきます。 

また、再生可能エネルギー及び省エネルギーの普及を図るため、環境学習、環境講座の啓

発事業を実施していきます。 

さらに、市民・事業者・市の各主体が相互に連携し合い、再生可能エネルギー利活用によ

り豊かな地域となるような協働が行われることを目的として、市民等の出資により再生可能

エネルギー事業を行う市民ファンドの創生や市民、事業者、専門家等からの意見や事業提案

の集約を行う協議組織の設置を検討していきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

再生可能エネルギー設備設置補助件数 408件 900件 

環境学習・環境講座参加者数 110人 120人 

再生可能エネルギー設備設置数 

（公共施設数） 
４ヶ所 ５ヶ所 

 

 

 

 

 

 

※再生可能エネルギー施設の設置可能面積等から理論的に算出することができるエネルギー

資源の量。この賦存量を調査することにより、本市域に適する再生可能エネルギー（太陽

光や水力など）発電設備の導入促進を図ります。 

  

 

・住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置促進事業 

・再生可能エネルギー利用・普及等推進事業  

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_3972.html
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（４）安全に暮らせる地域づくり 

①防犯体制の充実強化及び防犯意識の高揚 【安全対策課】 

防犯パトロール活動など地域住民が中心となった防犯活動により、安心で安全なまちづく

りを推進することを目的として、自主パトロール隊の活動が困難な時間帯に、市がパトロー

ルを実施することで、市民が安心して暮らせる環境整備を図ります。 

また、防犯知識を普及し、市民一人ひとりの防犯意識を高めることで、犯罪を抑止し、安

心で安全なまちづくりを推進することを目的として、市・警察・防犯協会との協働による防

犯サテライト事業を実施し、防犯知識や防犯意識の高揚を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

夜間防犯パトロール実施回数 260回 260回 

防犯サテライト事業参加者数 200人 300人 

 

 

 

 

 

 

 

②自主防災活動の充実強化及び防災意識の高揚 【安全対策課】 

自主防災組織加入住民の防災意識を向上させるとともに、自主防災活動を活性化させるた

め、それぞれの組織が抱えている課題を抽出し、今できる活動は何か、将来に向けてどのよ

うなことをしていくのかを整理し、組織のレベル（成熟度）を確認し、助言、指導していき

ます。 

また、防災訓練や防災講話などの機会を捉え、「自助、共助の重要性」や「訓練を繰り返

し行う大切さ」を啓発し、組織の防災活動の充実を図ります。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

段階（レベル）把握団体数 － 92団体 

自主防災訓練実施団体数 63団体 65団体 

※ 目標値「92 団体」は、５年間で把握する団体数 

 

 

 

 

 

 

  

 

・自主防災活動チェックリスト作成事業 

・自主防災活動推進事業 

・自主防災訓練実施事業 

具体的な事業

 

・夜間防犯パトロール事業 

・防犯サテライト事業（６つの全コミュニティエリアを対象） 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_9137.html
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③災害時要援護者避難支援体制の整備 【社会福祉課】 

災害時要援護者の自助・地域（近隣）の共助を基本とし、災害時要援護者への避難支援体

制の整備を図り、地域の安全・安心体制を強化することを目的として、災害時要援護者避難

支援計画に基づく、「災害時要援護者リスト」を整備します。 

また、災害時要援護者一人ひとりの計画を定める「個別計画」を作成し、地域の方々と共

有することにより、地域での支援体制づくりを進めていきます。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

要援護者個別計画登録者数 512人 700人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④消防団員の環境整備及び広報活動の強化 【警防課】 

人口減少・少子高齢化に伴い、年々減少している災害活動に従事する消防団員の確保を目

的として、地域住民に理解と協力を得られるよう広報活動を行い、消防団員の確保に繋げま

す。 

また、消防団員の安全確保を目的として、平成２５年１２月に施行された「消防団を中核

とした地域防災力の充実強化に関する法律」に基づき、活動服等必要な装備品を計画的に導

入及び更新します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

消防団員数 160人 160人 

広報誌及び募集チラシの配布数 6,000部 9,000部 

 

 

 

 

 

 

  

 

・災害時要援護者避難支援制度周知事業 

・災害時要援護者リスト整備事業 

・要援護者個別計画登録者推進事業

具体的な事業

 

・消防団活動広報誌等作成事業

・消防団装備品整備事業 

具体的な事業

http://www.irasutoya.com/2015/01/blog-post_784.html
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 ５ 総合戦略の推進にあたって 

 

（１）全庁体制による施策の推進 

 本市では、人口ビジョン及び総合戦略の策定にあたり、「鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦

略検討会」及び庁内関係課の所属長が参画する「鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会」

を設置しています。この全庁体制を戦略の推進段階においても継続して機能させることとし、

実効性のある施策の推進を図ります。 

 

（２）市民、関係機関等との協働による推進 

 総合戦略の推進にあたっては、市民や企業、団体と市が協力して取り組んでいくことが重要

です。各主体それぞれが人口減少に関する基本認識を共有し、相互の連携・協力により、前向

きに取組を推進します。 

 

（３）国、県との連携 

 総合戦略の目標を実現するため、国、県との連携を図るとともに、地方創生に関する各種制

度を積極的に活用し、総合戦略の推進を図ります。 

 

（４）他市町村との連携 

 周辺市町村との意見交換や連携により、総合戦略の取組の推進を図ります。 

 

（５）数値目標による進捗管理 

 「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる各施策を着実に実施していくととも

に、総合戦略で定めました施策の効果を検証するため、数値目標による進捗の管理を行います。 

具体的には、本市で既に導入・実施している行政評価制度を活用し、各基本目標及び施策に

設定した成果指標や重要業績評価指標を基に、点検・評価を行ってまいります。 

また、効果検証に際しては、その妥当性や客観性を担保するため、「鎌ケ谷市総合戦略等検

討委員会」を年に１回程度開催し、施策の効果を検証します。 

なお、その検証の結果を踏まえた施策等の見直しについては、国、県の施策や動向の変化を

踏まえ、必要に応じて総合戦略を改訂してまいります。 
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  参考資料 

 

（１）総合戦略の策定経過 

 

 

２月５日 
『「まち・ひと・しごと創生法」に基づく、鎌ケ谷市「地方人口ビジョン」

及び「地方版総合戦略」の策定に係る方針』策定 

２月９日 「鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会設置規程」制定 

２月１０日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第１回会議 

   １８日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第１回会議 

２月１８日 

～３月２０日 

「鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略策定に係る基本目標及び実施事業

等の検討」庁内依頼 

 ４月１３日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第２回会議 

５月１日 「地方への新しいひとの流れをつくる」チーム会議 

５月７日 

「時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域

を連携する」チーム会議 

「地方における安定した雇用を創出する」チーム会議 

５月１１日 「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」チーム会議 

 ５月１３日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第３回会議 

 ５月２６日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第２回会議 

 ５月２７日 鎌ケ谷市地域活性化推進チーム会議① 

５月２８日 

～６月１０日 
「総合戦略に位置付ける新規の施策の検討」庁内依頼 

５月２８日 

～６月１２日 

「結婚・出産・子育てに関するアンケート」、「転入者アンケート」、 

「転出者アンケート」実施 

６月２４日 鎌ケ谷市地域活性化推進チーム会議② 

 ６月２５日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第４回会議 

 ６月３０日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第３回会議 

 ７月１６日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第５回会議 

７月１６日 「鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会設置要綱」制定 

 ７月２８日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第４回会議 

  ８月６日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略作業部会 第６回会議 

 ８月１１日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第５回会議 

 ８月２５日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第６回会議 

 ８月２７日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第７回会議 

 ９月１日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会  第８回会議 

 ９月７日 政策会議① 

 

平成２７年（２０１５年） 
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 ９月１７日 政策会議② 

９月２４日 
「鎌ケ谷市人口ビジョン（案）」及び「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生

総合戦略（案）」決定 

９月２９日 庁内説明 

９月３０日 市政報告会 

１０月１日 

～１０月３０日 
パブリックコメント 

１０月６日 
鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会委嘱状交付式 

鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会 第１回会議 

１０月２８日 鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会 第２回会議 

１１月１０日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会 第９回会議 

１１月１６日 連絡会議 

１１月１７日 鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会 第３回会議 

１２月１５日 鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会 第１０回会議 

１２月２１日 政策会議③ 

１２月２５日 
「鎌ケ谷市人口ビジョン」及び「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」決定 
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（２）鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会（審議会） 

①鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会設置要綱（平成２７年７月１６日 告示第８９号） 

（設置） 

第１条 本市の今後５か年の目標、施策の基本的方向及び具体的施策をまとめた鎌ケ谷市総

合戦略並びに人口の現状及び将来の展望を提示する鎌ケ谷市人口ビジョンの策定等を行

うため、鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 鎌ケ谷市総合戦略の策定に関すること。 

（２） 鎌ケ谷市人口ビジョンの策定に関すること。 

（３） 鎌ケ谷市総合戦略の効果及び検証に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、鎌ケ谷市総合戦略及び鎌ケ谷市人口ビジョンの策定等

に関し必要なこと。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 自治会、産業団体、官公庁、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関等から推薦

を受けた者 

（２） 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が会議の

議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会は、第２条に規定する所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員

以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（会議の公開） 

第７条 会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、

この限りでない。 
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（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、鎌ケ谷市総合戦略担当課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

 

②委員名簿 

機関名 役職 氏名 

東京成徳大学 
人文学部観光文化学科 

教授・学科長 
◎秋山 秀一 

鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事（副会長） ○菅野 勝利 

鎌ケ谷市商工会 理事、商工会女性部長 松林 百合子 

新京成電鉄株式会社 経営企画室課長 小島 太朗 

株式会社北海道日本ハム 

ファイターズ 
首都圏事業部ディレクター 足立 達昭 

とうかつ中央農業協同組合 

（ＪＡとうかつ中央） 
鎌ケ谷支店長 駒林 康一 

京葉ガス株式会社 
ホームサービス部 

北部センター所長 
久能 剛一 

鎌ケ谷市医師会 片桐内科医院長 片桐 博子 

千葉県東葛飾地域振興事務所 所長 布施 高広 

鎌ケ谷市立第五中学校 校長 山田 圭子 

株式会社千葉銀行 鎌ケ谷支店長 坂元 晋二 

連合千葉東葛地域協議会 

松戸・鎌ケ谷地区連絡会 
事務局長 倉島 哲也 

株式会社千葉日報社 編集局地方部市川支局長 篠塚 紀子 

子育て支援コーディネーター 
鎌ケ谷市プロジェクト 

マネージャー 
榎本 美紅 

◎＝委員長、○＝副委員長 
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  ③審議経過の概要 

 

  平成２７年度 鎌ケ谷市総合戦略等検討委員会 

会議 開催日 概要 

第１回 １０月６日（火） 

・委嘱状の交付 

・委員長・副委員長の選出 

・「鎌ケ谷市人口ビジョン（案）」について 

・「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」について 

・市からの依頼について 

（第２回検討委員会の意見交換にあたって） 

第２回 １０月２８日（水） 

・「鎌ケ谷市人口ビジョン（案）」について 

・「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」について 

・次回の検討委員会について 

第３回 １１月１７日（火） 

・「鎌ケ谷市人口ビジョン（修正案）」について 

・「鎌ケ谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略（修正案）」につ

いて 

・今後の進め方について 
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（３）鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会（庁内会議） 

①鎌ケ谷市人口ビジョン及び総合戦略検討会設置規程（平成２７年２月９日 訓令第１号） 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３５号）に基づき、鎌ケ谷市の地

方人口ビジョン及び地方版総合戦略（以下「戦略等」という。）を策定するため、鎌ケ谷

市人口ビジョン及び総合戦略検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

ころによる。 

（１） 地方人口ビジョン 地方公共団体における人口の現状を分析し、人口に関する地域

住民の認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示するものをいう。 

（２） 地方版総合戦略 地方人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた今後５か年の目

標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるものをいう。 

（３） 各所属長 鎌ケ谷市行政組織規則（昭和６１年鎌ケ谷市規則第２０号）第３条に規

定する課の長、鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則（平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第

１３号）第１４条に規定する課及び会館の長並びに鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則

（昭和６１年鎌ケ谷市規則第１０号）第２条に規定する課の長をいう。 

（所掌事項） 

第３条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 戦略等の策定に必要な事項の情報収集、調査及び研究に関すること。 

（２） 戦略等の骨子案及び計画素案の策定に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、戦略等の策定に関し必要なこと。 

（委員の構成） 

第４条 検討会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

（１） 総務企画部長 

（２） 総務企画部次長 

（３） 市民生活部次長 

（４） 健康福祉部次長 

（５） 都市建設部次長 

（６） 生涯学習部次長 

（７） 消防本部次長 

（８） 農業委員会事務局長 

（９） 企画財政課長 

（１０） 総務課長 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、総務企画部長の職にある者を、副委員長は、総務企画部次長の職にある者

をもって充てる。 
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３ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（検討会の会議） 

第６条 検討会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 検討会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 検討会の会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決

するものとする。 

（検討会の会議における意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要に応じ、検討会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

（庁議の付議） 

第８条 委員長は、第９条に規定する作業部会から第１４条の規定による報告を経た戦略等

の素案を了承したときは、その素案を鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則（平成

３年鎌ケ谷市規則第２８号）第６条に定める政策会議に付議するものとする。 

（作業部会） 

第９条 検討会に作業部会（以下「部会」という。）を置く。 

（部会員の構成） 

第１０条 部会の会員（以下「部会員」という。）は、別表に掲げる職にある者又はこれに

相当する職にある者をもって充てる。 

（部会長及び副部会長） 

第１１条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、企画財政課企画政策室長の職にある者をもって充て、副部会長は、部会長が

指名した者とする。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（部会の会議） 

第１２条 部会の会議は、部会長が議題に応じ、部会員の全部又は一部の者を招集し、議長

となる。 

（部会の会議における意見の聴取） 

第１３条 部会長は、必要に応じ、部会の会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

（検討会への報告） 

第１４条 部会長は、第３条各号に掲げる所掌事項について調査検討をするとともに、戦略

等の計画素案の策定を行い、その結果を検討会に提出し、報告するものとする。 

（協力体制） 

第１５条 検討会又は部会は、必要に応じ、各所属長に対して、資料の提供その他必要な協

力を求めることができる。 
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２ 各所属長は、委員会又は部会の運営に積極的に協力しなければならない。 

（庶務） 

第１６条 委員会及び部会の庶務は、企画財政課企画政策室において処理する。 

（委任） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

附 則 

この訓令は、令達の日から施行する。 

 

別表（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企画財政課企画政策室長 

環境課長 

農業振興課長 

商工振興課長 

市民活動推進課長 

市民活動推進課男女共同参画室長 

安全対策課長 

社会福祉課長 

障がい福祉課長 

こども支援課長 

幼児保育課長 

高齢者支援課長 

健康増進課長 

都市計画課都市政策室長 

公園緑地課長 

学校教育課長 

生涯学習推進課長 

文化・スポーツ課長 

警防課長 
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（４）成果指標・重要業績評価指標（KPI）一覧 

 

頁 

基本目標 
基準値 

（直近） 
目標値 成果指標 

施策名 重要業績評価指標（KPI） 

基本目標１ 人々が交流・定着する、魅力あふれるまちづくり 

10 社会増加数（転入者数-転出者数） ‐55人 1,000人 

12 

都市のブランド化の創設及

び推進 
ブランドWEB閲覧件数 － 20,000件 

地域活性化の推進 地域活性の情報発信回数 22回 33回 

13 

都市軸及び近隣商業拠点の

整備促進 
新鎌ケ谷駅乗降客数（１日あたり） 95,703人 98,400人 

観光の振興 観光入込客数 250,000人 310,000人 

14 

快適な公園・緑地環境の整備 市民一人当たりの公園面積 2.9㎡/人 3.5㎡/人 

市民参加型による桜の植樹

の推進 

桜の植樹数 － 74本 

桜の開花時期の来園者数 7,700人 8,500人 

15 

きらりホールを活用した市

民文化の創造 
きらりホール利用による満足度 － 80% 

多様な市民文化活動の推進 市民文化祭参加団体数 129団体 138団体 

16 

市民参加型スポーツイベン

ト等の実施 

市民参加型スポーツイベント等の主

要行事の参加人数 
7,000人 7,700人 

北海道日本ハムファイター

ズ等におけるスポーツイベ

ントの協力  

北海道日本ハムファイターズ等のス

ポーツイベント参加人数  
2,800人 4,800人 

17 

他自治体との資源共有化と

連携強化 
イベント開催数 － 5回 

情報発信の強化 市ホームページ閲覧件数 411,490件 450,000件 

基本目標２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり 

18 合計特殊出生率 1.33 1.60  

20 

児童センター等の子育て環

境の整備 

つどいの広場参加人数 14,239人 21,924人 

児童センター等総利用人数  118,164人 120,000人 

保育園等の子育て支援の推

進 
地域の子育て支援事業参加人数 3,685人 4,000人 
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頁 

基本目標 
基準値 

（直近） 
目標値 成果指標 

施策名 重要業績評価指標（KPI） 

21 

子育て支援策の連携及びＰ

Ｒ戦略の強化 

子育て支援コーディネーター（利用

者支援事業）の設置数 
－ １ヶ所 

子育てガイドブック等の配布数 － 4,000部 

就学前の子どもに関する教

育・保育サービスの充実 

保育園利用定員数 1,210人 1,415人 

病児保育事業実施施設数 － １ヶ所 

22 

放課後等における子どもの

健全な育成支援 

放課後児童クラブ利用可能人数 502人 698人 

体験した児童・保護者の満足度 － 80% 

ひとり親家庭に対する情報

提供 
メールマガジン登録人数  － 300人 

23 こども発達支援の強化 リーフレット配布数 － 1,000部 

24 

結婚や子育てを応援する街

のＰＲ 
記念証の交付数 － 

窓口届出の

60％ 

若者世代の就職支援 セミナー開催数 1回 2回 

25 
子ども医療費助成の推進 子ども医療費助成件数 174,958件 183,000件 

保育料等の軽減 就学時前の児童数 5,448人 増加 

26 

ファミリー・サポート・セン

ター事業の充実 

援助活動件数 1,718件 2,200件 

提供会員数 179件 200人 

助成件数 － 300件 

養育支援の推進 訪問実人数 23人 40人 

27 

妊産婦・支援ニーズの高い妊

産婦への支援強化 

こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問

者割合 
89.8% 90% 

事業等で把握した支援ニーズの高い

妊産婦へ支援を行った割合 
100% 100% 

妊娠初期からの妊娠・出産・育児に

関する情報提供を行った割合 
－ 100% 

子育て環境の周知  
夜間休日の急病診療を知っている人

の割合 
79.5% 85% 

28 ライフデザインの推進 ライフデザイン手帳の配布数 － 新成人の70％ 

29 
特別支援教育・教育相談の充

実  

教育環境満足度 16.1% 20% 

特別支援学級満足度 － 70% 

全小中学校のパソコンリニューアル

数 
787台 1,122台 
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頁 

基本目標 
基準値 

（直近） 
目標値 成果指標 

施策名 重要業績評価指標（KPI） 

30 

放課後における学習支援の

充実及び放課後子ども教室

の推進 

学習支援を行う学校地域支援本部数  － 8校 

放課後学習ボランティア数 － 40人 

児童生徒における読書の推

進 
図書カード配布する小学校の数 － 9校 

31 

安全安心な学校給食の提供

と食育の充実 
アレルギー対応品目数 3品 7品 

児童生徒安全パトロールの

強化 
不審者情報件数 42件 36件 

基本目標３ 働きたいという希望をかなえるまちづくり 

32 雇用・就労数 － 1,275人 

34 

鎌ケ谷市の特性に応じた企

業立地の促進 

新たに立地した誘致企業数 0件 6件 

新たに立地した誘致企業の雇用従業

員数 
0人 120人 

起業の促進 創業支援事業申請件数 － ７件 

35 

勤労者が働きやすい環境づ

くり 

就職人数 126人 150人 

セミナー開催数 1回 2回 

店舗情報の活用促進 改装した店舗数 － 21軒 

36 
地域産業の競争力強化 認定農業者数 45人 49人 

農産物ブランド化の推進 ブランド化認定数 7団体 8団体 

37 

農業経営基盤の強化 
農用地利用集積面積 70,529㎡ 70,529㎡ 

なし剪定枝リサイクル率 18.4% 20.0% 

農家と市民の共存共栄・担い

手の育成 

市民農園利用区画数  133区画 171区画 

援農ボランティア登録者数 54人 65人 

農業青少年クラブ会員数 22人 22人 

新規就農者数 － 5人 

38 
女性の就労支援・促進  

研修受講者数 17人 100人 

研修受講者の就業率 － 
全受講者数の

87.5% 

高齢者の就労支援・促進 シルバー人材センター会員数 460人 700人 

39 障がい者の就労支援・促進 

障がい者の支援割合 100% 100% 

就労移行支援事業利用者数 29人 65人 

就労系福祉サービス事業所等から一

般就労への移行者数 
7人 21人 



67 

 

頁 

基本目標 
基準値 

（直近） 
目標値 成果指標 

施策名 重要業績評価指標（KPI） 

基本目標４ 

あらゆる世代の誰もが安心して暮らすことのできる、支え合いつながり合う地域づくり 

40 

自主防災活動実施回数 63回 120回 

自治会加入世帯数 29,308世帯 29,800世帯 

42 

地域活動への参加支援 老人憩の家等の新設 6件 11か所 

生きがいづくりの推進 
趣味や習い事などをしている高齢者

の割合 
78.1% 増加 

43 

社会参加に向けた障がい者

福祉の推進 
地域活動支援センター利用者数 38人 65人 

コミュニティバスの利便性

向上 

市内路線バス、コミュニティバス利

用者 
74,000人 100,000人 

44 
かまがや安心医療ナビの設

定 

子育て世代でかかりつけ医がある人

の割合 
29.4% 50% 

45 

地域の多様な主体による連

携の強化  

市民活動相談件数  30件 50件 

啓発用資料配布数 － 2,000部 

多様な主体間の連携を推進

する人材の育成 
講座開催数  5回 7回 

46 

自治会加入促進対策の推進 パンフレット等配布件数 4,000件 6,000件 

青少年の育成及び活動を支

援する地域づくり 
青少年団体会員数 1,267人 1,300人 

47 

青少年の社会参加・体験活動

の機会づくり 
青少年社会参加・体験活動参加者数  6,734人 7,000人 

青少年非行防止対策の推進  市内パトロール回数 330回 330回 

48 

道路網の整備及び安全で快

適な道づくり 
都市計画道路整備延長 12,169ｍ 13,489ｍ 

生活道路の整備 一般市道整備延長 1,926ｍ 2,820ｍ 

49 

公共交通網の充実  新京成線連続立体交差事業進捗率 55.4% 100% 

安心して暮らせる治水対策 浸水面積 124.5ha 122.0ha 
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頁 

基本目標 
基準値 

（直近） 
目標値 成果指標 

施策名 重要業績評価指標（KPI） 

50 

公共施設の長寿命化の推進 市庁舎免震工事進捗率 1.4% 100% 

木造住宅の耐震化の推進 

無料耐震相談会 5回 5回 

耐震診断補助 3件 20件 

耐震改修補助 3件 10件 

51 
空き家などの活用及び対策

の促進 

改修助成利用件数 － 10件 

空き家等対策計画の策定 － 1 

52 
再生可能エネルギー利用の

推進 

再生可能エネルギー設備設置補助件

数 
408件 900件 

環境学習・環境講座参加者数 110人 120人 

再生可能エネルギー設備設置数 

（公共施設数） 
4か所 5か所 

53 

防犯体制の充実強化及び防

犯意識の高揚  

夜間防犯パトロール実施回数 260回 260回 

防犯サテライト事業参加者数 200人 300人 

自主防災活動の充実強化及

び防災意識の高揚 

段階把握団体数 － 92団体 

自主防災訓練実施団体数 63団体 65団体 

54 

災害時要援護者避難支援体

制の整備 
要援護者個別計画登録者数 512人 700人 

消防団員の環境整備及び広

報活動の強化 

消防団員数 160人 160人 

広報誌及び募集チラシの配布数 6,000部 9,000部 
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