
第３次実施計画の達成状況について 

 

■ 新基本計画のＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を図るため、第３次実施計画（平成 30 年度～令和 2 年度）の計画事業

について、達成状況を取りまとめましたので公表します。 
 

  

 第３次実施計画における計画事業の達成状況は、計画事業 343 事業中、目標事業量を達成または概ね達成した事業が 207

事業（60.3%）、未達成の事業が 131 事業（38.2％）、休止・中止となった事業が 5 事業（1.5%）となっています。なお、

未達成の事業のうち 34 事業（全事業の 9.9％）が新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものです。 
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休止：3 事業,0.9% 

中止：2 事業,0.6% 

未 達 成： 

 131 事業,38.2% 

（34 事業,9.9%） 

達 成： 

139 事業,40.5% 

概ね達成：  

68 事業,19.8% 

達成＋概ね達成：207 事業 , 60.3% 

343 事業 

方向性１  

豊かな緑と水辺を活かした、

自然とともに生きるまちへ 

方向性２  

支えあいがやすらぎを生む、

あたたかなまちへ  

方向性３  

豊かな心が育ち、新たな価値

が生まれるまちへ 

方向性４  

ひと・モノ・情報がつながる、

生活基盤の充実した安全で快適

なまちへ 

方向性５  

ひとが集い働く、魅力と活力

にあふれるまちへ  

１ 計画事業の達成状況 

達成 

12 

概ね達成 

12 

達成＋概ね達成：24 事業,58.5% 

未達成 

17 

（4） 

達成 

20 

概ね達成 

9 

達成＋概ね達成：29 事業,58.0% 

達成 

42 

概ね達成 

8 

達成＋概ね達成：50 事業,74.6% 

未達成 

17 

（13） 

達成 

52 

概ね達成 

25 

達成＋概ね達成：77 事業,57.0% 

未達成 

56 

（6） 

達成 

13 

概ね達成 

14 

達成＋概ね達成：27 事業,54.0% 

未達成 

21 

（4） 

未達成 

20 

（7） 

６７事業 

４１事業 

５０事業 

１３５事業 

５０事業 

※休止：１ 

※休止：１、中止：１ 

※休止：１、中止：１ 

達 成：計画事業量を全て達成したもの            概ね達成：計画事業量の概ね 8 割以上を達成したもの 

未達成：計画事業量の概ね 8 割を達成できなかったもの     休 止 ：事業を中止し、今後再び実施する予定のもの 

中 止：事業を中止し、今後も実施しないもの 

※（ ）内は新型コロナウイルス感染症の影響による未達成。 

令 和 ３ 年 １０ 月 

総  合  政  策  局 



 

  

方向性 計画事業名 計画事業量 実績事業量 

１ 

花見川サイクリングコースの 

充実 

・ホームページの開設 

・舗装補修 

・トイレ改修：5 箇所 

・ルール策定、周知 

・舗装：約 2.7km 

計画通り達成  

蘇我スポーツ公園の整備 

・第２・第３多目的グラウンド等の施設整備 

 ：5.8ha 供用開始、日除け施設 6 基 

・用地取得：4.5ha 

計画通り達成 

２ 

子ども・子育て支援新制度 

給付対象施設の整備 

・認定こども園移行：25 園 

・地域型保育事業：47 箇所 

・民間保育園：30 園 

保育需要に応じた定員数を確保し、待機児童ゼロを達成 

・認定こども園移行：12 園 

・地域型保育事業：18 箇所 

・民間保育園：40 園 

認知症の人や家族への支援 
・認知症初期集中支援チームの拡充：3 チーム 

・認知症カフェ設置助成：本格実施 
計画通り達成 

３ 

学校施設の環境整備 

・大規模改修：小学校 14 校、中学校 2 校 

・外壁改修 ：小学校  9 校、中学校 4 校 

・トイレ改修：小学校18校、中学校15校、 

高等学校1校 

・小学校の音楽室等エアコン整備：102 校 

・学校施設の長寿命化計画策定：策定 

計画通り達成 

また、エアコン整備については、全小中学校の普通 

教室及び音楽室にも設置完了した 

・トイレ改修：小学校21校、中学校18校、 

高等学校1校 

・小中学校の普通教室エアコン整備：全校 

・小中学校の音楽室等エアコン整備：全校 

・上記以外は計画通り実施 

千葉市美術館の拡張 ・展示スペースの再整備：工事、供用開始 計画通り達成 

４ 

千葉駅西口地区 

第二種市街地再開発 

（B 工区） 

・再開発ビル B 棟の整備：工事 

・公共施設整備 

 ：ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ、下水道、公園整備 

計画通り達成 

市道誉田町平山町線の整備 ・道路整備：420ｍ 計画通り達成 

５ 

夜間の経済・文化活動の振興 

・集客・観光のためのコンテンツづくり 

 ：実証実験・調査、支援制度施行 

・プロモーション活動：実施 

・安定的な運用のための体制整備：整備完了 

計画通り達成 

多様な農業の担い手の確保・育成 

・新規就農者向け就農地再生支援：5 人 

・経営能力・販路拡大講座：1 回 

・就農相談ブース出展：1 回／年 

計画通り達成 

 

２ 目標を達成した主な事業 



 

 

  関係者との調整が難航した、社会情勢の変化及び新型コロナウイルス感染症拡大等の理由により目標事業量が未達成となった

事業については、効果検証や事業手法の見直しなど、課題の解決に向けた取組みを進めます。 

方向性 計画事業名 計画事業量 実績事業量 理由・説明 

１ 

身近な公園の 

リフレッシュ推進 

・長寿命化計画の策定 

・公園施設の更新 

 ：遊具更新 187 基 

 ：遊具以外更新 18 施設 

 ：塗装（遊具 86 基、ほか 5 施設） 

 ：ハザード除去 127 基 

・出入口等のバリアフリー化：19 公園 

・長寿命化計画の策定 

・公園施設の更新 

 ：遊具更新 179 基 

 ：遊具以外更新 4 施設 

 ：塗装（遊具 93 基、ほか 113 施設） 

 ：ハザード除去 169 基 

・出入口等のバリアフリー化：0 公園 

公園施設の健全度調査を行っ

た結果、緊急性の高い遊具の更

新や危険箇所の補修を優先し、

一部事業を先送りしたため。 

省エネルギー住宅及び 

電気自動車の導入促進 

・ＺＥＨ導入費用助成：130 件 

・ＥＶ購入費用助成：90 件 

・ＺＥＨ導入費用助成：89 件 

・ＥＶ購入費用助成：72 件 

ＺＥＨについて、事業立ち上げ

から周知されるまでに時間を

要し、平成 30 年度及び令和元

年度の申請件数が想定を下回

ったため。 

２ 

生涯現役応援センター 

の拡充 
・センターの設置・運営：1 箇所 ・センターの設置・運営：0 箇所 

出張相談が堅調であり、令和２

年度は効果検証を踏まえ、さら

なる出張相談の拡充など、アウ

トリーチの強化を検討すること

としたため。 

介護人材の確保・定着 

の支援 

・合同就職説明会の充実 

：6 回 

・EPA 等に基づく外国人人材 

受入に対する支援 ：実施 

・合同就職説明会の充実 

：4 回 

・EPA 等に基づく外国人人材 

受入に対する支援 ：実施 

新型コロナウイルス感染症拡大

による影響で、合同就職説明会 6

回のうち 2 回を中止したため。 

３ 

未来の科学者育成 

プログラムの推進 

・ロボット工学講座の新規開設 

 ：4 回／年 

・ロボット工学講座の新規開設 

 ：2 回／年 

新型コロナウイルス感染症拡大

による影響で、ロボット工学講座4

回のうち2 回を中止したため。 

地域ポイント制度の導入 
・導入に向けた実証実験の実施 

：実施 

・導入に向けた実証実験の実施 

：実施（効果検証不十分） 

新型コロナウイルス感染症拡

大による影響で、多くの対象事

業が停止し、十分な効果検証が

できなかったため。 

４ 

防犯カメラの設置管理 

・JR主要駅周辺等への防犯カメラ設置 

 ：35 台（35 箇所） 

・自治会に対する防犯カメラ設置助成 

 ：240 台 

・JR主要駅周辺等への防犯カメラ設置 

 ：28 台（51 箇所） 

・自治会に対する防犯カメラ設置助成 

 ：83 台 

町内自治会等において、設置の

合意形成が進まず、申請件数が

想定を下回ったため。 

動物保護指導センター 

の再整備 

・再整備の検討 

：基本方針策定 

・再整備の検討 

：基本方針策定に向けた意見交換会の開催 

ボランティアなどからの要望

等を踏まえ、基本方針策定のプロ

セスを見直すこととしたため。 

５ 

MICE の推進 

・国際会議への助成 

：4 件 

・大規模コンベンションへの助成 

：3 件 

・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ･ｱﾌﾀｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾂｱｰ開催支援 

 ：12 件 

・新制度による MICE の誘致 

 ：5 件 

・国際会議への助成 

：2 件 

・大規模コンベンションへの助成 

：1 件 

・ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ･ｱﾌﾀｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾂｱｰ開催支援 

 ：4 件 

・新制度による MICE の誘致 

 ：0 件 

新型コロナウイルス感染症拡

大による影響で、国際会議や催

し等が開催できなかったため。 

自動運転モビリティ等を

活用した新たなビジネス

モデルの創出 

・実証実験等の実施 

 ：４件 

・実証実験等の実施 

 ：３件 

新型コロナウイルス感染症拡

大により、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック大会が令

和３年度に延期となり、自動運

転モビリティのデモンストレ

ーションが実施できなかった

ため。 

 

３ 未達成の主な事業 


