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【仮称】次期平塚市総合計画（１次素案）から（２次素案）への変更点 

  

№ 変更箇所 変更前（１次素案） 変更後（２次素案） 変更理由 

1 P.36～43 

P.46～107 

(全 42施策) 

（追加） 全ての施策名の下に、関係部を入力 

 

第 2 回総合計画審議会における

意見を反映 

2 P.22 

まちづくりの

基本姿勢 

【（２）市民参加と協働によるまちづくり】 

将来にわたり市民が幸せに暮らすことができるまちで

あるためには、まちづくりの主体である市民の関わりに

よって市政を進めていく必要があります。また、市民と

市がそれぞれの役割及び責任のもと自主性を尊重し、対

等な立場で連携・協力し、まちづくりを進めることが必

要です。 

【（２）市民参加と協働によるまちづくり】 

将来にわたり市民が幸せに暮らすことができるまちで

あるためには、まちづくりの主体である市民の関わりに

よって市政を進めていく必要があります。また、市民と

市がそれぞれの役割及び責任のもと自主性を尊重し、対

等な立場で連携・協力し、まちづくりを進めるとともに、

新たな公共サービスの担い手として様々な分野で活躍の

場を広げている NPO 法人や企業との一層の連携も必要で

す。 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№３の意見】 

3 P.28 

基本計画につ

いて 

【１ 基本計画の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【１ 基本計画の概要】 

 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№５の意見】 

4 P.36 

重点施策Ⅰ 

 

【数値目標】 

企業立地等に対する助成を承認した件数（累計） 

 

（追加） 

【数値目標】 

工場の新設や増築を行った企業数＊1（累計） 

 

＊1：平塚市企業立地促進補助金交付要綱に基づく助成措置

を承認した件数 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№６の意見】 

5 P.37 

重点施策Ⅰ 

Ⅰ-(3) 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

新商品等開発支援件数（累計） 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

産業間連携による新事業支援件数（累計） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№７の意見】 

平成 27年 12月２２日 

第 3回総合計画審議会 資料２ 

地域経済の活性化 子 育 て 支 援  

超高齢社会への対応 安心・安全なまちづくり 

重点課題 

地域経済の活性化 子 育 て 支 援  

超高齢社会への対応 安心・安全なまちづくり 
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6 P.38 

重点施策Ⅱ 

【数値目標】 

合計特殊出生率 

現状値(H26) 1.32 

目標値(H31) 現状値より上昇 

目標値(H35) 検討中 

【数値目標】 

合計特殊出生率 

現状値(H26) 1.32 

目標値(H31) 1.42 

目標値(H35) 1.51 

本市の人口の将来展望(P.16)を

基に、目標値を算出したことによ

るもの 

7 P.38 

重点施策Ⅱ 

Ⅱ-(1) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

（追加） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

産科・小児科（周産期）の救急受診患者の受入数 

現状値（H26）2,068 人  

目標値（H31）2,150 人 

目標値（H35）2,300 人 

第 2 回総合計画審議会における

意見を反映 

8 P.38 

重点施策Ⅱ 

Ⅱ-(1) 

【主な取組み】 

就職に向けた活動の支援 

【主な取組み】 

就職に向けた活動の支援やワーク・ライフ・バランスに

取り組む企業への支援 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№８、９の意見】 

9 P.39 

重点施策Ⅱ 

Ⅱ-(2) 

【個別施策】 

Ⅱ-(2)安心して子育てができる環境づくり 

【個別施策】 

Ⅱ-(2)安心して子育てができる環境をつくる 

※上記修正に伴い、目次及び P.33 の体系図も併せて修正 

表現の統一のため 

10 P.39 

重点施策Ⅱ 

Ⅱ-(3) 

【主な取組み】 

・学校施設の各種点検や老朽化した建物・設備の改修 

【主な取組み】 

・学校施設の改修による学習環境の改善 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№10の意見】 

11 P.40 

重点施策Ⅲ 

【基本的な方向性】 

いつまでも生きがいを持ち、健康な状態を維持した高齢

者を増やす取組みを推進するとともに、認知症や独居の

状態になっても地域で支え合い、安心した生活を営める

ような環境を整えることを目指します。 

【基本的な方向性】 

いつまでも生きがいを持ち、健康な状態を維持した高齢

者を増やす取組みを推進するとともに、認知症や独居の

状態になっても地域で支え合い、安心した生活を営める

ような環境づくりを目指します。 

表現の統一のため 

12 P.40 

重点施策Ⅲ 

【数値目標】 

高齢者サロン等の参加者数（年間） 

【数値目標】 

高齢者サロンの参加者数（年間） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№11の意見】 

13 P.41 

重点施策Ⅲ 

Ⅲ-(2) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

健康チャレンジリーダー※講習会の修了者数（累計） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

健康チャレンジリーダー※養成者数（累計） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№13の意見】 



 3 / 6 

 

14 P.41 

重点施策Ⅲ 

Ⅲ-(3) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

地域包括支援センター※を中心に高齢者の支援の体制が

整っている地区数  

現状値(H26) ― 

目標値(H31) 検討中 

目標値(H35) 検討中 

 

（追加） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

地域包括ケアシステムが構築されている地区数＊1 

現状値(H26) 1 地区 

目標値(H31) 6 地区 

目標値(H35) 13 地区 

 

 

＊1：高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター）

圏域の地区  

パブリックコメントを反映 

【資料１の№14の意見】 

 

15 P.41 

重点施策Ⅲ 

Ⅲ-(3) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

認知症サポーター※養成講座修了者数（累計） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

認知症サポーター※養成者数（累計） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№13の意見】 

16 P.42 

重点施策Ⅳ 

 

【数値目標】 

市民が被害に遭いやすい窃盗犯の発生件数（年間） 

 

（追加） 

【数値目標】 

窃盗犯の発生件数（年間）＊1 

 

＊1：市民が被害に遭いやすい空き巣、忍び込み、居空き、

オートバイ盗、自転車盗、ひったくりの発生件数 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№15の意見】 

17 P.42 

重点施策Ⅳ 

Ⅳ-(1) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

海抜表示板の設置箇所数（累計） 

現状値(H26) 326 箇所 

目標値(H31) 480 箇所 

目標値(H35) 検討中 

 

（追加） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

防災活動事例の紹介件数＊2 

現状値(H26) 50 件 

目標値(H31) 70 件 

目標値(H35) 90 件 

 

＊2：先駆的な防災活動の取組み事例を地域団体等へ紹介し

た件数 

数値目標や今後８年間の事業展

開を考慮し、より適切な指標へと

改めたもの 

18 P.42 

重点施策Ⅳ 

Ⅳ-(1) 

【重要業績評価指標（KPI）】 

多様な避難者に配慮した保存食の種類数 

 

（追加） 

【重要業績評価指標（KPI）】 

保存食の種類数＊3 

 

＊3：高齢者など多様な避難者のニーズや避難生活状況に配

慮した保存食の種類数 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№16の意見】 

19 P.43 

重点施策Ⅳ 

Ⅳ-(2) 

【主な取組み】 

地域防犯活動に対する支援と防犯設備の充実 

【主な取組み】 

地域防犯活動や防犯設備の充実 

限定的な表現とならないよう、適

切な表現に修正するもの 
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20 P.49 

基本施策 

Ⅰ-② 

【成果指標】 

いじめの解消率 

現状値 小 98.8％ 

    中 96.5％ 

【備考】現状値は平成 25 年度中のもの。（担当課資料） 

【成果指標】 

いじめの解消率 

現状値 小 97.8％ 

    中 99.5％ 

【備考】現状値は平成 26 年度中のもの。（担当課資料） 

現状値に最新値（平成 26 年度実

績）を反映したため 

21 P.51 

基本施策 

1-③ 

【取組み方針】 

地域の特色ある歴史・芸術・文化資源を掘り起し、それ

らを活用した魅力的な文化活動を市民とともに展開しま

す。 

【取組み方針】 

地域の特色ある歴史・芸術・文化資源を掘り起し、囲碁

をはじめ、それらを活用した魅力的な文化活動を市民と

ともに展開します。 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№22、№25の意見】 

22 P.53 

基本施策 

1-④ 

【成果指標】 

スポーツ施設利用者数（年間） 

現状値 988,910 人 

目標値(H31)1,307,850 人 

目標値(H35)検討中 

【成果指標】 

スポーツ施設利用者数（年間） 

現状値 2,009,928 人 

目標値(H31) 2,327,850 人 

目標値(H35) 2,336,450 人 

※上記修正に伴い、P.52 のグラフも併せて修正 

スポーツ課所管施設の利用者数

だけでなく、総合公園課、及びみ

どり・公園水辺課所管の施設利用

者も含め、市全体のスポーツ施設

利用者数としたため 

23 P.65 

基本施策 

2-② 

【成果指標】 

特定健康診査（こくほの検診）の受診率 

現状値 31.5％ 

【備考】現状値は平成 26年度中のもの。※速報値（担当

課資料） 

【成果指標】 

特定健康診査（こくほの検診）の受診率 

現状値 31.7％ 

【備考】現状値は平成 26 年度中のもの。（担当課資料） 

現状値確定によるもの 

24 P.69 

基本施策 

2-④ 

【成果指標】 

健康チャレンジリーダー※の人数（累計） 

認知症サポーター養成講座の修了者数（累計） 

【成果指標】 

健康チャレンジリーダー※養成者数（累計） 

認知症サポーター養成者数（累計） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№13の意見】 

25 P.79 

基本施策 

2-⑨ 

【取組み方針】 

・窃盗犯の抑止を重点に、地域が取り組む防犯活動を支

援するとともに、防犯設備の設置を進めることで、犯罪

が起きにくい地域づくりを進めます。 

【取組み方針】 

・窃盗犯の抑止を重点に、地域が取り組む防犯活動の充

実を図るとともに、防犯設備の設置を進めることで、犯

罪が起きにくい地域づくりを進めます。 

限定的な表現とならないよう、適

切な表現に修正するもの 

26 P.79 

基本施策 

2-⑨ 

【主な事業】 

地域防犯活動に対する支援と防犯設備の充実 

【主な事業】 

地域防犯活動や防犯設備の充実 

限定的な表現とならないよう、適

切な表現に修正するもの 
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27 P.79 

基本施策 

2-⑨ 

【成果指標】 

市民が被害に遭いやすい窃盗犯の発生件数（年間） 

 

【備考】現状値は平成 26 年中のもの。（平塚警察署資料） 

（追加） 

【成果指標】 

窃盗犯の発生件数（年間） 

 

【備考】現状値は平成 26 年中のもの。（平塚警察署資料） 

市民が被害に遭いやすい空き巣、忍び込み、居空き、オ

ートバイ盗、自転車盗、ひったくりの発生件数 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№15の意見】 

28 P.88 

基本施策 

3-④ 

【現状】 

・（追加） 

 

【課題】 

・（追加） 

【現状】 

宅地造成やマンション建設などが進んでいる一方で、

空地や空家等の問題が表面化しています。 

【課題】 

・秩序とゆとりのある街並みの形成や地域資源を有効に

活用し、土地の適正な利用に取り組む必要があります。 

「土地利用の考え方」で課題とし

て挙げている良好な街並み形成

に関することを追加するもの 

29 P.89 

基本施策 

3-④ 

【取組み方針】 

・高齢者や障がい者の自立した日常生活をサポートする

バリアフリー化を進めるとともに、中心市街地などの景

観形成や地域の自主的な美化活動を支援し、まちの魅力

を向上させ、誰もが歩いて暮らせる安全で快適な生活環

境の形成を進めます。 

・（追加） 

 

【取組み方針】 

・高齢者や障がい者の自立した日常生活をサポートする

バリアフリー化を進めるとともに、誰もが歩いて暮らせ

る安全で快適な生活環境の形成を進め、生活利便性の向

上を図ります。 

 

・地域の特性や景観を活かしながら、秩序とゆとりのあ

る建築・開発の誘導及び空家対策、更には自主的な美化

活動の支援など、まちの魅力を向上させ、良好な街並み

の形成を進めます。 

「土地利用の考え方」で課題とし

て挙げている良好な街並み形成

に関することを追加するもの 

30 P.95 

基本施策 

4-① 

【成果指標】 

新商品等開発支援件数（累計） 

 

【成果指標】 

産業間連携による新事業支援件数（累計） 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№７の意見】 

31 P.96 

基本施策 

4-② 

【現状】 

・（追加） 

 

【課題】 

・多様な店舗が存在し、市民の生活を支えていた商店街

では、店舗数の減少に伴い、その役割の低下が懸念され

ます。また、中心商店街の来街者が減少しています。 

【現状】 

・中心商店街の来街者が減少しています。 

 

【課題】 

・多様な店舗が存在し、市民の生活を支えていた商店街

では、店舗数の減少に伴い、その役割の低下が懸念され

ます。 

【課題】の中に含まれる表現を

【現状】に移動させたもの 
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32 P.110 

用語解説 

（追加） 【生きる力】 

 変化の激しい社会を生き抜くために必要な、確かな学

力、豊かな人間性、健康・体力といった知・徳・体のバ

ランスのとれた力のこと。 

パブリックコメントを反映 

【資料１の№17の意見】 

 


