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分
野
別
施
策 

３ 施策体系・計画事業数について《１５４事業》 

分野別施策１ 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり      ≪５１事業≫ 

基
本
施
策 

１－① 子どもの学びを充実する 

１－② 教育環境を充実する 

１－③ 生涯学習や芸術・文化活動の環境を充実する 

１－④ 誰もが気軽にスポーツを楽しむ環境を充実する 

１－⑤ 青少年の健全育成を推進する 

１－⑥ 活発な市民の交流を促進する 

１－⑦ 平和意識の普及・啓発を推進する 

１－⑧ 人権尊重・男女共同参画を推進する 

分野別施策２ 安心して暮らせる支え合いのまちづくり     ≪５０事業≫ 

基
本
施
策 

２－① 子育て支援を充実する 

２－② 健康づくりを推進する 

２－③ 地域福祉を充実する 

２－④ 高齢者福祉を推進する 

２－⑤ 障がい者福祉を推進する 

２－⑥ コミュニティ活動を促進する 

２－⑦ 防災対策を強化する 

２－⑧ 災害に強いまちづくりを推進する 

２－⑨ 日常生活の安心・安全を高める 

２－⑩ 消防・救急体制を強化する 

分野別施策３ 自然と人が共生するまちづくり         ≪２３事業≫ 

基
本
施
策 

３－① 環境にやさしいまちづくりを推進する 

３－② 自然環境の保全を推進する 

３－③ 循環型社会の形成を推進する 

３－④ 快適な生活環境の形成を推進する 

３－⑤ 花とみどりにあふれるまちづくりを推進する 

３－⑥ 交通の利便性を高める 

分野別施策４ 活力とにぎわいのあるまちづくり        ≪３０事業≫ 

基
本
施
策 

４－① 産業の活性化を促進する 

４－② 商業の活性化と中心市街地のにぎわいづくりを推進する 

４－③ 工業を振興する 

４－④ 農業・漁業を振興する 

４－⑤ 観光を振興する 

４－⑥ 雇用の確保と働きやすい環境づくりを促進する 

４－⑦ 新たな産業拠点の形成を推進する 

  ※各基本施策に位置付けられた個別の事業名・担当課は裏面をご参照ください。 

 

４ 試算額等について 

予算編成作業を通じた事業内容や事業費の精査により、新規事業の追加や既存事業の変更など、

内容を変更する場合があります。 

 

５ 計画冊子について 

計画素案の冊子は市役所本館や公民館等で閲覧可能な他、平塚市ホームページで公開しています。 

【URL】http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/keikaku/page-c_02402.html 

 

 

 

 

 

平塚市総合計画平成３０年度版実施計画（素案）の概要について 

 

１ 計画の位置づけ 

 平塚市総合計画は平塚市自治基本条例第１９条を策定根拠とし、同第８条に定めた「まちづくりの指針」

の実現に向けて取り組むものです。総合計画は『基本計画』と『実施計画』の２層の構成としており、実

施計画は基本計画に示した施策を具体化する事業を定めたものです。 

 

２ 計画期間 

社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化に迅速に対応するため、行政評価の結果を踏まえた見直しを

毎年度行うこととし、計画期間は向こう３か年（平成３０年度～３２年度）を見据えたものとしています。 

 

 

❖実施計画の位置付け 

自治基本 

条例 

（第８条） 

 基本計画 
（重点施策・分野別施策） 

 実施計画 

 基本計画は、自治基本条例第

８条のまちづくりの指針を

実現するため、本市を取り巻

く状況を踏まえ、施策の方針

を体系的に定めるものです。 

 実施計画は、基本計画に示

した施策に基づき、具体化

していくための事業を定

めるものです。 

 

 

 

❖位置付けイメージ 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 平塚市企画政策部企画政策課 

電話  ０４６３－２３－１１１１（代表） 
０４６３－２１－８７６０（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０４６３－２３－９４６７ 
メール kikaku@city.hiratsuka.kanagawa.jp 
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実施計画事業一覧 

※１ 重点の欄に「●」が付いている事業は重点施策事業です。 
※２ 事業の概要等は閲覧用の計画素案冊子または平塚市ホームページにてご覧いただけます。 

裏面 

施策№ 重点 事業名 担当課

生きる力を育む学校づくり推進事業 教育指導課

地域に根ざした教育推進事業 教育指導課

外国人英語指導者の学校訪問事業 教育指導課

英語教育推進事業 教育指導課

幼・保・小・中連携の推進事業 教育指導課

道徳教育推進事業 教育指導課

日本語指導協力者派遣事業 教育指導課

子ども読書活動推進事業 中央図書館

● 適応指導教室事業 子ども教育相談センター

● 教育相談事業 子ども教育相談センター

● 就学相談・指導事業 子ども教育相談センター

● スクールカウンセラー派遣事業 子ども教育相談センター

● スクールソーシャルワーカー派遣事業 子ども教育相談センター

● 介助員派遣事業 子ども教育相談センター

● サン・サンスタッフ派遣事業 教育総務課

児童生徒就学援助事業 教育総務課

特別支援教育就学奨励援助事業 教育総務課

高等学校等修学支援事業 教育総務課

相模小学校移転整備事業 教育施設課

● 小学校施設管理事業 教育施設課

● 中学校施設管理事業 教育施設課

● 小学校大規模改修事業 教育施設課

● 中学校大規模改修事業 教育施設課

通学路安全対策事業 教育総務課

地域教育力ネットワーク推進事業 社会教育課

● 地域の人材発掘・活用事業 中央公民館

多様な学習推進事業 中央公民館

魅力ある美術展覧会事業 美術館

美術教育の普及・体験事業 美術館

博物館教育普及活動推進事業 博物館

博物館特別展事業 博物館

無形文化財保存事業 社会教育課

囲碁文化振興事業 文化・交流課

崇善地区地域交流・市民活動拠点づくり推進事業 中央公民館、協働推進課

サッカー文化の振興によるまちづくり事業 スポーツ課

市民総合体育大会開催事業 スポーツ課

サッカーを中心としたスポーツ振興事業 総合公園課

オリンピック事前キャンプ誘致等推進事業 企画政策課

青少年指導員活動事業 青少年課

ジュニア・リーダー育成事業 青少年課

青少年健全育成催事事業 青少年課

青少年指導・相談事業 青少年課

青少年国際交流事業 青少年課

国際交流活動推進事業 文化・交流課

友好都市交流推進事業 文化・交流課

多文化共生推進事業 文化・交流課

市民・企業・大学等交流事業 企画政策課

１－⑦ 平和意識普及・啓発事業 行政総務課

● 男女共同参画推進事業 人権・男女共同参画課

女性に対する人権尊重事業 人権・男女共同参画課

人権意識普及・啓発事業 人権・男女共同参画課

１－①

１－③

１－④

１－②

１－⑤

１－⑧

１－⑥

施策№ 重点 事業名 担当課

環境監視指導事業 環境保全課

地球温暖化対策推進事業 環境政策課

里山保全推進事業 環境政策課

環境活動促進事業 環境政策課

西部丘陵地域資源まちづくり支援事業 まちづくり政策課

３－③ ごみの減量化・資源化促進事業 循環型社会推進課

橋りょう長寿命化修繕事業 道路整備課

公共下水道管路長寿命化対策事業 下水道整備課

公共下水道ポンプ場耐震長寿命化対策事業 下水道整備課

● 自転車通行帯整備事業 道路整備課、交通政策課

バリアフリー促進事業 交通政策課

放置自転車等対策事業 交通政策課

ノンステップバス等推進事業 交通政策課

景観形成推進事業 まちづくり政策課

環境美化支援事業 循環型社会推進課

花とみどりのまちづくり推進事業 みどり公園・水辺課

公園整備事業 みどり公園・水辺課

馬入花畑整備事業 みどり公園・水辺課

花とみどりの推進団体育成事業 みどり公園・水辺課

花のふれあいスポット推進事業 道路管理課

バス利用促進事業 交通政策課

幹線道路整備事業 道路整備課

街路整備事業 道路整備課

● 産業間連携促進事業 産業振興課

平塚産品普及促進事業 産業振興課

● 起業家支援事業 産業振興課

● 中小企業経営支援事業 産業振興課

● 商店街にぎわい創出事業 商業観光課

● 商店等魅力アップ推進事業 商業観光課

見附台周辺地区整備事業 都市整備課

● 企業立地等促進事業 産業振興課

● テクノフェア推進事業 産業振興課

● 産学公共同研究支援事業 産業振興課

● 波力発電関連分野での新産業創出促進事業 産業振興課

農道・用排水路整備事業 農水産課

● 都市農業促進事業 農水産課

魚食普及促進事業 農水産課

漁業後継者育成事業 農水産課

都市漁村交流支援事業 農水産課

ひらつか花アグリ推進事業 農水産課

● 担い手総合対策事業 農水産課

● 水産振興推進事業 農水産課

農地流動化促進事業 農業委員会事務局

魅力ある花火大会開催事業 商業観光課

七夕まつり開催事業 商業観光課

● 観光事業 商業観光課

新港大浜アクセス道路整備事業 都市整備課

勤労者金融支援事業 産業振興課

● 労働セミナー事業 産業振興課

● 就労支援事業 産業振興課

● 総合評価入札事業 契約検査課

● ツインシティ整備推進事業 都市整備課

ツインシティ大神地区公共下水道整備事業 下水道整備課

４－⑤

４－⑦

３－⑤

３－④

３－⑥

４－⑥

４－②

４－③

４－④

４－①

３－①

３－②

施策№ 重点 事業名 担当課

● 民間保育所施設整備支援事業 保育課

特別保育拡充事業 保育課

● 地域子育て支援推進事業 保育課

● ファミリーサポート事業 保育課

● 民間保育所助成事業 保育課

● 小児医療費助成事業 こども家庭課

● 地域療育システム事業 こども家庭課

● 放課後児童健全育成事業 青少年課

● 母子保健事業 健康課

ブックスタート事業 中央図書館

● 吉沢地区地域交流・子育て支援拠点づくり推進事業 中央公民館、保育課、教育総務課

● 健康増進事業 健康課

特定健診・特定保健指導事業 保険年金課、健康課

食に関する指導事業 学校給食課

学校給食地場産野菜等使用推進事業 学校給食課

高度医療器械等整備事業 病院総務課

災害時医療提供推進事業 病院総務課

市民病院整備事業 改築推進室

● 地域福祉推進事業 福祉総務課

こころと命のサポート事業 福祉総務課

● 成年後見制度推進事業 福祉総務課

社会福祉協議会活動推進事業 福祉総務課

生活困窮者自立支援事業 福祉総務課

生活保護者自立支援事業 生活福祉課

介護老人福祉施設整備費等助成事業 高齢福祉課

介護予防・生活支援サービス事業 高齢福祉課

● 一般介護予防事業 高齢福祉課

● 包括的支援事業 高齢福祉課

● 老人クラブ支援事業 高齢福祉課

障がい者就労促進事業 障がい福祉課

就労移行・就労継続支援事業 障がい福祉課

障がい者在宅福祉サービス事業 障がい福祉課

障がい者ワークステーション事業 行政総務課

地域自治推進事業 協働推進課

市民活動普及啓発事業 協働推進課

● 災害用備蓄拡充事業 災害対策課

地震・津波防災対策事業 災害対策課

風水害対策事業 災害対策課

● 防災訓練強化事業 災害対策課

● 橋りょう震災対策事業 道路整備課

● 公共下水道管路地震対策事業 下水道整備課

● 公共下水道整備事業 下水道整備課

● 建物の耐震性向上促進事業 建築指導課

● 防犯対策推進事業 危機管理課

● 防犯設備整備事業 危機管理課

● 交通安全啓発推進事業 交通政策課

● 安全で豊かな消費生活推進事業 市民情報・相談課

● 住宅密集地等消火体制強化事業 消防救急課

応急手当の普及・啓発事業 消防救急課

火災予防推進事業 予防課

２－③

２－⑩

２－⑧

２－④

２－⑤

２－⑥

２－①

２－②

２－⑦

２－⑨


