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第２次燕市総合計画【中間評価に基づく施策等の見直し版】（案）新旧対照表 
 

№ 頁 修正前 修正後 

1 ４ 

 「第２次燕市総合計画中間評価報告書」に記載されている「中間評

価の概要」を追加いたします。 

 

２ 全体 

 見やすさを向上させるため、タイトルを中心にフォントを変更し太

くしたほか、余白のあるページに関連する写真を挿入いたします。 

 

３ 14 

施策１ ものづくり産業の活性化 

の「現況と課題」の４段落目の４行目 

 

「…支援のほか、設備投資やＩｏＴを活用した労働生産性

の…」 

 

施策１ ものづくり産業の活性化 

の「現況と課題」の４段落目の４行目を修正いたします。 

 

「…支援のほか、「Society5.0 」の実現に向けた技術の活用等によ

り労働生産性の…」 

４ 16 

施策１ ものづくり産業の活性化 

の「主要施策」の「５．多様な人材の活躍推進」の２行目 

 

 

「…ことで、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人な

ど、多様な人材の定着を目指します。」 

施策１ ものづくり産業の活性化 

の「主要施策」の「５．多様な人材の活躍推進」の２行目を修正い

たします。 

 

「…ことで、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人など、多様な

人材の確保・定着を目指します。」 

５ 18 
 

  

施策２ 新たな産業育成・創業の支援 

の「施策の方向性」の２つ目を追加いたします。 

協議題 

番号 
１ 

資料 

番号 
３ 
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№ 頁 修正前 修正後 

 

「○ 中小企業経営者の円滑な世代交代や事業承継に向けた取り組

みを支援します。」 

 

６ 19 

 施策２ 新たな産業育成・創業の支援 

の「主要施策」の「２．事業承継に対する支援」を追加いたしま

す。 

 

「２．事業承継に対する支援 

市内の中小企業が持つ高い技術力を将来に継続させていくため、円

滑な事業承継のための各種施策を講じるとともに、商工団体や金融

機関等などのあらゆる機関とネットワーク化を図り、企業の事業承

継やＭ＆Ａを支援します。」 

 

７ 22 

施策３ 変化に対応する農業の振興 

の「主要施策」の「２．農業の担い手の育成・確保」の１

段落目 

 

「担い手の育成・確保に向け、認定農業者制度、人・農地

プラン制度を活用した地域ごとの営農体制の確立を目指

し、経営体の基盤強化を推進します。」 

 

施策３ 変化に対応する農業の振興 

の「主要施策」の「２．農業の担い手の育成・確保」の１段落目を

修正いたします。 

 

「担い手の育成・確保に向け、兼業農家や新規参入者等の多様な担

い手の役割発揮も含め、人・農地プラン制度 により地域ごとの営農

体制の確立を促進するとともに、認定農業者制度 により経営体の基

盤強化を推進します。」 
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№ 頁 修正前 修正後 

８ 29 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の２段落目の２行目 

 

「…ために、平成 27 年度に妊娠から子育てまでの「育み

相談コーナー」を開設し、総合相談窓口としての役割を担

っています。この…」 

 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の２段落目の２行目を修正いたします。 

 

「…ために、平成 27 年度に総合相談窓口として、妊娠から子育てま

での「育み相談コーナー」を開設しました。この…」 

９ 29 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の６段落目の１行目 

 

「加えて、全国的に問題となっている「子どもの貧困 」

に対し、本市では…」 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の６段落目の１行目を修正いたします。 

 

「加えて、全国的に「子どもの貧困 」が問題になっており、ひとり

親家庭、特に母子家庭の世帯収入が低い傾向にあります。本市では

…」 

 

10 29 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の６段落目の６行目 

 

「…しました。子どもの貧困の実態は、すぐに解決できる

問題ではないため、…」 

 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「現況と課題」の６段落目の６行目を修正いたします。 

 

「…しました。子どもの貧困は、すぐに解決できる問題ではないた

め、…」に 

 

11 30 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「主要施策」の「５．子育て支援サービスの充実」の２

行目 

 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「主要施策」の「５．子育て支援サービスの充実」の２行目を修

正いたします。 
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№ 頁 修正前 修正後 

「…整備するとともに、さまざまな地域の人材や団体等を

…」 

「…整備するとともに、地域のさまざまな人材や団体等を…」 

12 31 

 施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「主要施策」の「８．官民一体となった子育て環境の整備」を追

加いたします。 

 

「８．官民一体となった子育て環境の整備 

共働き世帯が増加する中で、子育て世帯が働きやすい職場づくりを

官民一体で推進し、市内の企業等において男性の育児休業（休暇）

をはじめ、子育てに関する各種休暇が取得できる環境の整備に取り

組みます。」 

 

13 31 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「施策の達成目標」の指標項目「病児・病後児保育の利

用者数」「地域子育て支援センター利用者〔年間延べ数〕」

の「目標値【R4年】」 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 安心して産み育てられる子育て支援 

の「施策の達成目標」の指標項目「病児・病後児保育の利用者数」

「地域子育て支援センター利用者〔年間延べ数〕」の「目標値【R4

年】」を修正いたします。 

 

 

 

 

 

※「第２期燕市子ども・子育て支援事業計画（案）」の数値に合わせ

ました。 
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№ 頁 修正前 修正後 

14 32 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「現況と課題」の１段落目の１行目 

 

「…の初期医療体制 および土日祝日の二次救急医療 体制

等を…」 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「現況と課題」の１段落目の１行目を修正いたします。 

 

「…の初期医療体制 および土曜、日曜、祝日の二次救急医療 体制

等を…」 

 

15 33 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「施策の方向性」の２つ目 

 

「○ 地域密着型の医療体制の提供と高度・専門的診療機

能の確保を要望します。」 

 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「施策の方向性」の２つ目を修正いたします。 

 

「○ 地域密着型の医療体制の提供と高度・専門的診療機能の確保

を県に要望します。」 

16 33 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「主要施策」の「２．県立吉田病院の機能充実と県央基

幹病院の早期整備」の３行目 

 

「…要望します。」 

 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「主要施策」の「２．県立吉田病院の機能充実と県央基幹病院の

早期整備」を修正いたします。 

 

「…要望します。併せて、だれもが安心して医療を受けられる地域

医療提供体制の確保に向け、医師偏在・不足の対策として、今後も

計画的な医師の育成と確保および定着がなされるよう、実効性ある

施策の充実についても引き続き県に要望します。」 
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№ 頁 修正前 修正後 

17 33 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「施策の達成目標」の指標名 

 

 

 

 

施策１ 医療サービスの機能強化 

の「施策の達成目標」の指標名を修正いたします。 

 

 

 

 

18 34 

施策２ 地域で支える高齢者福祉 

の「現況と課題」の１段落目の５行目 

 

「…よいのではないかとの声もあり、介護や支援を必要と

しない…」 

施策２ 地域で支える高齢者福祉 

の「現況と課題」の１段落目の５行目を修正いたします。 

 

「…よいのではないかとの声もあります。このことから、介護や支

援を必要としない…」 

 

19 34 

施策２ 地域で支える高齢者福祉 

の「現況と課題」の４段落目の１行目 

 

「…75 歳を迎える平成 37 年に向けて、…」 

施策２ 地域で支える高齢者福祉 

の「現況と課題」の４段落目の１行目を修正いたします。 

 

「…75 歳を迎える令和７年に向けて、…」 

 

20 43 

施策１ 移住・定住希望者へのサポート強化 

の「主要施策」の「２．住まい等に対する支援の強化」の

１段落目の１行目 

 

「…市内での住宅取得を支援することにより、…」 

 

施策１ 移住・定住希望者へのサポート強化 

の「主要施策」の「２．住まい等に対する支援の強化」の１段落目

の１行目を修正いたします。 

 

「…市内での住宅取得にかかる費用や賃貸住宅の家賃を支援するこ

とにより、…」 
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№ 頁 修正前 修正後 

21 69 

施策１ イメージアップ・ふるさと応援 

の「主要施策」の「３．ふるさと納税（ふるさと燕応援寄

附金の取り組み）の推進」の２段落目の３行目 

 

「…取り組みを進め、交流人口の増加を推進し、…」 

施策１ イメージアップ・ふるさと応援 

の「主要施策」の「３．ふるさと納税（ふるさと燕応援寄附金の取

り組み）の推進」の２段落目の３行目を修正いたします。 

 

「…取り組みを進め、交流人口および関係人口の増加を推進し、

…」 

 

22 73 

 施策１ 災害に強いまちづくり 

の「主要施策」の「９．国土強靭化の推進」を追加いたします。 

 

「９．国土強靭化の推進 

令和元年度に策定した燕市国土強靭化地域計画に基づき、大規模自

然災害が起こっても機能不全に陥らないよう国土強靭化の取り組み

を推進し、防災・減災に繋げます。」 

 

 

23 91 

施策４ 安全・安心・おいしい水道水の供給 

の「主要施策」の「１．安全な水道水の安定供給」の１段

落目の２行目 

 

「…安定的な稼働を継続するため新たな施設の再構築を

…」 

 

施策４ 安全・安心・おいしい水道水の供給 

の「主要施策」の「１．安全な水道水の安定供給」の１段落目の２

行目を修正いたします。 

 

「…安定的な稼働を継続するために弥彦村と水道事業を統合し、共

同で新たな施設の再構築を…」 

 


