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土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）及び総合戦略（案） 新旧対照表 

 

頁 旧（案） 新（案） 理 由 

戦略 

2 
－ 

用語「ＫＰＩ」に関する語句注釈を追記（p.4記載注釈を移行） 

※ＫＰＩ（Key Performance Indicators／重要業績評価指

標）：目標達成に向けたプロセスをモニタリングするために

設定される指標のこと 
 
 

・パブリック・コメント 

(No.9) 

戦略 

11 

■都心にはないゆとりある環境の創造 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

市民農園の利用区画数 
228 区画 

(平成 27 年) 
250 区画 

図書館の貸出点数 
487,584 点 

(平成 26 年) 
935,000 点 

 
 

 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

市民農園の利用区画数 
228 区画 

(平成 27 年) 
250 区画 

図 書 館 の 利 用 者数 
154,295 人/年 

(平成 26 年) 
400,000 人/年 

 土浦港周辺の歩行者通行量 
2,178 人／日 

(平成 25 年) 
2,230 人／日 

 

・第 2 回土浦市まち・ひ

と・しごと創生有識者

会議指摘事項 

(資料 2，No.1) 

【施策方針と主な事業】 

■「ゆとり」のある快適な都市環境の創出 

 霞ヶ浦や～ 

 良好な風致・景観を備えた自然共生型の公園・レクリエー

ションの場を整備・充実し，「憩い」と「潤い」の場を創出・

提供します。 

 霞ヶ浦湖畔や～ 

 
  
 
 

【施策方針と主な事業】 

■「ゆとり」のある快適な都市環境の創出 

 霞ヶ浦や～ 

 良好な風致・景観を備えた自然共生型の公園・レクリエー

ションの場の整備・充実や，貴重な自然環境や谷津田など

の保全により，「憩い」と「潤い」の場を創出・提供します。 

 霞ヶ浦湖畔や～ 
 

・パブリック・コメント 

(No.2) 

資料６ 
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頁 旧（案） 新（案） 理 由 

戦略 

15 

■仕事と子育てが両立できる環境の構築 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

女性の就業率 

(15 歳以上就業者/同総人口) 

45.1％(平成 22 年) 

[国勢調査] 
47.5％ 

「教育・保育事業」、「地域子ども・子育て 

支援事業」における供給不足の事業 

3 事業 

[2015 つちうらこどもプラン]  
0 事業 

 
 

 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

女性の就業率 

(25～49 歳就業者/同総人口) 

65.4％(平成 22 年) 

[国勢調査] 
70.0％ 

「教育・保育事業」、「地域子ども・子育て 

支援事業」における供給不足の事業 

3 事業 

[2015 つちうらこどもプラン] 
0 事業 

 ・第 2 回土浦市まち・ひ

と・しごと創生有識者

会議指摘事項 

(資料 2，No.2) 

【施策方針と主な事業】 

■ワークライフバランスと女性の活躍を促す取り組み 

 第 3 次土浦市男女共同参画推進計画（後期基本計画）に基

づいた各種事業を、市内事業所等との連携のもとで推進し、

ワークライフバランスの確保、多様な分野での女性の活躍

などを促進します。 

 

 
 
 

【施策方針と主な事業】 

■ワークライフバランスと女性の活躍を促す取り組み 

 第 3次土浦市男女共同参画推進計画（後期基本計画）に基

づいた各種事業を、市内事業所等との連携のもとで推進し、

ワークライフバランスの確保、多様な分野での女性の活躍

などを促進します。 

 加えて、テレワークなど、子育て中の保護者（女性）が働

きやすい「働く場」の創出を検討していきます。 
 
 

戦略 

18 

■結婚支援の充実 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

男性の 30～34 歳未婚率 
51.6％(平成 22 年) 

[国勢調査] 
46.0％ 

女性の 30～34 歳未婚率 
33.9％(平成 22 年) 

[国勢調査] 
32.0％ 

 
 

 

【ＫＰＩ（重要行政評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

婚姻件数 
831 件(平成 25 年) 

[茨城県人口動態統計] 
900 件 

 

・第 2 回土浦市まち・ひ

と・しごと創生有識者

会議指摘事項 

(資料 2，No.3) 
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頁 旧（案） 新（案） 理 由 

戦略 

20 

■持続可能なコミュニティの確立 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

生きがい対応型デイサービス事業 

の 1 施設当たり利用者数 
7,436 人(平成 26 年) 8,225 人 

公園の里親制度認証団体数 4 団体(平成 27 年) 15 団体 
  

■持続可能なコミュニティの確立 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標）】 

指標 基準値 目標値(H31年度) 

生きがい対応型デイサービス事業 

の年間利用者数 
63,064 人(平成 26 年) 73,400 人 

公園の里親制度認証団体数 4 団体(平成 27 年) 15 団体 
  

・第 2 回土浦市まち・ひ

と・しごと創生有識者

会議指摘事項 

(資料 2，No.4) 

【施策方針と主な事業】 

■市民主体のまちづくりの推進 

 これまでに～ 

 市民等が主体となって企画・実施するまちづくり活動等に

ついては、ハード・ソフトの両面から積極的な支援を行い、

地域コミュニティの再生・強化を図ります。 

 また，本市に～ 

 

 
 
 

【施策方針と主な事業】 

■市民主体のまちづくりの推進 

 これまでに～ 

 まちづくりを学ぶ機会の提供等による「担い手づくりを進

めるとともに、市民等が主体となって企画・実施するまち

づくり活動等については、ハード・ソフトの両面から積極

的な支援を行い、地域コミュニティの再生・強化を図りま

す。 

 また，本市に～ 
 
 

・パブリック・コメント 

(No.6) 

 

 


