
Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

新卒居住者数 20人 ― ―

入居人数 20部屋40人 ― ―

地域貢献活動日数 400日（1人10日） ― ―

HPサイト訪問者数 800,000人／年 1,310,189人／年 100%

データの蓄積、分析、施策への反映 施策への反映 データストック 50%

ｲﾍﾞﾝﾄ参加者 100人/年 中止 ―

担い手育成塾生 3名 2名 66%

参入企業数 1社 3社 100%

研修会開催 年3回以上開催 年3回開催 100%

就職面接会 2回 2回 100%

就職者 20名 9名 45%

坂戸市民の就職者 10名 0名 0%

就職者（坂戸市民） 580名 430名 74%

内職斡旋 200名 84名 42%

未達成

若年者就職支援事業は、若年者の安定した雇用の確保や、企業の人
材確保に資する事業であり、継続して実施していきたいと考えておりま
す。

商工労政課

9 労働相談事業 H19

川越公共職業安定所と連携して運営している坂戸市ふるさとハ
ローワークにおいて求人・求職の相談業務を行う。また、市独
自に設置している坂戸市内職相談室でも内職に関する求人・
求職の相談を行う。

ふるさとハローワークの運営、内職
相談の実施 未達成

8 若年者就職支援事業 H17
若者の雇用を促進するため、川越公共職業安定所、川越市、
鶴ヶ島市、富士見市、ふじみ野市等関係機関と連携し若者を対
象に、合同就職面接会を実施する。

合同就職面接会の開催

雇用の促進は、市民の生活の基盤を安定させるために必要な施策で
あり、雇用相談事業は継続して行きたいと考えています。

商工労政課

7
若者等の職場定着支援
事業

H27
坂戸市区域内にある企業の雇用促進及び職場定着を図るた
め、企業経営者や管理者等を対象にした雇用管理研修を行う
ことにより、職場定着率の向上につなげる。

講師との業務委託契約、研修会開
催 達成

若者の早期離職を防止し採用された職場に定着させることは、採用す
る企業側及び雇用される側の双方にとっても重要な取組みであり、継
続していきたいと考えます。

商工労政課

6 新規就農者支援事業 H25
農業経営を始めようとする意欲のある新規就農希望者及び新
規就農者への支援を行う。企業等による農業参入支援を行う。

補助金交付
新規就農相談等 未達成

安定的な就農を目指すには、農地、資金、技術など、解決すべき課題
が多岐にわたることから、引き続き関係機関との協力体制のもと、「担
い手育成塾」を中心とした就農支援を継続していきたいと考えます。

農業振興課

未達成 長期的なデータの蓄積は有効であると考える。今後は、蓄積したデータ
の分析と、施策への反映方法について検討していく必要がある。

子育て支援課

5 婚活支援 H27
　結婚を望む市民へ、各種婚活イベントの情報提供及び参加を
支援する。
　お見合いパーティなどのイベントの実施。

婚活相談窓口業務、施設修繕 その他

4
子育て世帯意識調査実
施事業

H27
子育て世帯の定住意識等を調査し、定住施策や子育て支援施
策を実施する際の基礎データを収集する。

アンケートの実施

独身男女に出会いの機会を提供し、結婚・出産へ繋げていくためには、
長期的なサービスの提供が必要です。今後も恋たまへの参加を継続す
るとともに、婚活ｲﾍﾞﾝﾄなどの実施方法を工夫することで、より多くの方
が参加しやすくなるよう配慮が必要と考えます。

政策企画課

3
シティプロモーション推進
事業

H24

地域の魅力を市内外へ積極的に情報発信し、市内の求心力を
高めるとともに、子育て支援策（事業）をメインに若い世代の流
入と定住化を促進する。また、効率的な情報発信をしていくた
め、若手職員による仕組みをつくり、広く情報収集及び多様な
発信の研究を進める。

予算どおり執行
事業費の確定による減額補正 達成

ネットワークや端末の進化で誰もがいつでもどこでも様々な情報を入手
できる現代において、情報の受け手側のニーズに合わせた情報発信
が重要であり、今後は視覚に訴え、訴求力の高い映像コンテンツを積
極的に活用したプロモーション活動も推進していきたいと考えていま
す。

広報広聴課

2 団地活性化推進事業 ―

大学とUR都市機構が、学生のルームシェア等について、地域
ボランティアに参加することを条件に契約締結する。北坂戸団
地や東坂戸団地での実施を想定。
【仕組み】市は大学と協定を結び大学へ助成を行う。大学はUR
と契約を結び家賃を支払う。大学は入居している学生から家賃
を徴収する。学生は、割安で居住する対価として年間10日程度
の地域貢献活動を行う。

― 中断・廃止

本事業は若者の定住促進や住宅団地の活性化は期待できますが、市
単独事業としては財政負担が大きいことや、対象となる学生が入居す
るには部屋の間取りが不向きである等の課題もあるため、今後は団地
活性化の取り組みの一環として、大学やUR等の関係機関と継続的に
意見交換等を行っていきたいと考えます。

政策企画課

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課

1
大学等新卒者居住支援
事業

―

本市への若者の定住を促し、かつ、活力のある魅力的なまちづ
くりを推進するための事業展開を図る。具体的には、市内大学
及び看護学校の新卒者のうち、定職を持ち、かつ、大学等に入
学する以前に本市に居住したことがない者が、賃貸住宅に居
住する場合の家賃の一部を一定期間補助する。対象者に対す
る補助期間は最長で2年間を想定。

― 中断・廃止
市単独で実施する場合、単なる個別助成とするのではなく、例えば地
域活動への参加を補助要件に加えるなど、複合的な効果に結び付ける
仕組みの検討が必要と考えます。

政策企画課

第１期坂戸市総合戦略　個別事業の実施概要

　　　（A)、（B)及び（D)の指標の欄は総合戦略からの転記項目

No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

評価について

・達成 令和元年度末時点の目標を達成できた事業

・未達成 令和元年度末時点の目標を達成できなかった事業

・中断・廃止 中断・廃止した事業

・その他 現時点では評価ができない事業

（台風19号や新型コロナウイルス等の影響を受け、令和元年度については中止となった事業を含む。）
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

助成件数 100件 63件 63%

助成金額 700万円 334万円 48%

出生数 750人/年 556人/年 74%

未熟児養育医療受給者数 29人/年(維持) 31人／年 100%

健康教育参加者 1,700人／年 1,301人／年 77%

乳幼児健診受診率（平均）
 95.0% 92.00% 97%

乳幼児健康相談事業利用者数総計
 2,500人／年 2,638人／年 100%

モバイルサイト登録者数 1,500人 3,281人 100%

妊娠届出時のアンケート実
施率・回収率

100% 99% 99%

支給対象者中の転入者数 制度設計時に設定 ― ―

支給件数 184,184件 167,379件 91%

支給額 326,830千円 301,560千円 92%

一件当たり支給額 1,700円 1,802円 94%

子育て支援課未達成
会員数

維持・拡大
（499人）

391人 78%
年々増加する多様な保育ニーズに対する補完事業として、市民ニーズ
に対応するための重要な事業であると考えられることから継続実施し
ていきたいと考えます。また、受託事業者との連携、ノウハウの活用に
より、一層の運営強化を図っていきたいと考えます。

20
ファミリー・サポート・セン
ター運営事業

H12

  子育ての援助を受けたい市民と子育ての援助を行いたい市
民が登録し、子育ての相互援助活動を行うことにより、安心し
て子育てができる環境づくりと地域における子育て家庭への支
援の充実を図る。

ファミリー・サポート・センターの業
務委託による運営

19 こども医療費支給事業 H27

中学校卒業までのこどもの保険診療分に係る医療費の一部負
担金部分を保護者に支給する。
中学校卒業までのこどもの入院に係る食事療養費の１/２を保
護者に支給する。

こども医療費の支給 未達成

医療費の支給額が年々増加傾向にあることから、医療機関への適正
受診について広報やホームページ等を通じて保護者に対し協力をお願
いしていくとともに、こどもの怪我や病気の予防に係る啓発も併せて進
めていきます。

子育て支援課

18 実家保育助成制度 H27
父母が就労していて、保育園・幼稚園等に通っていない就学前
の児童を保育する祖父母に対し助成を行う

― 中断・廃止 子育て支援課

達成

複雑化している乳幼児期の予防接種を確実に実施するためには、予防
接種情報提供システムは、非常に有効なツールととらえています。
更なる利用者の拡大に向け、より利用しやすいシステムとなるよう管
理・運用を行っていきます。

市民健康センター

17
妊娠・出産包括的支援事
業

H29

妊娠期には保健師・助産師、子育て期には保育士等の専門職
が専門的な見地から相談支援を実施し、リスクの高い家庭に対
して支援プランの作成や助言、利用できるサービスの情報提供
をワンストップで行う子育て世代包括支援センター（母子健康
包括支援センター）設置して、妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない支援を行う。

妊娠届出時面接
相談支援
産後ケア事業等実施

未達成

16
予防接種情報提供サー
ビス事業

Ｈ27

予防接種の情報提供システム（モバイルサイトおまかせ！坂戸
市予防接種ナビ）を導入し、登録した市民に対し、個人の希望
に応じた予防接種スケジュールを自動作成することで、複雑化
している予防接種を漏れなく確実に接種することが可能となり、
子育て中の保護者を支援する。

予防接種情報提供システム管理運
用

支援体制の充実を図るため、平成３１年度から産前産後サポート事業
を実施しました。
母子健康手帳交付時に面談を実施し、坂戸市の子育て支援サービス
の情報提供を行っていますが、今後は広報やＨＰを活用し更なる情報
発信を行っていきます。

市民健康センター
子育て支援課

15 乳幼児健康相談事業 S54

心身ともに健康な子どもが育ち、育児不安、児童虐待の減少、
発達支援の必要な乳幼児が適切な保健・療育等の相談を受け
ることができるよう､乳幼児健康相談、すくすく発達相談、にこに
こ親子相談（１歳６か月児健診二次相談）、来所・電話相談、家
庭訪問等を実施。

乳幼児健康相談、来所・訪問・電話
相談、発達相談 達成

社会的に子育て支援の必要性が高まっており、相談事業の継続は不
可欠です。また行政への相談が気軽にできる環境づくりをしていきま
す。
発達相談を希望する親子は年々増加しています。専門医による相談回
数や作業療法士による教室回数を増やす等の検討を行っていきます。

市民健康センター

14 乳幼児健診事業 S54
健やかな子を産み、育てるため、妊娠期から乳幼児まで継続し
た母子の健康管理・支援を行う。（母子健康手帳の交付、妊婦
健康診査の助成、母子保健推進員活動、乳幼児健診）

母子健康手帳の交付、妊婦健康診
査、乳幼児健診、母子保健推進員
活動

未達成

医療機関で受診する乳幼児がいるため、受診率は１００％にはなりま
せんが、未受診者への訪問などを今後も実施し、他関係機関とも連携
を図りながら、全対象者の把握に努めます。また、健診の対象者数や
内容・流れを適宜見直し、受診者の拘束時間を短縮するなど、より受診
しやすい健診となるよう改善し、受診率の向上に努めます。

市民健康センター

達成

申請書類の削減と保護者様の負担軽減のため、令和２年度より番号
照会によって市町村民税の所得割額を算出できるようになりました。ま
た、申請時に地区担当の保健師と面談することで退院後も相談しやす
い環境づくりをしていきます。

市民健康センター

13 乳幼児健康教育事業 S54

妊婦及び家族を対象としたパパママ教室、乳幼児及び保護者
を対象とした離乳食講習会、依頼による健康教育、子どもの発
達支援の場として「のびのび親子教室」、歯科保健教育として
保育園児の歯科指導を実施。

パパママ講座、親子教室、離乳食
講習会、歯科指導等 未達成

12
未熟児養育医療給付事
業

H25
入院医療を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医
療費を給付します。

未熟児養育医療費の給付、保健師
等による保健指導

教室・講座は事後アンケートの結果より配布資料や講話内容について
改善を行い、今後の事業へ反映させていきます。親子教室はよりきめ
細やかな相談や、児の発育発達を促すため、保護者の意見や遊びを
取り入れ実施していきます。

市民健康センター

11
出生世帯向け商品券交
付事業

H27
子が出生した世帯に対して地域消費型商品券の交付を行うこ
とにより、子の出生に祝意を表するとともに、出生世帯の家計
の負担軽減及び市内における消費喚起を図る。

555名に交付 未達成
商品券使用率が高いことから、目的に対する効果は高いと考えられる
ため、事業を継続してまいります。
今後も、祝意を表す記念品等について研究してまいります。

市民課

10 不妊治療費助成事業 H28

不妊治療等を受けている夫婦に対し、その治療等に要する治
療費の一部を助成金として交付することにより、経済的負担を
軽減し、治療等を受ける機会を増やすことにより、少子化対策
及び次世代育成支援を推進する。

早期不妊検査費助成、不妊治療費
助成、不育症検査費助成 未達成

不妊で悩んでいる夫婦が望むタイミングで治療を受け、妊娠するため
に、治療費等の助成はとても意義のあることです。今後も事業の継続
が必要です。

市民健康センター
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

相談件数 280件 468件 100%

実施施設数 1施設 1施設 100%

利用者アンケート ※今後設定 ※今後検討 0%

施設数 維持 7施設 100%

実施事業所数 2か所 1か所 50%

施設利用者数 693 633 91%

料理教室・試食会の参加者
数

50組 19組 38%

対象世帯数 100世帯以上 104世帯 100%

保育所等定員数 1466 1441 96%

小規模保育施設数 9 27 100%

待機児童数 0 2 0%

※指標未設定
実施に向け調査研究に
努め、目標の設定を行
う

― ―

学童保育所施設数 １４ヶ所 １４ヶ所 100%

29 学童保育所整備事業 ―
学童保育所の適切な運営を図るため、施設の建設等をはじ
め、施設の維持管理及び用地の借上げを行います。

学童保育所施設維持管理、学童保
育所改修工事等 達成

国及び県からの補助金を活用し、計画的に老朽化した施設の建替えを
や移転を行うことができており、保育環境の改善が図れているため、継
続事業とします。

保育課

28
多子世帯幼稚園授業料
等軽減事業

－
子育て支援の一環として、多子世帯の保護者に対して、第3子
以降の幼稚園児の入園料及び授業料の年額から幼稚園就園
奨励費補助金を引いた差額を補助する。

実績なし
中断・廃止 令和元年度１０月から幼児教育無償化により、事業廃止。 教育総務課

27
保育園等待機児童対策
事業

H27
待機児童を解消するため、既存の教育・保育施設の定員増や
新規小規模保育施設の設置を進め、保育需要に対する定員の
確保を図る。

認可保育所、小規模育移設の設置
未達成

今後においても、民間保育所等の定員を考慮しながら、乳・幼児の入
所を柔軟に進め、待機児童の解消を図っていきたいと考えている。 保育課

26
多子世帯保育料軽減事
業

H27
多子世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、多子出生を促
す少子化対策として実施するもの。第3子以降の児童のうち、
0・1・2歳児の保育所保育料を全額免除する。

第3子以降の0～2歳児の保育料全
額免除 達成

埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金を活用し、子育て世帯、中
でも子どもの多い世帯の負担を軽減することができていることから、継
続事業とします。

保育課

25 すくすく保育推進事業 H27

１．子育て家庭向け試食会の実施
２．子育て支援料理教室の開催
３．保育園保護者向け給食試食会の実施
４．公立保育園遊具の購入
５．保育園給食のレシピ集の作成
６．公立保育園食器購入

保育士支援アドバイザー採用に関
する経費 未達成

保育士支援アドバイザーによる巡回相談や指導は、小規模保育施設
等の経験の少ない若手職員にとって、大変有効であることから、継続
事業とする。

保育課
料理教室・試食会参加者の
満足度向上

実施後アンケート「満
足」との回答100％

実施後アンケート
「満足」との回答
100％

100%

24 病児・病後児保育事業 H29
  児童が病気又は病気の回復期に、医療機関、保育所等に敷
設された専用の保育スペース等において、看護師及び保育士
が、一時的に保育する。

国・県の補助金分を除いた額を利
用児童数の割合で負担。 未達成

ホームぺージ等を活用し、市民の方々に周知をすることで、多様なニー
ズに対応した子育て支援の拡充を目指します。また、病児保育施設所
在地である鶴ヶ島市と連携を強化していきます。

保育課

未達成
保護者の不安や負担の軽減、児童の健全な育成に対し、重要な役割
を担っていると考えられ、事業を継続実施することは必要と考えます。

子育て支援課

23
地域子育て支援拠点事
業

H19
乳幼児及び保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て
についての相談、情報提供及び助言その他の支援を行う。

乳幼児及び保護者が相互に交流を
行う場の開設 達成

22 子育て短期支援事業 H28
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けること
が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等で必
要な保護を行う。

児童の保護・養育の実施

子育て中の親子が気軽に集い、地域で交流・相談できる環境の提供は
必要性が高いと考えるため、引続き事業の継続及び充実を図っていき
ます。

子育て支援課

21
子育て支援利用支援事
業

H27

専任の支援員を配置し、子育て支援課及びつどいの広場、児
童センターなど保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等の情報提供及び相談・助言を行うととも
に、関係機関との連絡調整を総合的に行う。

子育て支援に関する情報提供及び
相談・助言 達成

平成27年度から開始された子ども・子育て支援新制度では、市町村が
教育・保育施設や地域の子育て支援事業について需要量を見込み、
供給体制を計画的に整備していく仕組みになっています。その一方で、
保護者が自らの状況に応じて適切なサービスを選択することは容易な
ことではないことから、個別の状況に応じて適切なサービスを円滑に利
用できるよう支援していく必要性は非常に高いものと考えます。

子育て支援課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

助成対象世帯数 520世帯 541世帯 100%

学校支援員数 42人 62人 100%

埼玉県学力・学習状況調査
における小学校平均正答率

国語71.2％
算数67.5％

国語54.6％
算数65.2％

国語77％
算数97％

埼玉県学力・学習状況調査
における中学校平均正答率

国語70.1％
数学54.9％

国語57.9％
数学59.2％

国語83％
数学100％

―

全7中学校区が小中連携教
育を100％実施

7校 7校 100%

中1不登校出現率 1.5%以下 1.6% 94%

朝食摂取率(中2) 82%
コロナウイルスの影
響で検証できず

-

教室数 増加 13教室 100%

市内児童参加率 12％ 11% 92%

実施校数 4校 4校 100%

講座参加者 100人／年 12人 12%

参加者の熱意と満足度の向上 80% 100% 100%

雇用者 30,500人 30,240人 99%

未達成
雇用促進奨励金は、企業を誘致する際に市内雇用の促進を図るため
の制度であり、現在制度利用者はおりませんが、制度を維持していき
たいと考えます。

商工労政課38
雇用主に対する助成（雇
用促進奨励金）

H20

坂戸市工場誘致条例（自主条例）により、指定を受けた工場が
操業等開始時に、坂戸市内在住者を常用の従業員として新た
に雇用した場合、1年を継続するごとに3年を限度として雇用促
進奨励金を交付する。
被雇用者1人につき雇用が1年継続するごとに10万円とし、1事
業につき1年度内300万円を限度とする。

雇用促進奨励金の交付事務

37
女性のための再チャレン
ジ支援事業

H27
就業を目指す女性をメインターゲットとし、ビジネス講座の開催
や情報提供などの意識啓発を行い、地元での再就職を促進す
る。

県との共催講座を１回開催（講師料
件負担）参加者12名 未達成 女性の社会参加の機会を確保する取り組みとして必要な事業と考えま

す。今後についても関係各課をはじめとし、埼玉県女性キャリアセン
ター、ハローワーク等と連携した事業を検討し、実施していきます。

人権推進課

36
青少年地域ふれあい事
業（放課後子どもげんき
教室）

H22
放課後、安全で安心な学校という場で、地域の人たちの参画を
得て、伝承遊びやスポーツ等の活動を行う。事業を通じて子ど
もたちの健全な育成を図る。

放課後子どもげんき教室の開催 達成 今後も引き続き各学校のサポーターズクラブと連携を取りながら、効率
的な事業展開を図っていきます。

社会教育課

その他
児童生徒の食育への関心を高めるとともに、健康で豊かな生活を営む
基盤となる食への正しい知識・技能を身につけさせ、今後も女子栄養
大学と連携して食育推進プログラムの推進を図っていく。

学校教育課

35
地域人材を活用した学習
支援事業

H27

児童の基礎学力の定着と自学自習の姿勢を身につけることを
目的とし、小学4年生を対象に「学力のびのび塾」を開催。学習
支援員には地域の人材を活用し、児童の学力に合わせた指導
を行う。

学力のびのび塾の実施（小学４、５
年生） 未達成

34 食育推進事業 H22

市の食育プログラム(小5から中2)に基づく授業の実施や自校
給食を基にした食育や野菜づくりの指導を通じて、児童生徒が
自ら食について考え学び、健全な食生活の実現を図る。
食を通じて児童生徒の心とからだを育むため、いのちの大切さ
や食べ物のつながりを学ぶ体験型の食育事業を推進する。

児童の基礎学力の定着及び地域人材を活用することで活力のある地
域づくりの一助を担っているという点から、事業を継続していく必要があ
ります。

社会教育課

33 小中一貫教育推進事業 H23

平成27年度から施設一体型の小中一貫校のモデル校として城
山学園を開校し、９年間を見通した教育を推進する。特に、異
学年交流の充実、外国語活動の充実、小中学校の教員の連携
に努める。これらの取組みを生かし市内小中学校連携教育の
推進を図る。

英語学習支援員の派遣 未達成 城山学園については、今後も施設一体型の良さを活かし、英語教育に
特化するなど、特色ある小中一貫教育を推進していきます。

学校教育課

32 学力向上推進事業 H22

教員の指導力向上のための学校研究の推進、研修会の実施、
基礎学力向上のための国語ドリルの配付や夏季集中講座を実
施するとともに、家庭学習ガイドラインを作成、家庭学習ノート
の配付を行い、家庭学習を充実させ学力向上を図る。また、各
種学力検査の結果を検証し、学力向上策の改善につなげる。

講師謝金
消耗品費
学力検査等委託料

未達成

児童生徒がこれからの社会で生きるために必要な「主体的・協同的に
課題を解決する力」を育成するため、児童生徒同士の学び合いを推進
し学力向上を図ります。引き続き、学力調査等の結果から課題を把握
し、教育委員会・各学校・学力向上推進委員会等で共有し、組織的に
取り組みます。

学校教育課

達成

学校給食費は令和２年度から小中学校ともに月額１００円増額し、小学
校が月額４，１００円、中学校が月額５，０００円となり、多子世帯の経済
的な負担は大きいと考えられることから、継続して事業を実施する必要
があると考えます。また、令和２年度からは大学生等の１８歳以上の子
を持つ世帯等にも補助できるよう年齢制限を廃した補助の実施を予定
しています。

教育総務課

31 学校支援員配置事業 H21
発達障害などの特別に配慮を要する児童生徒への支援・補助
を行うことにより、すべての児童生徒の学校生活の充実を図
る。

学校支援員・校務支援員の配置 達成

30
多子世帯学校給食費軽
減事業

H28

子育て支援の一環として、多子世帯の負担軽減を図るととも
に、経済的負担を理由として多子出生を躊躇する世帯の負担
感を和らげることで、第３子以降の出生を促し少子化対策とし
ても有効なことから、一定要件を満たした第３子以降の学校給
食費を補助する。

給食費補助
システム賃貸借

学校支援員の配置により個に応じたきめ細やかな指導を行うことによ
り、充実した学校生活を送れる児童生徒が増えています。また、校務支
援員の配置により、教員の児童生徒への指導体制の充実が図られる
ことから、今後も引き続き事業を継続していきます。

学校教育課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

産業団地空き状況 空きなし  空きなし 100%

市内創業者 25件 3件 12%

相談件数 60件 8件 13%

セミナー実施件数 1回 1回 100%

預託金
10,000千円

（維持）
3,500千円 35%

被雇用者の創出 約1,000人 ０人 0%

固定資産税 約2億5,000万円 約50万円 0%

補助金 5,000千円 5,000千円 100%

ファーマーズマーケット　施設数 1施設 0施設 0%

新商品数 8品目 7品目（累計） 88%

売上額（千円） 10,000千円 472千円 5%

農園区画数
239区画
（維持）

217区画 91%

参加市民 200人 134人 67%

毎月の開催回数 6回 4回 66%

開催場所 2か所 2か所 100%

観光ガイドマップの配布 30000 30000 100%

観光ルートガイドの配布 15000 25000 100%

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄの応募数 300 116 39%

48 観光ＰＲ事業 H27

人が訪れ交流するまちを目指し、本市の観光情報をガイドマッ
プやホームページ、デジタルフォトコンテストなど活用し、積極
的かつ多角的に情報発信するとともに、新たなガイドマップの
作成や取材活動を通じて新たな観光資源の掘り起こしも行い、
観光資源の充実と地域の活性化を図る。

観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ作製、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄｺﾝﾃ
ｽﾄ実施、観光㏚ポスター作製等 未達成

観光による地域振興及び地域経済の発展のためには、各種観光情報
ツールを活用した情報発信は必要と考えています。よって、当事業は、
継続すべきと考えています。

商工労政課

未達成
（元町市民農園を除き）土地の借上げ、利用者との契約ともに令和４年
までが一区切りとなっていることから、当面は事業を継続しますが、契
約更新時に向け、事業の見直しを図ってまいります。

農業振興課

47
農業活性化事業（軽トラッ
ク市の開催）

H26
農産物の販路拡大、生産拡大及び地産地消の促進等を行い、
農業の活性化を図るため、軽トラック市の拡充を推進する。

補助金交付
加工支援 未達成

46 市民農園事業 H5
農業者以外の方が野菜や花等を栽培して自然にふれあうとと
もに、農業に関する理解を深めること及び市民農園の開設を支
援し、その導入を図る。

管理及び貸出事務

農畜産物の需要創出・把握と生産拡大は、「もうかる農業」の実現に不
可欠であり、事業の継続が必要と考えます。

農業振興課

45
農業活性化事業（6次産
業化ネットワーク活動推
進事業）

H27

農村風景や川の景観などの地域資源、農業者がもつ伝統食の
加工技術等を農畜産物と有機的に結合させるとともに、他産業
との連携を強めることにより６次産業化の取組を拡大し、収益
力のある農業経営の確立を目指していく。

補助金交付
加工支援 未達成

農畜産物の需要創出・把握と生産拡大は、「もうかる農業」の実現に不
可欠であり、事業の継続が必要と考えます。

農業振興課

44
ファーマーズマーケット整
備事業

H26
農産物の直売機能に加え、情報発信や加工施設等を備えた拠
点施設を整備することで、収益性の高い農業経営の実現を図
る。

課題等検討 中断・廃止

ファーマーズマーケットの整備については、前提として出荷能力や生産
技術の向上、運営主体の検討、競合事業者との差別化など様々な課
題が解決されない限り、整備後の安定的な運営が見込めません。この
ため、坂戸市産農畜産物の生産拡大と消費促進を目的とした農業活
性化事業へ統合し、課題解決のあかつきに改めて整備方針を検討す
る方向で見直しを図りたいと考えます。

農業振興課

未達成
第６次坂戸市総合振興計画土地利用構想に基づいた工業・流通など
産業振興に資する土地利用転換を実現するため、土地区画整理事業
施行に向けた埼玉県等関係機関との協議を進めていきます。

都市計画課

43
地域経済活性化店舗・住
宅改修助成事業

H24

市内業者により店舗又は住宅の改修工事を行った者に対し、
補助金を交付することにより、市内業者の活性化及び雇用安
定化に資するとともに、店舗、住宅の質の向上及び長寿命化を
促進する。

商工会へ事業費の一部を補助金と
して交付 達成

42
開発推進地区における産
業基盤づくり推進事業

H27
交通の優位性をいかし、開発推進地区の土地利用転換を行
う。

・課題の整理
・埼玉県等関係機関との協議

商工業振興のため、継続して事業を実施する必要があると考えます。
※一次評価内容は、商店街等対策事業と同様の内容としております。

商工労政課

41 中小企業融資事業 S51

市と協定を結んでいる金融機関に預託することにより、市内で
事業を営む中小企業者に対し、金融機関や保証協会の協力を
得て融資する。預託金の20倍を限度とした融資、また、完済時
には利子の30%を補給。代位弁済時には一部損失補償

指定金融機関との協定、信用保証
協会との契約 未達成

事業者の資金調達を支援する制度であるため、制度の維持は必要と
考えますが、預託金を預け入れることによる予算の硬直化への対応も
必要であり、制度の在り方を金融機関と調整を図りながら研究してまい
ります。

商工労政課

40 創業経営発達支援事業 H27

平成26年度に制定された産業競争力強化法に基づき、商工会
と連携を図り、市内小規模事業者等の支援や、地域活性化を
図るために創業による新なビジネスや雇用の創造を促進し、経
済の新陳代謝を図る。

創業者へ助成金を交付 未達成
1人でも多くの創業者を生み出し、市内の空き店舗を減少させるために
は、創業者への支援を継続させることが必要と考えます。

商工労政課

39 工場誘致奨励事業 H20

平成20年4月以降に市内特定地域に工場を新設、又は移設し
操業開始する事業者に対し、創業開始の翌年度から4年間、納
付した固定資産税額の5割を工場誘致奨励金として交付する。
また、市内在住の新規雇用者1人につき雇用が1年継続するご
とに10万円とし、1事業所につき1年度内300万円を限度とする。

奨励金の交付事務 達成
企業誘致は、地域産業の活性化や雇用の創出に大きく影響するもので
あり、奨励金の交付事業は継続して行きたいと考えています。

商工労政課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

ｲﾍﾞﾝﾄの運営 地域主体で開催 中止 －

来場者の満足度 100% － －

民を主体とした運営 - 中止 -

自主防災組織結成率 80.0% 95.6% 100%

自主防災訓練実施率 70.0% 61.1% 87%

自治会加入率
７１．４％
（維持）

68.0% 95%

市民活動支援施設の利用件
数

300件 237件 79%

出前講座等参加者数　 300人 285人 95%

寄附件数 4,000件 1,189件 30%

寄附額 1億円 3,941万円 39%

施設利用者数 12,000人 9,595人 80%

56
北坂戸団地にぎわい再
生事業

H26

住宅団地再生に関して事業を実施する大学に対し、当該事業
に要する経費を助成することにより、地域の活性化及び協働に
よるまちづくりを推進する。手法として、UR都市機構の施設に
設置した太陽光発電システムによる売電収入で空き店舗を借
上げ、大学と連携し、にぎわい再生の拠点施設である「北坂戸
にぎわいサロン」を運営する。

運営に係る事務 未達成

 地域のにぎわい創出の拠点として一定の役割を果たせていますが、
現在の利用者の多くを占める高齢者層だけでなく、幅広い世代のニー
ズに沿った事業内容を展開していくために、関係機関、関係者と連携を
密にして、更なる改善に努めます。

政策企画課

未達成

坂戸市の健康なまちづくり計画に基づき、健康に関する様々な要素を
取り入れた活動を展開している市民ボランティアの活動を支援するとと
もに、市民ボランティアや地元企業との協働で、地域における健康づく
り活動を推進していきます。

市民生活課

55
ふるさと納税の啓発（まち
づくり寄附金推進事業）

H20
まちづくり応援寄附金制度を広く市内外に啓発することにより、
魅力あるまちづくりを推進する。

寄附金の受入、受領証明書等の発
送等 未達成

54
地域健康づくり活動支援
事業

H19

市民の健康づくりを支援する環境整備をするとともに市民ボラ
ンティアを育成することで、市民主体の健康づくりを推進する。
また、食を通じた健康づくり応援店との連携による料理教室等
を通じ、市民の健康を地域主体で支える環境整備を図る。

健康づくり市民ボランティアの支
援、応援店の認定等

まちづくり応援寄附金制度の更なる推進のため継続してまいります。ま
た、今後の国の動向や税制改正等を注視しながら柔軟に対応し、所期
の目的達成に向け取り組んでまいります。

政策企画課

53 市民活動普及支援事業 H18
各種講座やイベントを実施するとともに、市内の市民活動支援
施設を管理・運営し、市民活動の普及・啓発及び活動団体の支
援を図る。

市民活動の普及啓発及び支援 未達成

提案型協働事業については、提案団体の固定化等の問題もあるため、
より多くの市民活動団体へ事業内容を周知するとともに、実施事業が
単年度で終了するのではなく、継続して実施できるように働きかけを
行っていきたいと考えます。

市民生活課

52
コミュニティづくり推進事
業

S61

市内154 か所にある住民の自治組織である区・自治会等（以
下、自治会）に対し、自立・活性化のための支援及び運営等に
対する補助を実施。自治会に対しては自治会運営費交付金、
活動拠点である集会所の新築・修繕に対しては集会所建設費
等補助金を交付。備品は、(一財)自治総合センターが実施して
いる一般コミュニティ助成事業助成金を活用し補助を行う。

集会所建設費等補助金、コミュニ
ティ助成事業補助金 未達成

多くの地区集会所で、老朽化が進んでおり、施設の修繕に対する補助
金の要望は、今後ますます増えることが予想されます。「コミュニティ助
成」に対しても、順番待ちの状況であり、地域の実情を把握しながら計
画的に助成がされるよう県と調整していきたいと考えます。

市民生活課

その他

坂戸よさこいは、関東有数のよさこいとして、本市の賑わいの創出・産
業の振興など、地域の活性化に大きく貢献しています。完全自主運営
には、今しばらく時間を要すると考えられるため、継続して支援する必
要があります。

商工労政課

51 自主防災組織整備事業 H12
自主防災組織未結成の地区には結成促進活動を行い、結成し
た団体や活動を行っている団体には、結成時補助金や活動補
助金を支給する。

結成時補助金、訓練補助金、資機
材等購入補助金 未達成

50 坂戸よさこい支援事業 H13
坂戸よさこい実行委員会に対し、よさこい運営に対する補助金
を交付する。また、会場運営、安全計画、広報ＰＲなど、事務局
として支援を行う。

補助金交付

地区ごとの災害リスクに応じた自主防災組織の活動促進を図れるよ
う、訓練の実施方法等についても検討してまいりたいと考えておりま
す。

防災安全課

49 観光振興事業 H26

本市の観光資源としては、自然・景観、名所・史跡、文化財、地
域の祭りなどはあるものの、多くの観光客が訪れてみたくなる
ような「歴史と文化」に基づく観光資源は乏しい状況であること
から、本市の特徴でもある自然環境を生かした新たな観光資源
を発掘することとし、見物客が多く訪れるようになった北浅羽の
安行寒桜などを活用した祭りを展開し、地域の活性化を進めて
いく。

― その他

地域振興及び地域経済の発展に観光は不可欠な要素であると考えて
います。
観光ニーズを的確にとらえ、更なる事業の発展を促し、今後も継続して
いく必要があります。

商工労政課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

葉酸関連講座参加者数（累
計）

1,800人 1,970人 100%

事業の参加者 1,968人 1,402人 71%

在宅サービス事業利用者 716人 573 80%

医療機関・医療体制の充実
の項目の満足度の上昇

加重平均値＋１．０ 加重平均値＋3.0 100%

高齢者の福祉・介護サービ
スのための施設や体制の充
実の満足度の上昇

加重平均値＋１．０ 加重平均値±０ 0%

在宅で看取りをする方の割
合

20％
13.6%

(H28統計資料）
68%

慢性腎臓病予防講演会受講
者数

100人 70人 70%

講演会・教室参加前後の
eGFR維持改善率

90.2％
（維持）

95.0% 100%

教室参加者数
6,022人
（維持）

3739人 62%

健康手帳交付数
1,616人
（維持）

107人 7%

健康手帳交付数（累計） 6,000人 3535人 59%

受診人数
現状維持
(17,499人)

14,534 83%

未達成 特定健診結果及び医療費等を分析し、地域の特性を踏まえた上で効
果的な健康教育や相談を実施していきます。

市民健康センター

63 成人健診事業 S58

健診の実施並びに生活習慣病に関する情報提供により、がん
等の生活習慣病の早期発見及び予防を図り、望ましい健康行
動が実践できるように成人向けの健診を行う。
・個別健診：健康診査（生活保護受給者等）、胃がん検診、肝炎
ウイルス検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、
成人歯科健診
・集団検診：胃がん検診、肺がん・結核検診、乳がん検診、骨
密度検診

生活保護受給者等の健康診査、肝
炎ウイルス検診、がん検診、（肺･
胃･大腸･子宮頸・乳）、結核検診、
骨密度検診、がん検診推進事業

未達成

62 成人健康教育・相談事業 S58

市民のニーズに応じた様々なテーマの健康教育や個別の健康
相談を行うことで、健康意識の醸成を図り、健康によい影響を
与える行動をする人を増やす。
・生活習慣病予防の教室（食事・運動）の開催
・地域への出前講座や講師派遣、健康相談及び訪問指導の実
施

健康教育、健康相談、訪問指導

令和2年度からがん検診の受診率向上対策として、各検診別に送付し
ていた受診券を一体型の受診券に変更し、市民の利便性向上に努め
ます。

市民健康センター

61 人工透析予防対策事業 H24

腎機能の指標であるクレアチニン値が高値を示すことによる健
康への影響などの普及啓発に努め、慢性腎臓病の予防を図る
とともに、早期発見・早期治療に結び付けて重症化を防ぎ、人
工透析治療への移行者の減少及び医療費支出の抑制を目指
すために、慢性腎臓病予防講演会、慢性腎臓病予防の食事教
室を実施。

慢性腎臓病予防講演会、食事教
室、個別相談の実施（特定健診等
結果を分析し、重症化を予防す
る。）

未達成
令和元年度にて、市全域のハイリスクの方に受講勧奨通知を送付し終
えたところであり、経年の参加者のデータ分析・評価を行い、今後の効
果的な事業展開について検討する必要があります。

市民健康センター

60 地域支援事業の充実 H18
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予
防、住まい及び生活支援サービスが切れ目なく提供される体制
整備を行う。

地域包括支援センターの充実、認
知症総合支援等 未達成

本市の高齢化率は今後ますます上昇することが予想されます。高齢者
の自立支援や重度化防止の観点から「地域包括ケアシステム」の構築
に必要不可欠な地域支援事業の推進を望みます。

高齢者福祉課

未達成

高齢者の健康増進を図るため、事業を継続して実施することが有効で
あると考えています。一方で、老人福祉センター指定管理者や老人クラ
ブとの連携を、より一層進めていくことで効率化を図りたいと考えており
ます。

高齢者福祉課

59
要介護高齢者生活支援
事業

H１
高齢者が住みなれた地域で、安心して暮らし続けることができ
るよう適切なサービスを提供する。

全９事業の実施 未達成

58
高齢者生きがい対策事
業

S42

高齢者の生きがいづくりと健康増進を図り、相互の親睦を深め
るために、歩け歩け大会、グラウンドゴルフ大会等を実施。
高齢者に生きがいを持ち、健康で生活していただくために、新
たに地域で活動されている高齢者を認定するとともに、公園に
設置する健康遊具を活用した健康増進事業を実施。

各事業の準備・進行・片付け等

本事業を構成する9事業のうち、要介護高齢者手当は利用数0件のた
め、今後は廃止も視野に入れて見直しを図ります。残る8事業は、65歳
以上の高齢者人口が増加する中で要介護高齢者等が住み慣れた自
宅で生活するために必要な支援であると考えます。

高齢者福祉課

57
葉酸プロジェクト推進事
業

H18

女子栄養大学をはじめとする地域の社会資源と連携し、ビタミ
ンB群の一種である「葉酸」をキーワードに健康講座の開催や
普及活動を通じて市民の健康増進を図る。
・体質を知って生活習慣病予防と認知症予防講座の開催
・葉酸の知識の普及に関するＰＲ

食と健康のプランニングセミナー・
葉酸普及講演会等 達成

本事業は、栄養学の専門的知識を有する女子栄養大学との連携によ
り、健康政策の主要事業として推進しています。引き続き、様々な健康
効果が期待される「葉酸」の摂取をきっかけに、食生活改善を通じた市
民の健康増進に向けた効果的な事業展開及び効果検証に努めます。

市民生活課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

市民ボランティア花壇数
59箇所
（維持）

56箇所 95%

保存樹木等指定件数 485件 414件 85%

休憩施設等整備 3か所、６基 2か所、９基 100%

清掃ボランティア 6団体 6団体 100%

住宅団地ごとの
将来ビジョンの作成

７団地のビジョン策定 0 0%

坂戸版CCRC化事業の開始 ― ― ―

利用者の満足度調査の実施 ― ― ―

公共施設総延床面積 210,000.00㎡ 211756.67㎡ 100%

小中学校の施設や教育内容
の充実満足度

14.8％以上 ― ―

経常収支比率 88.0%以下 94.1% 94%

コンパクトシティの形成、都
市機能誘導施設の整備

― ― ―

空き家等の利活用件数 10件 8件 80%

相談件数 100件 3件 3%

72 ３世代同居推進事業 H27

戸建ての住宅を3世代で同居できるよう増改築、リフォーム等を
するために相談が必要な方を対象として、法的条件の確認、リ
フォームの進め方に対するアドバイス、補助金や税の優遇措置
の紹介等にワンストップで対応する総合窓口を運営する。

３世代同居推進総合窓口の運営及
び周知 未達成

３世代同居を検討している人は最初にハウスメーカーに足を運んでい
ることが多いと想定されます。ただし、法的要件や国の制度に関しては
市に相談することもあるため、必要な事項をホームページなどにまとめ
て公開することで事業の縮小を検討します。

住宅政策課

その他
策定後の進行管理に関して、計画の目標達成及び効果を確認するた
めの調査などが必要になる。

都市計画課

71 空き家等対策事業 H27

管理不全空き家等の所有者に対し、適正に管理するよう助言・
指導等を行うとともに、空き家等の除却を促すために、除却費
の補助を行う。また、空き家等の実態を把握するための実態調
査や、空き家等が管理不全とならないよう売買や貸借を促進す
るために空き家バンク事業を行う。

空き家の適正管理に関する依頼、
空き家バンク等の実施 未達成

70
立地適正化計画策定事
業

H27

持続可能な都市づくりを推進するため、公共交通網、都市機能
配置、居住環境等の視点から目指すべき都市構造を明らかに
し、立地適正化計画を策定する。この計画をもとに、居住誘導
及び都市機能誘導を行い、コンパクトシティの実現を目指す。

立地適正化計画に基づく居住誘導
及び都市機能誘導

高齢化が進むにつれて空き家の増加は避けられない問題となっていま
す。利用できる空き家は空き家バンク等での利活用に繋げ、危険な空
き家は解体費を補助することで、空き家対策を推進します。また、空き
家になることを未然に防ぐ取組の充実についても検討していきます。

住宅政策課

69
公共施設等マネジメント
計画の推進

H25
少子高齢化の進展などに起因する人口構成の変動等を踏ま
え、公共施設等の今後のあり方や管理手法等について、その
利用実態等に鑑み、総合的かつ計画的な管理を行う。

・文化会館及びオルモ長寿命化計
画策定
・東清掃センター長寿命化計画策
定
・未策定施設の個別施設計画の策
定準備

未達成

施設の長寿命化計画は、今回策定したもののほか、先行して策定され
てものがある。それらは、必ずしも本市の財政力と整合が図れているわ
けではなく、異なる時期に策定された個々の計画を並べても、全体での
優先順位は見えない状況であり、改めて総合調整を要するものであ
る。

施設管理課

68
坂戸版CCRCモデル化事
業

H27

小中学校等の統廃合後における跡地を活用したCCRCモデル
化事業の検討を進める。
具体的には、坂戸市公共施設跡地等検討委員会において、学
校の統廃合で使われなくなった城山小学校及び北坂戸小学校
跡地を対象に、中高年以降の高齢世代の移住策として国が取
り組んでいる生涯活躍のまち（CCRC）を適用できる部分につい
て検討、実践していく。

坂戸市公共施設跡地検討委員会を
実施（旧城山小跡地の利活用に向
けた検討）

未達成

CCRC（生涯活躍のまち）のモデル化事業は、学校跡地の利用方策の
一つとして計画に位置付けており、事業実施にはノウハウを備えた関
係事業者との協働による実施が必要となります。今後、（旧）城山小跡
地における利活用については、サウンディング型市場調査を実施し、検
討を進めます。

政策企画課
高齢者福祉課

達成
ハード面の整備は完了しており、国が進める減災対策との整合を図り
つつ、必要最低限の管理を行います。

維持管理課

67 住宅団地対応事業 H24

住宅(団)地では、人口減少や高齢化が市内の他地域と比べて
急速に進行していくことが見込まれるため、各住宅(団)地ごとに
問題点を整理・把握し、支援策を検討していく。
なお、住宅団地内における統廃合後の小中学校の有効活用を
含め検討を進める。

城山小学校の跡地利用を一体的に
考えるため検討 未達成

66
高麗川・越辺川遊歩道整
備事業

H25

埼玉県が実施する川のまるごと再生プロジェクトによる高麗川
の護岸再整備に連動し、既存の高麗川ふるさと遊歩道につい
て、利用者が安全で安心して快適に通行できるコースを確保す
るとともに、新たにトイレ・休憩施設を整備する。また、整備後に
おいては、高麗川周辺の住民や学校等と連携し、清掃ボラン
ティアによる高麗川周辺の環境保全に取り組む。

清掃ボランティアにより草刈りや芝
刈り、清掃を実施しました。

城山小学校跡地の利用を一体的に考える必要性を踏まえ、検討をして
います。

政策企画課

65 保存樹木等補助事業 S62
樹木等の保存及び緑化を推進するため、樹木・樹林の保存及
び生け垣の設置に対して補助金を交付し、良好な自然と生活
環境の推進を図る。

保存樹木等補助 未達成
所有者へのアンケート調査等を含め、事業目的に合致したより良い制
度となるよう検討を進めます。

環境政策課

64 花のまちづくり推進事業 H14

花の栽培温室を拠点とし、市民花壇の整備、育苗した花苗の
市民花壇への提供、花と緑の講習会の開催、オープンガーデ
ンの推進、花いっぱい推進地区の助成、風景絵画コンクール
の実施等を行う。

花苗育苗、補助、オープンガーデン
等 未達成

今後も美観とボランティア負担の軽減の両立を図り、花のまちづくりを
推進します。

環境政策課
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Ｒ1（実施内容） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（R1末）

達成率

総合評価（今後の方向性）（E) 所管課No 事業名（A)
開始
年度

事業概要（B)

取組内容（C) 指標（D）

ＪＴＩ転貸戸数 25戸 0戸 0%

耐震診断補助件数 50件 3件 6%

耐震改修補助件数 50件 3件 6%

公の施設相互利用者数 174,000人 111,427人 64%

少子高齢化、人口減少が進む中で、行政サービスの維持と市民ニーズ
への対応は重要です。自治体による広域連携は、そういった課題に対
応するために有効な手段であるため、今後も関係機関との連携を密に
し、事業を推進してまいります。

政策企画課

未達成

改定坂戸市建築物耐震改修促進計画で設定した住宅の耐震化率の目
標達成のため、既存木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用の
一部に対する補助を継続して実施します。また、近年発生している大規
模地震を教訓として「我が家の耐震診断」を含めた住宅の耐震化の促
進に対する事業を推進し、災害への意識を高めるよう努めます。

住宅政策課

75
川越都市圏まちづくり事
業

H7
川越都市圏まちづくり協議会(通称：レインボー協議会、H7.4発
足)が主体となり実施している各種事業への協力を行い、圏域
内での広域行政の推進を図る。

施設の相互利用、各種事業（交流
事業幹事） 未達成

74 住宅耐震改修促進事業 H22

坂戸市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震
化率を向上させるため、既存木造住宅の耐震診断・耐震改修
に要する費用の一部を補助することにより耐震化の促進を図
る。

診断3件355千円
改修3件1,800千円

73
マイホーム借上げ制度の
活用促進事業

H28

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）のマイホーム借
上げ制度を利用して、高齢者（50歳以上）の所有する戸建て住
宅を広い住宅を必要とする子育て世代へ賃貸することを円滑
化し、子育て世代に広い住生活空間を提供するとともに、高齢
者の高齢期に適した住宅への住み替えを促進することにより地
域の活性化（定住促進）や豊かな住環境（空家対策）の実現を
目指す。

ホームページへの掲載及び窓口で
の説明による周知 未達成

空き家を売却したいと考える所有者が多く、借上げ制度を利用しようと
考える所有者がほとんどいないものの、空き家利活用の選択肢として
継続して実施する必要があります。

住宅政策課

令和元年度末の各事業達成状況

達成 16 未達成 49 中断・廃止 5 その他 5
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