
■　第2期坂戸市総合戦略 各施策と関連する個別事業及びSDGsターゲット紐付け表

目標 № ターゲット

1-1

8.3

生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及び

イノベーションを支援する開発重視型の政策を促

進するとともに、金融サービスへのアクセス改

善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨

励する。

8.5

2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性

及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きが

いのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一

賃金を達成する。

1-1-2

住居取得・改善支援
・住宅取得支援制度利用件数 ・住宅対策事業 ・住宅政策課 11.5

2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある

人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害な

どの災害による死者や被災者数を大幅に削減

し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大

幅に減らす。

1-2 1-2-1

住環境の魅力の向上

・市内４駅（若葉駅、坂戸駅、北坂戸

駅、西大家駅）の一日当たり乗降者数

・自主防災組織結成率

・北坂戸地区まちづくり推進事業

・坂戸駅南口駅前広場整備事業

・坂戸駅北口駅前広場整備事業

・自主防災組織整備事業

・北坂戸地区まちづ

くり推進室

・維持管理課

・道路河川課

・防災安全課

11.2

2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、

子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮

し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安

全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価

で容易に利用できる、持続可能な輸送システム

へのアクセスを提供する。

1-2-2

まちの魅力の発信
・ホームページサイト訪問者数

・ホームページ運営事業

・シティプロモーション推進事業

・観光振興事業

・坂戸よさこい支援事業

・広報広聴課

・商工労政課 12.8

2030年までに、人々があらゆる場所において、

持続可能な開発及び自然と調和したライフスタ

イルに関する情報と意識を持つようにする。

・ふるさとハローワークの利用者や、研

修会等や面接会の参加者のうち、実際に

就職した坂戸市民

住みたくなる環境を

創出し、発信する

1 若い世代に選ばれ続け

る都市をつくる
【概要】

若い世代（特に、高校卒業～結婚前）

をメインターゲットに就学・就労、移

住・定住に関する施策を展開し流入・

定住を促進する

〔数値目標〕

生産年齢人口（15～64歳）の割合

安定して住み続けられ

る支援をする

1-1-1

就職・職場定着支援

令和２年度実施計画に掲載された事業の

うち、関連する主な個別事業
関連する課

・雇用促進事業 ・商工労政課

関連するSDGs項目

基本的な方向 具体的な施策
基本目標

基本施策
KPI（重要業績評価指指標）
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目標 № ターゲット

令和２年度実施計画に掲載された事業の

うち、関連する主な個別事業
関連する課

関連するSDGs項目

基本的な方向 具体的な施策
基本目標

基本施策
KPI（重要業績評価指指標）

2-1-1

結婚、妊娠・出産、子

育ての切れ目のない支

援

・婚姻率

・乳幼児健診受診率（平均）

・婚活支援事業

・不妊治療費等助成事業

・子育て世代包括支援推進事業（母子保健型）

・子育て世代包括支援推進事業（基本型）

・乳幼児健診事業

・政策企画課

・市民健康センター
3.7

2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と

生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入

れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全

ての人々が利用できるようにする。

1.3

各国において最低限の基準を含む適切な社会保

護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層

及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。

16.2
子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形

態の暴力及び拷問を撲滅する。

2-2 2-2-1

保育環境の充実
・保育園における待機児童数

・老朽化（築30年以上経過）し、未整備

となっている学童保育所の数

・公立保育園改修等事業

・学童保育所指定管理事業

・学童保育所整備事業

・保育課
4.2

2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、

質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育に

アクセスすることにより、初等教育を受ける準

備が整うようにする。

2-2-2

教育環境の整備

・25ｍ以上泳ぐことのできる児童の割合

（小学校）

・中学校卒業までに実用英語検定3級相当

以上の英語力を持つ生徒の割合

・全ての児童生徒が利用できる学習用端

末の整備

・学校コンピュータ整備事業

・学力向上推進事業

・体力向上推進事業

・学校支援員配置事業

・英語指導推進事業

・小中一貫教育推進事業

・地域人材を活用した学習支援事業

・学校教育課

・社会教育課
4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及

び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平

等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバ

ル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続

可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全て

の学習者が、持続可能な開発を促進するために

必要な知識及び技能を習得できるようにする。

・ファミリー・サポート・センター運営事業

・子どもの貧困対策推進事業

・子育てガイドブック作成事業

・児童相談事業

・子育て支援課

質の高い保育・教育

ができる環境をつく

る

2-1-2

地域で支援する環境の

整備

・子育て支援が充実していると感じる人

の割合

2 子育て世代に選ばれ続

ける都市をつくる
【概要】

結婚前～子育ての年代をメインター

ゲットに結婚、妊娠・出産、子育てに

関する施策を展開し、子育て世代の流

入・定住を促進、出生数を増加させる

〔数値目標〕

出生数

2-1 結婚、妊娠・出産、

子育ての希望を実現

する
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目標 № ターゲット

令和２年度実施計画に掲載された事業の

うち、関連する主な個別事業
関連する課

関連するSDGs項目

基本的な方向 具体的な施策
基本目標

基本施策
KPI（重要業績評価指指標）

3-1 3-1-1

商工業による地域の活

性化

・従業者数

・有効求人倍率（川越地域）

・特産品推進事業

・産業まつり支援事業

・雇用促進事業

・商工労政課 8.3

生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及び

イノベーションを支援する開発重視型の政策を促

進するとともに、金融サービスへのアクセス改

善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨

励する。

3-1-2

農業による地域の活性

化
・農地集積率

・農業振興事業

・農業活性化事業

・市民農園事業

・ほ場整備事業

・農業振興課 2.3

2030年までに、土地、その他の生産資源や、投

入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価

値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なア

クセスの確保などを通じて、女性、先住民、家

族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規

模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させ

る。

3-2 3-2-1

産業基盤の整備 ・開発推進地区における新たな被雇用者

数

・開発推進地区推進事業

・産学官連携事業

・都市計画課

・政策企画課
9.4

2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン

技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの

導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善によ

り、持続可能性を向上させる。全ての国々は各

国の能力に応じた取組を行う。

3-2-2

産業・企業の誘致・創

出支援
・市内創業事業補助制度利用者数

・工場誘致奨励事業

・創業経営発達支援事業
・商工労政課 4.4

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇

用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に

必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に

増加させる。

3 産業に選ばれ続ける都

市をつくる
【概要】

市内の事業所・雇用、生産額・所得の

増加、市内産業の魅力向上に関する施

策を展開し、市内で働ける場所や所得

を増やす

〔数値目標〕

市内事業所数

地域産業の競争力を

強化する

産業の基盤を整備

し、呼び込む
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目標 № ターゲット

令和２年度実施計画に掲載された事業の

うち、関連する主な個別事業
関連する課

関連するSDGs項目

基本的な方向 具体的な施策
基本目標

基本施策
KPI（重要業績評価指指標）

4-1 4-1-1

健康づくりの支援
・葉酸関連講座参加者数

・成人健診受診者数

・健康なまちづくり事業

・葉酸プロジェクト（認知症予防等）推進事業

・成人健診事業

・市民生活課

・市民健康センター
3.4

2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率

を、予防や治療を通じて３分の１減少させ、精

神保健及び福祉を促進する。

4-1-2

福祉の環境整備
・高齢者の外出を促進する取組の参加者

数

・高齢者の就業率（65歳以上）

・高齢者生きがい対策事業

・地域福祉計画推進事業

・高齢者福祉課

・福祉総務課
3.8

全ての人々に対する財政リスクからの保護、質

の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び

安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品と

ワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。

4-1-3

地域コミュニティの支

援
・自治会加入率

・自主防災組織結成率

・地区集会所等整備支援事業

・自主防災組織整備事業

・安全で安心なまちづくり推進事業

・市民生活課

・防災安全課
11.b

2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩

和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエン

ス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施

した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加さ

せ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆる

レベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実

施を行う。

4-2 将来にわたって持続

可能な地域をつくる

4-2-1

計画的なマネジメント

の推進

・公共施設総延床面積

・公の施設相互利用者数

・公共施設等マネジメント推進事業

・都市計画推進事業

・広域連携推進事業

・都市交流事業

・施設管理課

・都市計画課

・政策企画課

・市民生活課

5.4

公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の

提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内

における責任分担を通じて、無報酬の育児・介

護や家事労働を認識・評価する。

4 時代に合った地域をつ

くり、健やかで安心な

くらしを守る
【概要】

医療、福祉等の生活サービスの質の維

持・向上及び行政マネジメントに関す

る施策を展開し、計画的なまちづくり

と進行管理を実現する

〔数値目標〕

65歳以上健康寿命

健康で安心なくらし

を守る
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