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坂戸市民憲章
　武蔵野のみどりと太陽のあふれる、ながい歴史と伝統にはぐくまれたわがまち
は、新時代の息吹きとともに坂戸市として誕生しました。
　これを記念して、市民ひとりひとりが希望と誇りをもって、よりよいまちにす
るため、坂戸市民憲章をつくりました。

１ わたしたちは、文化を高める心豊かな坂戸市民です。
１ わたしたちは、人権を重んじる平和な坂戸市民です。
１ わたしたちは、勤労をとうとぶ健全な坂戸市民です。
１ わたしたちは、家庭や社会の秩序を守る坂戸市民です。
１ わたしたちは、自然とスポーツを愛する坂戸市民です。

　昭和51年９月１日

坂戸市平和都市宣言
清らかな水の流れ、あふれる緑、豊かさと安らぎに満ちた平和な暮らしを築く

ことは、坂戸市民すべての願いです。
　しかしながら、今なお、世界には核兵器の脅威をはじめ、悲惨な争いがあとを
たたず、このことは人類を滅亡に導きかねません。
　私たちは、ただ一つの被爆国の国民として、核兵器の速やかな廃絶を全世界の
人々に訴えるとともに、この地球上から、貧困、病苦、飢餓がなくなり、人類永
遠の平和が確立されることを強く願うものです。
　坂戸市民は、世界の恒久平和実現のため、平和を願う心を結集し、市制施行
10周年を期して、ここに平和都市を宣言します。

　昭和61年９月１日

市の木　サクラ 市の花　サツキ 市　　章 シンボルマーク



　坂戸市では、平成24年度を初年度とする第６次坂戸市総

合振興計画の基本構想において、基本理念を「参加と協働」

「健康と安心」「環境との共生」と定め、将来都市像を

「笑顔でつなぐ躍動のまち、さかど」とし、市民の誰もが

健康で、市民交流や産業・文化の活性化と地域のきずなが

継承されるまちづくりを進めてまいりました。

　今、我が国は、世界に類を見ない速さで少子高齢化が進

行しており、人口の減少と相まって、社会経済情勢は厳し

い状況に直面しております。

　こうした状況のなか、国が進める地方創生への動きを的確に捉え、将来にわたって持

続可能な活力あるまちづくりの積極的な推進、徹底した行財政改革、市民本位のサービ

スの提供、市民福祉の向上がこれまで以上に求められているところであります。

　今回、これらの状況に積極的に対応するため、今後、５年間は第６次坂戸市総合振興

計画の将来都市像の実現に向けた総仕上げの期間と位置付け、これまでの社会情勢の変

化や坂戸市の現状分析と課題整理を踏まえ、平成33年度を目標年度とした後期基本計

画を策定しました。

　今後におきましても、激変する時代のなかで選ばれ続ける都市の創出を図り、坂戸に

住んでよかったと実感していただけるよう、誠心誠意、市政運営に邁進してまいります

ので、市民の皆さまをはじめ、関係者各位のより一層のご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

　結びに、計画策定に当たり、多大なるご尽力を賜りました総合振興計画審議会の皆さ

まをはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました多くの市民の皆さま、市議会議員

の皆さまに心より感謝申し上げます。

　　平成29年3月

ご あ い さ つ

坂戸市長  石  川   清
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はじめに

１　総合振興計画策定の趣旨
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３　計画の構成と期間
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※1 地方分権改革……1993年、衆参両院が分権推進を決議して始まった。自治体を自立した「地方政府」にするため、中央政府が握る権限や財源を移し
ていく改革。

総合振興計画策定の趣旨
　総合振興計画は、市民と行政によるまちづくりに対する共通の指針となるもので、行政が責任
をもって行うことを定め、市民との協働により推進する計画です。
　坂戸市では、これまで昭和46（1971）年６月に第１次、昭和53（1978）年に第２次、昭和58
（1983）年に第３次、平成２（1990）年に第４次、平成14（2002）年には第５次、平成24（2012）
年に第６次の総合振興計画を策定し「参加と協働」「健康と安心」「環境との共生」を基本理念
とし、「笑顔でつなぐ躍動のまち、さかど」を市の目指す将来都市像として、まちづくりを推進
してきました。
　この間、経済状況をはじめとする社会を取りまく変化のスピードは日々増す一方で、行政に課
せられた使命は質・量ともに拡大傾向にあり、より一層の地方分権の推進、自治体としての自立
性、持続的発展が求められるなど、大きな変換期を迎えています。
　今後は、人口減少・高齢化の進行や少子化への対応、世界的な景気変動による雇用や企業活動
への影響により、厳しい財政状況が予想されます。さらに、新たな地方分権改革※1や行政の危機
管理能力が今まで以上に求められています。
　こうした状況に鑑み、厳しい財政事情に十分に配慮した上で、市民と行政がともに力を合わせ、
創意工夫を凝らし、多様化する様々な行政課題に積極果敢に対応していくことが必要となってい
ます。
　本計画は、第６次総合振興計画の前期基本計画期間（平成24（2012）年度から平成28（2016）
年度）の成果、及び、計画期間中の社会情勢・時代の潮流の変化を踏まえ、基本計画部分を見直し、
第６次坂戸市総合振興計画基本構想・後期基本計画として、今後の坂戸市の未来を展望した新た
な時代のまちづくりの指針とするものです。

計画策定の基本
　総合振興計画は、市政の最上位計画として、全ての施策と整合を図りつつ、十分な現状分析と
将来予測により、市民が安全で安心して快適な生活を送ることのできる目標を設定し、その到達
に向け施策が体系化された、わかりやすく実現性のある計画とします。また、計画の達成度だけ
でなく、効果などもわかりやすく評価できるように努めるとともに、その評価の結果を踏まえ、
施策や事業を柔軟に見直すものとします。
　その前提として、市は市政に関する情報公開を積極的に行い、説明責任を果たすとともに、市
民ニーズを的確に把握するため、あらゆる市民参画手法により意見要望を取り入れ、市民と行政
の協働により計画を推進することを基本とします。また、市民の代表である市議会に対しては、
計画策定の趣旨を踏まえ、市議会へ報告、意見聴取により、その意向を反映させるものとします。
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※2 ローリング方式……環境の変化に応じて、毎期計画を見直す方式。計画の実行→評価→計画の修正→実行を繰り返す方法。

まちづくりの理念や将来都市像、これらを実現する
ためのまちづくりの目標を示します。

基本構想の将来都市像と施策の大綱を実現するため、
施策を体系化しその方策を示します。

基本計画で示された施策を具現化した各年度の
事業計画を示します。

基本構想

基本計画

実施計画

〔構成と計画の目標年次〕
平成

実施計画　３年
実施計画　３年

実施計画　３年
実施計画　３年

実施計画　３年
実施計画　３年

実施計画　３年
実施計画　３年

前期基本計画　５年 後期基本計画　５年

基本構想　１０年

計画の構成と期間
　総合振興計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成します。

基本構想
　基本構想は、坂戸市のまちづくりの基本的な考え方を示した基本理念とそれに基づいた将来都
市像を定めています。また、将来都市像を実現するために必要な施策の基本方向（まちづくりの
目標）を掲げています。計画期間は、平成24（2012）年度から平成33（2021）年度までの10年
間とします。

基本計画
　基本計画は、基本構想を実現するための具体的な計画であり、市政の重要施策を体系的に表す
ものです。
　基本構想の計画期間を前期、後期に区分し、前期基本計画の計画期間を平成24（2012）年度
から平成28（2016）年度までの５年間、後期基本計画の計画期間を平成29（2017）年度から平
成33（2021）年度の５年間とし、社会情勢の変化によって見直しを行います。

実施計画
　基本計画で示された各分野の施策を具現化するため、財政事情等を勘案し、時代に即した行政
課題に効果的に対応するため、毎年度の予算編成及び事業の指針となる計画を示しています。計
画期間を３年間とし、毎年度ローリング方式※２により見直しを行います。
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※1 シビックプライド…………個人個人が都市（市町村、商店街、沿線など）に抱く誇りや愛着心。
※2 シティプロモーション……風景やまちなみ、特産品、人材、資金、情報などの資源を生かし、地域を持続的に発展させるために、その魅力を発掘し、

内外に効果的に発信すること。

基本構想概要図

Ⅰ．坂戸市をとりまく社会情勢・時代の潮流（国、県等の動き）
Ⅱ．坂戸市の特性

Ⅲ．坂戸市の課題

Ⅱ 将来都市像

Ⅰ 基本理念 １ 参加と協働　２ 健康と安心　３ 環境との共生

（将来都市像実現目標）

Ⅰ 土地利用の基本理念　「環境との共生」「ゆとりと潤いの創出」「都市の安定成長」
Ⅱ 土地利用の目標
　１ 都市構造 ①市街地　②都市内連携軸　③水辺のレクリエーション軸
　２ 土地利用の基本方向 ①住宅系　②商業系、工業・流通系
 ③農業系　④森林　⑤河川　⑥未利用地等の土地利用

序論　社会情勢・時代の潮流、坂戸市の特性と課題

基本構想

施策の基本方向（まちづくりの目標）

第１章　基本理念と将来都市像

第２章　戦略プロジェクト（将来都市像実現目標）

第３章　施策の基本方向（まちづくりの目標）

第４章　土地利用構想

Ⅰ 笑顔のまち
プロジェクト

Ⅱ 次世代につなぐ
まちプロジェクト

Ⅲ 躍動のまち
プロジェクト

笑顔 でつなぐ 躍動 のまち、さかど

１　高齢者人口の急増への対応 ２　市民をとりまく不安への対応
３　次世代の育成と定住促進 ４　次世代へ向けたまちの維持・更新
５　シビックプライド※1の醸成とシティプロモーション※2の推進
６　これまでの市の取組の成果と蓄積の活用

Ⅰ 都市経営 ～参加と協働による質の高い行政経営のまち～
Ⅱ 健康・福祉、安全・安心 ～ともに支え合う健康と安心のまち～
Ⅲ 都市環境・経済 ～人と環境にやさしく活気あふれるまち～
Ⅳ 教育・文化 ～学び合い交流する人づくりのまち～
Ⅴ 都市基盤 ～自然と調和した快適な都市機能を備えたまち～
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序　論

社会情勢・時代の潮流、坂戸市の特徴と課題

Ⅰ．坂戸市をとりまく社会情勢・
時代の潮流（国、県等の動き）

Ⅱ．坂戸市の特性

Ⅲ．坂戸市の課題
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※１ 国立社会保障・人口問題研究所
 ……………………人口や世帯の動向を捉えるとともに、内外の社会保障政策や制度についての研究を行う厚生労働省に所属する国立の研究機関。
※2 社会減少…………転出数が転入数を上回ることによる人口減少。
※3 自然減少…………死亡数が出生数を上回ることによる人口減少。
※4 東京一極集中……政治・経済・文化・人口など、社会における資本・資源・活動が首都圏（特に東京都）に集中する状況。
※5 高齢化率…………65歳以上の高齢者人口（老年人口）が総人口に占める割合。
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全国の人口推移

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。
〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

老年人口 生産年齢人口 年少人口

出典：国勢調査　2015年以降は国立社会保障人口問題研究所推計
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※6 地域包括ケアシステム………重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に構築することが目指
されている。

※7 高齢単身世帯…………………一般世帯（住居と生計を共にしている人々の集まりで持ち家や借家等の住宅に住む世帯、下宿や会社の独身寮に住む単身
者や住宅以外に住む世帯）のうち65歳以上の者１人のみの世帯。

※8 高齢夫婦世帯…………………夫が65歳以上、妻が60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯。
※9 子ども・子育て関連３法……平成24年８月に成立した「子ども・子育て支援新制度」のための３つの法律。「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部

改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」をいう。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。
〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

2

3
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※1 子どもの貧困率………………………子ども全体のうち、貧困の世帯に属する子どもの割合。値は厚生労働省が厚生労働大臣の指示により、ＯＥＣＤが
発表しているものと同様の計算方法で算出する。

※2 ニート…………………………………Not in Education, Employment or Training, の略。就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味
する用語。日本では、15～34歳までの非労働力人口のうち、通学しておらず、家事を行っていない若年無業者。

※3 ジカウイルス感染症…………………蚊を介して感染し,妊娠中に感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがある感染症。
※4 ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）……平成24（2012）年９月以降、中東地域で広く発生している重症呼吸器感染症。
※5 デング熱………………………………発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などが主な症状の、デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症。平成26

（2014）年に日本の公園での蚊から感染が報告された。
※6 エボラ出血熱…………………………エボラウイルスによる致死率の高い感染症。直近では、平成26（2014）年の西アフリカにおける感染拡大、日本

でも流行国からの帰国・入国者には健康監視を実施。

子どもたちの笑顔があふれる市内保育園の様子

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。
〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。
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※7 鳥インフルエンザ………………鳥類に対して感染性を示すＡ型インフルエンザウイルスのヒトへの感染症。
※8 ワーク・ライフ・バランス……誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓

発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、社会全体で仕事と生活の双方の調和を実現すること。
※9 オゾン層の破壊…………………太陽からの有害な紫外線を吸収し、地上の生態系を保護しいる成層圏（約10～50km上空）のオゾンの多い層がフロ

ンなどの人工的な物質により破壊されること。
※10 温室効果ガス……………………二酸化炭素やメタンなどの、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をも

たらす気体の総称。
※11 再生可能エネルギー……………太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯

渇しないエネルギー。
※12 里地里山…………………………原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構

成される地域。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。

〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。
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※1 立地適正化計画制度……………居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携により、「コンパクト
シティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進める制度。

※2 都市再生特別措置法の改正……今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適
な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題であり、こ
れらの課題に対応するためには、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくことが必要との背景から、平成26年に都
市再生特別措置法が改正された。

※3 インフラ…………………………インフラストラクチャーの略。道路、河川、鉄道、公園、水道、ごみ・し尿処理施設などの社会生活、産業経済の基盤施設。
※4 フロー型社会……………………大量生産・大量消費の「使い捨て」型の社会。
※5 ストック型社会…………………価値あるものを、長く大切に使う社会。
※6 経済のグローバル化……………資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が増大

することによって世界における経済的な結びつきが深まること。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。
〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、

鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か

な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産
業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。
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※7 デフレーション……………物価が継続的に下落していく状況。不況を招き、企業収益の悪化、賃金の下落、雇用の喪失などの悪影響があるといわれる。
※8 生活困窮者自立支援法……平成27（2015）年４月施行の生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援

事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずることを定めた法律。
※9 東京一極集中………………政治・経済・文化・人口など、社会における資本・資源・活動が首都圏（特に東京都）に集中する状況。
※10 地方分権改革………………1993年、衆参両院が分権推進を決議して始まった。自治体を自立した「地方政府」にするため、中央政府が握る権限や財

源を移していく改革。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。

〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、

鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か
な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産

業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。
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※1 認証法人…………法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し設立の認証を受けた特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）。
※2 認定法人…………所轄庁の認定により寄附に関する税制上の優遇措置が受けられる特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。
〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、
鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か
な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産

業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。
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※3 インフラ……………………インフラストラクチャーの略。道路、河川、鉄道、公園、水道、ごみ・し尿処理施設などの社会生活、産業経済の基盤施設。
※4 シティプロモーション……風景やまちなみ、特産品、人材、資金、情報などの資源を生かし、地域を持続的に発展させるために、その魅力を発掘し、

内外に効果的に発信すること。

「人口減少時代」の到来と地方創生・一億総活躍
○日本の人口は、平成20（2008）年の１億2,808万人をピークに減少に転じました。埼玉県は引
き続き総人口は増えているものの、既に15～64歳の生産年齢人口は、平成12（2000）年を
ピークに減少しており、近い将来、総人口も減少に転じるものと予想されています。
○国立社会保障・人口問題研究所※1の「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によると、
日本の人口は、2020年代初めは毎年60万人程度の減少ですが、それが2040年代頃には毎年
100万人程度の減少スピードにまで加速すると推計されています。
○人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴い、高齢化によって総人口の減少を上回る
「働き手」の減少が生じ、その結果、総人口の減少以上に経済規模を縮小させ、１人当たりの
国民所得を低下させるおそれがあります。
○地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流出することを主な要因とする人口
の「社会減少※2」と、出生率の低下を主な要因とする人口の「自然減少※3」の両者があいまっ
て、都市部に比べて数十年も早く人口減少に至りました。地方の人口が減少し、地方から大都
市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退します。日本の人口減少は、地方から始ま
り、その後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていく
ことと予想されます。
○人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、①「東京一極集中※4」の是正、
②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決、の３
つの視点を基本として、魅力あふれる地方を創生していくことを目標に、平成26（2014）年

○平成25年度国民生活基礎調査（厚生労働省）では、平成24（2012）年の日本の子どもの貧困
率※1は、16.3％（2010年ＯＥＣＤ加盟34カ国中25位）と過去最悪を更新し、全国的に子ども
の貧困への関心が高まっています。
○少子化により子どもの数が減る一方、子どもの学力の低下、引きこもりやニート※2などの青少
年の心の問題に関心が集まり、職業教育の重視、「生きる力」を育むという理念の新たな学習
指導要領が実施されるなどの動きもみられます。
○平成25（2013）年６月に議員立法により、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立
し、国は、平成26（2014）年８月に、「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定しました。
子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての
子どもたちが夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧困対策を総合
的に推進することとしています。
○近年、地域社会のつながりの低下や、核家族化・少子化から、地域や家庭の教育力が低下し、
子どもの生命尊重の心の不十分さ、人間関係を形成する力や自制心が弱っている傾向が指摘さ
れています。また、都市化・生活の利便化等の生活環境の変化から、子どもの体格は向上して
も体力は低下しているなどの状況もあります。学校・地域・家庭が相互に連携しつつ、社会全
体で子どもを育てていくことが求められています。

新しい危機の発生・不安の増大
○近年、世界的に新型インフルエンザやジカウイルス感染症※3、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）※4、
デング熱※5、エボラ出血熱※6、鳥インフルエンザ※7等の新たな感染症が流行しています。さら
に国内外での食品消費期限切れ・異物混入問題、食品表示・建築データなどの偽装事件等、食
や居住に対する不安が増大する事件も相次いで起こりました。感染症については、新型インフ
ルエンザ特別措置法が平成25（2013）年４月に施行され、国や地方公共団体、指定された公
共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、行動計画を作成することとなりました。

この取りまとめでは、地方分権改革のミッションとして「個性を活かし自立した地方をつく
る」を掲げ、従来からの課題への取組に加え、地方の「発意」と「多様性」を重視し、地方に
対する権限移譲及び規制緩和に係る改革提案を地方公共団体等から募る「提案募集方式」を導
入することとしています。また、権限移譲については、全国一律に行うことを基本としていま
すが、一律の移譲が難しい場合には、希望する自治体に選択的に移譲する「手挙げ方式」を導
入することとしています。提案募集方式は、平成26（2014）年度から導入されており、地方
公共団体等は、自らの状況を把握し適切な提案を積極的に行うことが求められます。
○市民の価値観が多様化し、ますます高度な公共サービスへのニーズが高まっている一方、厳し
い財政状況の下にあり、行政は担う役割を重点化し市民や大学・企業等と協働しながら公共
サービスの充実、地域の課題解決に取り組む必要があります。
○平成７（1995）年の阪神・淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯの活動が盛んに
なってきています。東日本大震災における救急・救命、避難、復旧から復興の各段階において、
地域コミュニティにおける住民の自発的な支え合い、ボランティアやＮＰＯと行政との協働が
行われ、その重要性が再認識されました。
○平成24（2012年）年４月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が改正施行され、地方自治体
において、ＮＰＯ法人の認証・認定がなされています。平成27（2015）年度末で認証法人※１

は５万団体を超え、認定法人※2は800強となっています。
○地域や社会の課題を解決するために、個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな
「つながり」が構築され、全員で作り上げていく社会の実現を目指して、「共助社会づくりの
推進について～新たな『つながり』の構築を目指して～」（平成27（2015年）年３月内閣府
「共助社会づくり懇談会」）が公表されました。人口減少・超高齢化による経済状況の悪化や
地域社会の衰退等、地域社会が抱える数多くの構造的な諸課題を克服するための処方箋の１つ
として、「共助社会づくり」を進めることを提言しています。

国・地方の財政の逼迫
○国の予算は、急速な高齢化の進展による社会保障関係費等の増大により歳出が伸び続けている
一方、税収は伸び悩み、近年では歳入の半分を借金に依存せざるを得ない状況が恒常的に続い
ています。普通国債残高は、年々増加の一途をたどっており、国債残高は平成28（2016）年度末
に838兆円にのぼるとみられ、これは国際的にも歴史的にも類をみない水準となっています。
○地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成６（1994）年度以降急激に拡大
し、平成22（2010）年度には景気後退に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税５税の落
ち込みにより、過去最大の18.2兆円に達しました。平成28（2016）年度は、地方税収入や地
方交付税の原資となる国税収入が増加すること等に伴い、通常収支にかかる財源不足は5.6兆
円となりましたが、依然として大幅なものとなっています。また、地方財政の借入金残高は、
平成28（2016）年度末には196兆円、対ＧＤＰ比も37.7％となり、平成３（1991）年度から
2.8倍、126兆円の増となっています。
○今後も限られた財源の中で国民のニーズに応じた質の高いサービスを提供できるよう、国・地
方とも更なる効率化、市民との協働による事業の推進、民間活力の導入等の仕組みを整備する
ことが必要と考えられます。

11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、12月には、日本の人口・経済の中長期展望
を示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と、５年間の目標や施策の基本的方向、具
体的施策を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。これら
を勘案し、平成27（2015）年度に、全国の地方自治体において、まち・ひと・しごと創生総合
戦略が策定され、見直しを行いつつ推進されています。
○さらに、「戦後最大の名目ＧＤＰ600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目標とす
る一億総活躍プランが、平成28年６月に閣議決定され、それぞれの目標に向けた施策がロー
ドマップに沿って推進されています。

高齢者人口の増加と家族の形の変化
○日本の高齢化率※5は26.7％となっており（平成27（2015）年国勢調査）、今後も増加が見込
まれますが、埼玉県は、比較的低い（24.7％、同調査）ものの、既に65歳以上の高齢期に
入った団塊の世代が、後期高齢期に進み、医療・介護需要が急激に高まる、いわゆる2025年
問題が、大きな課題となります。
○高齢化に対しては、平成12（2000）年４月から介護保険制度がスタートするなど、高齢者を
社会全体で支える枠組みづくりが推進されてきました。国では、平成37（2025）年を目途に、
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム※6）の構築を推進しています。

○高齢化による高齢単身世帯※7、高齢夫婦世帯※8が増加しており、一方で結婚しない若者も増え
るなど、家族の形も変わってきています。今後、単身世帯の更なる増加が見込まれ、家族内、
地域・近隣での支え合う力の低下と介護や生活支援を要する世帯の増加などが社会全体に大き
な影響を及ぼすことが懸念されています。

少子化の進行と「子どもの貧困」、青少年の教育・育成の課題
○日本の年間の出生数は、昭和50（1975）年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続け、
昭和59（1984）年には150万人を下回り、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰り返しなが
ら、緩やかな減少傾向が見られます。埼玉県の出生数は、平成18（2006）年は６年ぶりに増
加しましたが、平成19（2007）年からは再び減少傾向にあり、平成21（2009）年以降、毎年
６万人を下回っています。合計特殊出生率をみると、近年は、徐々に増加を続けているものの、
全国平均を下回っている状況が続いています。平成27（2015）年では1.32と全国平均の1.45
を大きく下回っています。
○少子化については、平成15（2003）年に「少子化対策基本法」の施行をはじめとして、少子
化対策が推進されています。地域で子育てを支援する仕組みづくりや保育所の待機児童解消、
仕事と家庭の調和がとれる働き方の推奨などの取組が進められています。平成24（2012）年
８月に成立した子ども・子育て関連３法※9に基づく子ども・子育て支援新制度は、平成27
（2015）年４月から施行され、新たな「少子化社会対策大綱」も平成27（2015）年３月に閣
議決定されました。しかしながら、今後も若い世代の人口が減少することから、合計特殊出生
率が改善したとしても、出生数の減少が予想されます。

○振り込め詐欺や悪質商法、通り魔やひったくりなどの増加により、身近な場所で犯罪に遭う心
配も高まっています。また、「孤独死」や「無縁社会」などの言葉が報じられるように、家族
や地域とのつながりが希薄化していることが、不安を増大させる一因ともなっています。
○平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災は、沿岸部の地域を中心に多くの尊い人命を
奪うとともに、かつてないほど広範な地域に大きな被害を及ぼしました。平成27（2015）年
９月の関東・東北豪雨による鬼怒川洪水は、大規模な浸水被害を引き起こし、平成28（2016）年
４月に発生した熊本地震は、震度７の揺れを２回記録するなど、災害の恐ろしさと対策の難し
さを再認識させられました。

精神的な豊かさと生活の質の重視、ワーク・ライフ・バランス※8の推進
○近年、変化が激しい社会経済状況の中で、価値観が多様化するとともに、生活に「うるおい」
や「やすらぎ」などの精神的な豊かさが求められてきています｡健康や家族間の信頼、地域の
近隣関係を含めた「生活の質」も強く意識されるようになっています。
○過度の長時間労働により、家庭や地域生活が犠牲となり、心身の健康を損ねてしまうなどの状
況が、少子化や社会活力の低下の要因の一つとして認識されるようになりました。「仕事と生
活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、官民一体となった取組が進められ
ています。ワーク・ライフ・バランスの実現（「働き方改革」）は、国の「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」において「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための主な施
策として取り上げられています。

環境問題への取組の必要
○地球温暖化をはじめとして、オゾン層の破壊※9、海洋汚染、森林減少、砂漠化の拡大、生物多
様性の損失等が、世界全体の深刻な環境問題として認識されています。海面の上昇、気候の変
動、生態系の変化等、様々な問題を起こす地球温暖化への対応として、平成27（2015）年12
月に、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、2020年以降の温暖化
対策の国際枠組み「パリ協定」が採択され、「世界の平均気温上昇を２度未満に抑える」こと
に向けて、世界全体で今世紀後半に人間活動による温室効果ガス※10排出量を実質的にゼロに
していく方向が打ち出されました。
○東日本大震災による福島第一原子力発電所の被災・事故により、エネルギー政策の見直し、節
電・省エネルギーの推進、再生可能エネルギー※11の利用が提唱され、平成23（2011）年８月
に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（通称：再生可能
エネルギー法）が成立しました。平成24（2012）年７月から再生可能エネルギーの固定価格
買取制度が導入され、再生可能エネルギーの大幅な拡大が進められています。
○地域においては、ごみ・廃棄物処理の問題、里地里山※12の保全・管理の担い手不足、森林破
壊、大気汚染や水質汚濁への対応等、多方面にわたる課題があげられています。環境問題への
対応は、地球規模の問題が市民一人一人の生活にも影響しており、国、地方自治体、経済界及
び市民がそれぞれの立場から取り組んでいかなければならない課題となっています。

人口減少に対応した魅力ある都市・景観への意識の高まり
○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快
適な生活環境を実現すること及び財政面・経済面において持続可能な都市経営を可能とするこ
とが、都市における大きな課題となっています。平成18（2006）年に、都市計画法、中心市
街地活性化法が改正され、各地で中心市街地への都市機能の集中、人口回帰、コミュニティの
再生などに取り組み、持続可能なまちづくりが進められています。また、医療・福祉施設、商
業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生
活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、コン
パクトなまちづくりを進める立地適正化計画制度※1が都市再生特別措置法の改正※2（平成26
（2014）年５月）により導入されました。公共交通網の再編をしやすくする改正地域公共交
通活性化再生法も同時に成立しました。

〇平成17（2005）年に景観法が施行され、各地で自然や歴史的な景観を生かしたまちづくりが
取り組まれています。
○増える空き家に対応するため、空き家対策条例が多くの市町村で制定され、平成26（2014）年
11月には、空家対策の推進に関する特別措置法が議員立法により成立しました。

公共施設・インフラ※3の老朽化
○わが国は、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄によって成長を実現してきたフロー型社
会※4から、これまでの蓄積を生かした持続可能なストック型社会※5へ移行する転換期にありま
す。新規整備を推進するのではなく、これまでに形成した社会資本を維持し、長期に利用して
いくことが必要不可欠となっています。特に埼玉県及び県内市町村は、高度成長期の急激な人
口の流入に対応して整備した公共施設、道路、橋りょう、上下水道が老朽化する時期を迎え、
維持管理コストの低減と、長寿命化が求められています。
○平成24（2012）年12月の中央高速道笹子トンネル天井板崩落事故を契機として、平成25
（2013）年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめら
れました。国、自治体は、行動計画（地方自治体は、公共施設等総合管理計画）を平成28
（2016）年度までに策定し、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理に
取り組むこととされています。

景気の変動と貧困の拡大、中央と地方の格差の拡大
○1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、長期的な景気の低迷と経済のグローバル化※6の影響に
より、リストラや賃金カット、採用の抑制が常態化しています。平成20（2008）年９月、ア
メリカの投資銀行の破綻が引き金となった世界的な金融危機に、日本も大きな影響を受け、失
業率が高まり、生活保護受給者が増えるなど深刻な状況となりました。世界経済はその後持ち
直したものの、中国や新興国の経済の減速や、欧州・中東の政治的な混乱など再び不安が高
まっています。

○近年、日本では、金融緩和、財政出動、規制改革を主軸とする安倍内閣の政策により円安・株
高が起こり、デフレーション※7からの脱却が目指されましたが、消費税増税の悪影響、非正規
雇用の広がりや実質賃金の低下も見られ、景気の回復基調が実感しにくい状況にあります。
○近年、景気の低迷による失業や非正規労働の広がりを背景として、貧困層の増加が課題となっ
ています。生活保護制度に加えて、生活困窮者自立支援法※8に基づき、生活保護に至る前の段
階の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の
支援を行う生活困窮者自立支援制度が平成27（2015）年４月から始まりました。
○地方都市においては、景気の低迷に加え、郊外への大規模店舗の出店などの影響を受け中心市
街地の空洞化がみられます。農村では、従事者の高齢化と後継者不足から耕作放棄地が広がり、
全国的に生産拠点の集約や海外移転などにより、工場閉鎖や撤退の動きがみられ、地方でも農
業、製造業から医療・介護などのサービス業中心の経済に転換しています。若い世代がより良
い職場や、高コストでも利便性の高い居住を求め、大都市圏、特に東京圏に集中する東京一極
集中※9、中央と地方の格差の拡大が問題となっています。

情報通信技術の発展・国際化の進展とそれに対応した学習ニーズの高まり
○近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、産業及び市民生活を大きく変えてき
ています。情報通信技術の発展は、産業、生活のあらゆる場面で利便性を向上させる一方、技
術を悪用した犯罪の増加、情報格差の拡大などデメリットも少なくありません。
○情報流通の加速、産業構造の変化、中国をはじめとする新興国の台頭、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催決定や外国人訪日旅行客の大幅な増加により、日常生活に対する海外から
の影響が大きくなっており、また、地域に住み、働く外国人も増えているため、国際化につい
て、より深い対応が求められる時代となっています。
○社会の複雑化、技術の進歩、増大する情報量に対し、どの世代も知識や技術を継続的に学ぶ必
要性が高まっています。その一方、変化が早く不安定な時流の中で、過去の歴史や文化的な価
値を見直し学びたいとの動きもみられます。

地方分権改革※10とボランティアやＮＰＯの活動、共助社会づくり
○低成長時代を迎え、財政的に厳しい中で、中央政府の役割は、国家として行わなければならな
いことを重点化し、その他のことは、市民により近い地方自治体が自主的、主体的に行う必要
性が強く意識されるようになっています。
○地方分権改革は、平成５（1993）年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から
20年以上が経過し、この間、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する
規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）など、数多くの具体的な改革を実現してきました。第
186回通常国会で成立した第４次一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律）により、地方分権改革推進委員会の勧告事項につ
いては一通り検討・対処を行ったため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。
○これまでの20年に及ぶ国と地方の取組を総括するとともに、地方分権改革の今後の進むべき
方向を明らかにするため、地方分権改革有識者会議において、平成26（2014）年６月に「個
性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」が取りまとめられました。

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、
鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か

な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産

業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。
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坂戸駅

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、

鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

4

3

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か

な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産
業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。
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産業大分類別事業所・従業員数の割合

事業所数

従業者数

交　通
坂戸市は都心から45km圏の位置にあり、東武東上線で都心に直結していることもあり、東京
都への通勤圏として発展してきました。
鉄道は、東武東上線と東武越生線が通っており、東武東上線には、若葉駅、坂戸駅、北坂戸駅、
東武越生線には西大家駅があります。また、坂戸駅は東上線と越生線の結節点となっています。
これまでの東京メトロ有楽町線に加え、平成25（2013）年３月から東武東上線と東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転（東京メトロ副都心線経由）が開始されました。
広域道路網については、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）において、平成20（2008）年に、

鶴ヶ島ジャンクション～川島インターチェンジ間の開通に伴って、坂戸インターチェンジの供用
が開始され、平成27（2015）年10月に、埼玉県区間が全通し、東名高速・中央道・関越道・東
北道が圏央道によって結ばれることになりました。また、市内を南北に縦断して関越自動車道が
走っており、坂戸西スマートインターチェンジの供用が平成25（2013）年８月に開始され、周
辺開発・企業立地が進められています。
市内の道路網は、市のほぼ中央部を南北方向に走る国道407号を軸として、主要地方道及び県
道により骨格が形成されています。

産業構造
富士見工業団地をはじめとして、坂戸市周辺の産業団地等に、自動車部品、印刷、化学、金属、
食品などの製造業と運送・倉庫業などの流通加工業が立地しており、高まる交通の利便性を生か
した産業基盤が提供されれば、更なる集積と雇用が見込めます。
現在、土地区画整理方式で整備が進む「坂戸西インター周辺地区」（事業期間：平成25～29
年度予定、約26ha）は、関越自動車道の坂戸西スマートインターチェンジに隣接し、「田園都
市産業ゾーン基本方針」に基づき、産業基盤づくりを重点的に支援する先導モデル地区として選
定されています。坂戸市の産業団地は、企業の生産・物流拠点として、交通利便性の高さと防災
面での安全性は立地企業から高い評価を得ています。

地勢・歴史・交通・産業構造等
地　勢
坂戸市は、埼玉県のほぼ中央に位置し、地勢はおおむね平坦であり、秩父山系から清流として
知られる高麗川が南西から東へ流れ、北部で荒川水系入間川の支流である越辺川へ合流していま
す。市内に残る緑地とともに良好な水辺空間は、豊かな自然環境として市民から高い評価を得て
います。

歴　史
昔から交通の要衝に位置し、江戸時代には八王子から日光に至る街道の宿場町として繁栄して
いました。その後、肥沃な土地を生かした農業が盛んとなり、明治29（1896）年12月には町制
が施行されました。
昭和29（1954）年７月には、坂戸町、三芳野村、勝呂村、入西村、大家村の５町村が合併し

て新生坂戸町となり、この後、人口は安定的に推移し、農業中心の町として順調な発展を遂げて
きました。
高度成長期において東京圏へ人口が集中する中で、昭和40年代の後半には、都心から45キロ
メートル圏という利便性から、大規模な住宅団地などの相次ぐ開発で人口増加は著しくなり、昭
和50（1975）年から昭和55（1980）年までの人口の伸び率は、市の中で全国一となりました。
そして、昭和51（1976）年９月１日に埼玉県で39番目、全国で644番目の市として坂戸市が

誕生し、その後、市制施行時55,000人であった人口は、都市化とともに増加し、平成18（2006）年
10月には、10万人都市の仲間入りを果たしました。
坂戸市は、人口の流入により増加する行政需要に対応し、都市基盤の整備を行うとともに、豊か
な緑や河川などの自然環境を守ってきました。人口の増加に応じて商業施設や関連産業などの経
済力が高まり、大学・高校などの設置や学生数の増加に加え、文化施設の充実により生活・文化
環境も整備されてきました。
しかし、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、産業面、文化面で坂戸市の独自性や魅
力が市民に伝わっておらず、人口急減・超高齢化の時期を迎え活力の低下が懸念されることから、
子育て環境の改善や高齢者の健康の維持とともに、坂戸市の独自性や求心力を持つ産業や文化の
創出が求められます。また、人口増加期に整備された住宅や、公共施設・インフラ※3の老朽化が
進むことが予想され、それらの更新や長寿命化が課題となります。また、市の良さや魅力を市内
外に発信していくことも求められています。
坂戸市では、シティプロモーション※4の一環として、すいおうやルーコラ栽培を通じた地場産

業の育成や桜の見所の活用などを進めてきました。平成28（2016）年には、市制施行40周年を
迎え、記念式典や、市内のまつりを一堂に会した「坂戸のまつり」が開催され、坂戸市のシティ
プロモーションの更なる強化の一環として、誰からも愛される新たなイメージキャラクター「さ
かろん」が誕生しました。

建設業
11.0％

製造業
9.5％

製造業
24.4％

電気・ガス・熱供給・水道業
0.2％

電気・ガス・熱供給・水道業
0.3％

建設業
5.7％

情報通信業 0.7％

運輸・郵便業 2.0％

金融・保険業
0.9％

不動産・
物品賃貸業
6.4％

金融・保険業
1.6％

不動産・
物品賃貸業
2.0％

学術研究、専門・技術
サービス業　2.1％

学術研究、専門・技術
サービス業　3.6％

宿泊業・飲食
サービス業
14.1％

生活関連サービス・娯楽業
11.2％

生活関連サービス・娯楽業
5.6％

医療・福祉
11.5％

教育・学習
支援業
7.5％

教育・学習支援業
4.2％

複合サービス事業
0.5％

複合サービス事業
0.5％

サービス業
（他に分類されないもの）

4.3％

サービス業
（他に分類されないもの）

5.0％

医療・福祉
8.2％

宿泊業・飲食
サービス業
9.0％

運輸・郵便業
6.4％

卸売・小売業
18.5％

卸売・小売業
22.4％

情報通信業 0.6％

農林漁業 0.1％

第一次産業 0.05％

出典：坂戸市　統計坂戸
　　　（平成26年版）

出典：坂戸市　統計坂戸
　　　（平成26年版）
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

10.7％

食料品

事業所数
（103事業所）

従業者数
　4,832人

製造品
出荷額等
9,068,269
　　　万円

紙加工品 プラスチック 金属 生産用機械
業務用機械

電気機械
輸送機械

その他
はん用機械非鉄印刷

28.8％

30.8％ 0.2
％ 9.8％ 6.2％

3.3
％

2.1
％

1.7
％

6.1％
1.3
％

16.0％ 10.5％ 12.0％

0.5
％ 14.9％

5.8％
3.7
％

3.6％
2.6
％

5.2％
2.7
％

8.9％ 7.3％ 16.0％

2.9％
7.8％ 14.6％ 3.9％ 15.5％ 3.9％ 8.7％ 4.9％ 8.7％ 6.8％ 11.6％

※グラフは「事業所数」「従業者数」「製造品出荷額等」の３項目とも公表数値のある（Ｘでない）もので作成している。
３項目のうち１％以下が１つでもある業種についてはグラフにしない。

卸売業 小売業 卸売業小売業商店数 年間販売額

出典：坂戸市　統計坂戸（平成26年版）

出典：坂戸市　統計坂戸（平成26年版）

7,842

17,538

29,200 31,720
27,923 29,448

22,451 24,304 25,562

17,741

26,113 27,241

52,368

60,820

76,000

94,209

88,849

94,488

87,600
84,808

94,345
90,223

66,253

39,491

83

767 759
806

786
745

717 765
697

656
621

432

100 102 107 95 91
123

93 76 81 8188

664

商店数及び販売金額の推移

工業の概要

0

200

400

600

800

100

300

500

700

900

昭和54 57 60 63 平成3 6 9 11 14 16 24年19
0

20,000

40,000

60,000

80,000

90,000

10,000

30,000

50,000

70,000

100,000
（百万円）（店）
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※1 ＢＯＤ……………（Biochemical oxygen demand、生物化学的酸素要求量）水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする
酸素の量で表したもので最も一般的な水質指標。

※2 ビオトープ………動物や植物が恒常的に生活できるように造成または復元された小規模な生息空間。

豊かな自然
　坂戸には、古くから関東有数の清流として名高い高麗川とその下流で合流する越辺川が流れて
います。高麗川は、水の汚れを示すＢＯＤ※1の平均値が、県内で最も少なく（平成25年度版埼
玉県環境白書　高麗川大橋付近）、汚濁のない川として知られています。
　また、自然を生かす取組として、高麗川ふるさとの川整備事業が推進されています。
　この清流と緑豊かな自然を求め、多くの人が河川敷でウォーキングを楽しむなど、日常の散策
や休日の野外活動を満喫しています。また、桜堤や高麗川ふるさと遊歩道、自然観察路の浅羽ビ
オトープ※2なども整備され、坂戸の清流沿いは、魅力あふれる空間となっています。
　越辺川沿いに総延長1.2キロにわたり約200本の「安行寒桜」の桜並木が植樹されており、春
には、「にっさい桜まつり」として、和楽器の生演奏や、よさこいなどの演舞などのイベントが
開催され、桜の名所となりつつあります。
　ほかにも、すみよし桜の里、慈眼寺のしだれ桜、高麗川右岸環境側帯の桜並木、東坂戸団地の
桜並木など、桜の名所があります。

住宅団地
　1970年代初めからの大規模な住宅団地等の開発が坂戸市の人口増加、発展を支えてきました。
北坂戸や若葉台のように駅近に立地する独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）の賃貸集合住宅が主
なものから、西坂戸団地のように郊外に立地する民間開発による分譲戸建住宅まで様々な団地が
あります。

5

6

北坂戸団地

若葉台団地

東坂戸団地

西坂戸団地

鶴舞団地

第一住宅団地

にっさい花みず木

昭和45（1970）～
49（1974）年度

昭和48（1973）～
55（1980）年度

昭和50（1975）～
51（1976）年度

昭和45（1970）～
49（1974）年度

昭和46（1971）～
49（1974）年度

昭和45（1970）～
48（1973）年度

平成元（1989）～
14（2002）年度

120

90（うち50ha
工業団地）

34

48

28

28

119（うち35ha
工業団地）

20,000

6,800

7,000

6,200

3,500

3,400

9,300

北坂戸駅西口を中心に中高層の
ＵＲ団地が存在する。

若葉駅東方約600ｍに中高層の
ＵＲ団地が存在する。鶴ヶ島市
にまたがる。

中高層のＵＲ団地のほか県営住
宅も存在する。分譲も約300戸
存在する。

土地の分譲が行われ、現在、そ
のほとんどに家が建っている。

土地の分譲が行われ、現在、そ
のほとんどに家が建っている。

土地付き一戸建ての分譲が行わ
れた。

土地及び土地付一戸建ての分譲
が行われている。

団地名 施行年度 面積
（ha）

計画人口
（人） 備　考

資料：坂戸市ＨＰ（都市計画課資料）に加筆

市内の住宅団地一覧
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※1 温室効果ガス……………二酸化炭素やメタンなどの、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす
気体の総称。

※2 緑と花と清流基金………ごみ分別による削減成果を、平成15（2003）年（旧分別）の排出量を基準にして、削減量１キログラム当たり３円（平成19年ま
では５円）で積算し、毎年度末に一般会計より基金に積み立て、市民の自然環境の保全と更なるごみ減量を目指すものです。

※3 再生可能エネルギー……太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しな
いエネルギー。

大学の立地と連携
東武東上線、越生線沿線には、大学が３校、短期大学が１校、高校が４校立地し、女子栄養大
学、城西大学や明海大学、東京国際大学等のキャンパス、グラウンドが複数あり、多くの学生が
市内の駅を利用しているという特徴を持っています。
坂戸市は、平成18（2006）年度に女子栄養大学、城西大学、明海大学と「市民の健康づくり
に関する連携協力協定」を締結しました。栄養学部のある女子栄養大学、薬学部のある城西大学、
歯学部のある明海大学に、それぞれの専門分野の人材や知識を提供してもらい市民の健康増進に
役立てようというものです。
そのほかにも、「災害時における協力体制整備協定」（協定対象：城西大学、女子栄養大学、
明海大学）、「城西大学水田記念図書館と坂戸市立図書館との相互協力協定」などの分野別の協
定や、「坂戸市と城西大学との相互連携協力に関する基本協定」などの包括的な協定を締結し、
活力のある個性豊かな地域社会の形成・発展を目指して互いに協働しています。
連携の取組として、市民の健康増進の活動に加え、「北坂戸にぎわいサロン」があります。平
成26（2013）年度から、坂戸市が北坂戸団地集会所及び東坂戸出張所の屋上に設置した太陽光
発電の売電益により借り上げた駅前の２つの空き店舗を活用して、駅東口では城西大学、西口で
は東京電機大学が中心となり、商店会、自治会、行政と協働してサロンを運営するものです。サ
ロンでは、大学生が市民にパソコン等の操作を教える講習会や、留学生との交流会などの各種イ
ベントが行われています。学生は市民との交流により実践的な社会勉強ができる仕組みになって
います。

環境への取組
環境への取組は、坂戸市の大きな特徴です。市内の小中学校では、平成16（2008）年度から
坂戸市環境教育プログラムを活用した環境教育が実践されています。市民に対しても、環境学館
いずみ・市庁舎・ホームページ等を活用した意識啓発・情報提供や各種学習の機会の創出に取り
組んでいます。
環境学館いずみにおけるボランティアとの協働による多彩な事業の実績や、行政・企業・大学
と協働研究が行われている環境教育プログラムへの取組に対して、平成15（2003）年に環境省
の「循環・共生・参加まちづくり表彰制度」による第１回環境大臣賞を受賞しました。
地球温暖化対策についても、地球温暖化対策実行計画に基づく進行管理により、公共施設から
排出される温室効果ガス※1の抑制に努めるとともに、環境マネジメントシステムにより、市庁舎
内の省エネルギー対策を計画的に実践しています。
ごみ減量・資源化については、４Ｒ（発生抑制・減量化・再使用・再利用）の啓発や、坂戸市
エコショップの認定、坂戸市ごみ減量実践モデル地区指定事業、家庭用生ごみ処理器等の購入に
際する補助金の交付などを行っており、分別区分の見直し及び市指定収集袋の導入（平成16年
度）以降、着実に成果を上げてきました。また、ごみ減量の成果を活用した「緑と花と清流基
金※2」（平成17（2005）年創設）は、全国的にも高く評価されており、緑の保全・創造に関する
事業との連携による取組も展開しています。
生活環境の保全については、不法投棄や違法看板撤去のパトロールなどを実施するとともに、
市内一斉に「坂戸市ごみゼロ運動」を実施するなど、清掃活動にも力を入れています。
さらに、再生可能エネルギー※3を中心とした創エネと徹底した省エネを市町村全体で取り組む
ことにより、エネルギーの地産地消を実現するモデルを全国に発信する「埼玉エコタウン※4プロ
ジェクト」の埼玉エコタウン・イニシアティブプロジェクト（地域の特性を生かした先進的なプ

7
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ロジェクトを指定）に選ばれ、エコタウン関連事業として北坂戸団地にぎわい再生事業及び北坂
戸中学校跡地活用によるスマートシティ構想（太陽光発電・家庭用エネルギーマネジメントシス
テムなどを備えたエコ住宅群の整備を民間主導で行う事業）などを進めています。

健康づくりへの取組
坂戸市は、平成24（2012）年に埼玉県の健康長寿プロジェクトの一環として「都市部におけ

る健康長寿埼玉モデルの構築と拡大」の展開・推進を図るためのモデル都市にも選ばれており、
中核的な事業である葉酸※5プロジェクトでは、女子栄養大学の研究を生かし、同大学と協働で認
知症や脳梗塞等の予防に効果があるといわれるビタミンＢ群の一種である葉酸を１日400マイク
ログラム※6摂取する運動を進めています。
さらに「健康づくり応援店」の認定、市民みんなの健康づくりサポーター元気にし隊との協働、
食育※7の推進など様々な事業で市民の健康づくりを進めています。
平成25（2013）年11月には、厚生労働省の生活習慣病予防の啓発活動の奨励・普及を図るこ
とを目的とした表彰制度「第２回健康寿命をのばそう！アワード」において、坂戸市の「地域資
源※8と連携した市民との協働による健康づくり運動」が、自治体部門で優良賞を受賞しました。
また、葉酸プロジェクトに関しては、平成28（2016）年６月に、埼玉県健康長寿優秀市町村

表彰で「優秀賞」を受賞するとともに、同年11月には、ハウスウェルネスフーズ株式会社と産
官連携協定（坂戸市葉酸プロジェクトに関する連携協定）を締結しました。

坂戸よさこい
「人も街もいきいきと輝くまちづくり」をビジョンに掲げた「坂戸よさこい」は、平成13
（2001）年に市制施行25周年を記念して開催された「坂戸市民まつり」からはじまり、関東有
数のお祭りに成長しました。平成27（2015）年の第15回からは10月の第２土曜日・日曜日に開
催され、平成28（2016）年度は、参加61チーム、踊り子約2,300人が参加し、約17万５千人の
観客が来場しました。演舞は、市の中心部である坂戸駅から北坂戸駅間等の道路を使用して行わ
れ、子どもから大人まで幅広い年齢層が参加してチームごとの個性豊かな踊りが披露されます。
数多くの出店もあり１日中楽しめるお祭りとなっています。

市民参加、住民自治組織・市民活動支援
市民との協働においては、平成18（2006）年７月に市民参加条例を制定し（平成27（2015）年

３月改正）、市民の意向を市政に反映するため、市民参加を行っています。区・自治会等の住民
自治組織については、「自治会長用資料～自治会活動の手引～」を配布するなどして支援を行っ
ています。
また、市民や地域の様々な団体が主体となって行う公益的な活動を市民活動と位置づけ、市民
生活課に市民活動支援窓口を設置するとともに、入西地域交流センター内に市民活動団体の交流、
情報交換、情報提供のための市民活動・交流コーナーを開設して支援しています。また、地域で活
躍する市民活動団体を支援し市民活動の更なる広がりを図るために、支援団体の明確化、団体情
報の市民への発信、団体ごとに必要な支援策を実施しています。
コミュニティ活動の普及啓発を図るため、身近なところで地道に住みよい地域社会の実現のた
めの活動を続けている個人または団体に「さつき賞」の表彰をしています。
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※4 エコタウン………………再生可能エネルギーを中心とした創エネと徹底した省エネによりエネルギーの地産地消を具体的に進める住宅地。
※5 葉酸………………………葉物をはじめとする緑黄色野菜、豆類、レバーなどに多く含まれるビタミンＢ群の水溶性ビタミン。妊娠中の摂取が望まれる

栄養素。
※6 マイクログラム…………質量の単位で、0.001ミリグラムに相当。
※7 食育………………………生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を

選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。
※8 地域資源…………………自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、交通や歴史や文化などの資源をも含

む広義の総称。

大学の立地と連携
東武東上線、越生線沿線には、大学が３校、短期大学が１校、高校が４校立地し、女子栄養大
学、城西大学や明海大学、東京国際大学等のキャンパス、グラウンドが複数あり、多くの学生が
市内の駅を利用しているという特徴を持っています。
坂戸市は、平成18（2006）年度に女子栄養大学、城西大学、明海大学と「市民の健康づくり
に関する連携協力協定」を締結しました。栄養学部のある女子栄養大学、薬学部のある城西大学、
歯学部のある明海大学に、それぞれの専門分野の人材や知識を提供してもらい市民の健康増進に
役立てようというものです。
そのほかにも、「災害時における協力体制整備協定」（協定対象：城西大学、女子栄養大学、
明海大学）、「城西大学水田記念図書館と坂戸市立図書館との相互協力協定」などの分野別の協
定や、「坂戸市と城西大学との相互連携協力に関する基本協定」などの包括的な協定を締結し、
活力のある個性豊かな地域社会の形成・発展を目指して互いに協働しています。
連携の取組として、市民の健康増進の活動に加え、「北坂戸にぎわいサロン」があります。平
成26（2013）年度から、坂戸市が北坂戸団地集会所及び東坂戸出張所の屋上に設置した太陽光
発電の売電益により借り上げた駅前の２つの空き店舗を活用して、駅東口では城西大学、西口で
は東京電機大学が中心となり、商店会、自治会、行政と協働してサロンを運営するものです。サ
ロンでは、大学生が市民にパソコン等の操作を教える講習会や、留学生との交流会などの各種イ
ベントが行われています。学生は市民との交流により実践的な社会勉強ができる仕組みになって
います。

環境への取組
環境への取組は、坂戸市の大きな特徴です。市内の小中学校では、平成16（2008）年度から
坂戸市環境教育プログラムを活用した環境教育が実践されています。市民に対しても、環境学館
いずみ・市庁舎・ホームページ等を活用した意識啓発・情報提供や各種学習の機会の創出に取り
組んでいます。
環境学館いずみにおけるボランティアとの協働による多彩な事業の実績や、行政・企業・大学
と協働研究が行われている環境教育プログラムへの取組に対して、平成15（2003）年に環境省
の「循環・共生・参加まちづくり表彰制度」による第１回環境大臣賞を受賞しました。
地球温暖化対策についても、地球温暖化対策実行計画に基づく進行管理により、公共施設から
排出される温室効果ガス※1の抑制に努めるとともに、環境マネジメントシステムにより、市庁舎
内の省エネルギー対策を計画的に実践しています。
ごみ減量・資源化については、４Ｒ（発生抑制・減量化・再使用・再利用）の啓発や、坂戸市
エコショップの認定、坂戸市ごみ減量実践モデル地区指定事業、家庭用生ごみ処理器等の購入に
際する補助金の交付などを行っており、分別区分の見直し及び市指定収集袋の導入（平成16年
度）以降、着実に成果を上げてきました。また、ごみ減量の成果を活用した「緑と花と清流基
金※2」（平成17（2005）年創設）は、全国的にも高く評価されており、緑の保全・創造に関する
事業との連携による取組も展開しています。
生活環境の保全については、不法投棄や違法看板撤去のパトロールなどを実施するとともに、
市内一斉に「坂戸市ごみゼロ運動」を実施するなど、清掃活動にも力を入れています。
さらに、再生可能エネルギー※3を中心とした創エネと徹底した省エネを市町村全体で取り組む
ことにより、エネルギーの地産地消を実現するモデルを全国に発信する「埼玉エコタウン※4プロ
ジェクト」の埼玉エコタウン・イニシアティブプロジェクト（地域の特性を生かした先進的なプ

ロジェクトを指定）に選ばれ、エコタウン関連事業として北坂戸団地にぎわい再生事業及び北坂
戸中学校跡地活用によるスマートシティ構想（太陽光発電・家庭用エネルギーマネジメントシス
テムなどを備えたエコ住宅群の整備を民間主導で行う事業）などを進めています。

健康づくりへの取組
坂戸市は、平成24（2012）年に埼玉県の健康長寿プロジェクトの一環として「都市部におけ

る健康長寿埼玉モデルの構築と拡大」の展開・推進を図るためのモデル都市にも選ばれており、
中核的な事業である葉酸※5プロジェクトでは、女子栄養大学の研究を生かし、同大学と協働で認
知症や脳梗塞等の予防に効果があるといわれるビタミンＢ群の一種である葉酸を１日400マイク
ログラム※6摂取する運動を進めています。
さらに「健康づくり応援店」の認定、市民みんなの健康づくりサポーター元気にし隊との協働、
食育※7の推進など様々な事業で市民の健康づくりを進めています。
平成25（2013）年11月には、厚生労働省の生活習慣病予防の啓発活動の奨励・普及を図るこ
とを目的とした表彰制度「第２回健康寿命をのばそう！アワード」において、坂戸市の「地域資
源※8と連携した市民との協働による健康づくり運動」が、自治体部門で優良賞を受賞しました。
また、葉酸プロジェクトに関しては、平成28（2016）年６月に、埼玉県健康長寿優秀市町村

表彰で「優秀賞」を受賞するとともに、同年11月には、ハウスウェルネスフーズ株式会社と産
官連携協定（坂戸市葉酸プロジェクトに関する連携協定）を締結しました。

坂戸よさこい
「人も街もいきいきと輝くまちづくり」をビジョンに掲げた「坂戸よさこい」は、平成13
（2001）年に市制施行25周年を記念して開催された「坂戸市民まつり」からはじまり、関東有
数のお祭りに成長しました。平成27（2015）年の第15回からは10月の第２土曜日・日曜日に開
催され、平成28（2016）年度は、参加61チーム、踊り子約2,300人が参加し、約17万５千人の
観客が来場しました。演舞は、市の中心部である坂戸駅から北坂戸駅間等の道路を使用して行わ
れ、子どもから大人まで幅広い年齢層が参加してチームごとの個性豊かな踊りが披露されます。
数多くの出店もあり１日中楽しめるお祭りとなっています。

市民参加、住民自治組織・市民活動支援
市民との協働においては、平成18（2006）年７月に市民参加条例を制定し（平成27（2015）年

３月改正）、市民の意向を市政に反映するため、市民参加を行っています。区・自治会等の住民
自治組織については、「自治会長用資料～自治会活動の手引～」を配布するなどして支援を行っ
ています。
また、市民や地域の様々な団体が主体となって行う公益的な活動を市民活動と位置づけ、市民
生活課に市民活動支援窓口を設置するとともに、入西地域交流センター内に市民活動団体の交流、
情報交換、情報提供のための市民活動・交流コーナーを開設して支援しています。また、地域で活
躍する市民活動団体を支援し市民活動の更なる広がりを図るために、支援団体の明確化、団体情
報の市民への発信、団体ごとに必要な支援策を実施しています。
コミュニティ活動の普及啓発を図るため、身近なところで地道に住みよい地域社会の実現のた
めの活動を続けている個人または団体に「さつき賞」の表彰をしています。
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※1 国立社会保障・人口問題研究所……人口や世帯の動向を捉えるとともに、内外の社会保障政策や制度についての研究を行う厚生労働省に所属する国立
の研究機関。

平成33（2021）年度　　100,000人

2020年： 100,300人 （2010年＝101,699人より人口減少約1,400人）
2040年： 91,500人 （2010年より人口減少を10％減に抑制）
2060年： 81,300人 （2010年より人口減少を20％減に抑制）

（参考）坂戸市人口ビジョン

展望人口

（15歳未満）

（15～64歳）

（65歳以上）

年 少 人 口

生産年齢人口

高齢者人口

12,200人

61,300人

27,700人

101,200人

12.0％

60.6％

27.4％

100.0％

11,000人

59,600人

29,400人

100,000人

11.0％

59.6％

29.4％

100.0％

平成28（2016）年度

人　数 人　数年　度

合　計

平成33（2021）年度

構成比 構成比

将来目標人口
　基本構想目標年度の平成33（2021）年度の将来目標人口を100,000人とします。
　坂戸市人口ビジョン（平成28（2016）年３月）の展望人口からの推計となります。

　合計特殊出生率を以下のように改善し、社会移動率は、国立社会保障・人口問題研究所※1の条
件の１/２を維持することにより、展望人口を達成します。

2

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年以降
1.15 1.21 1.45 1.69 1.95 2.10

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

101,699 101,679 100,285 98,683 96,511 94,030 91,511 88,991 86,633 84,124 81,323

2010年、2015年は国勢調査による実績

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年以降

（1.46（実績））国

埼玉県

1.60 － 1.80 － 2.07

1.31 － － 1.78 － 2.07

［出典］国：まち・ひと・しごと創生長期ビジョン　図１
　　　　埼玉県：埼玉県人口ビジョン　希望実現人口（試算③）

展望人口（人）

合計特殊出生率の改善想定

（参考）国・埼玉県の合計特殊出生率の改善想定
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※2 個人市民税………給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの個人の所得に対して課される税。
※3 固定資産税………土地や家屋、償却資産（事業の用に供することができる資産）などの固定資産の所有者に市町村が課する税。
※4 扶助費……………社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、または、老人福祉法など、国の法律に基づいて支出するものと、地方自治体

が住民福祉の増進を図るため、独自の施策において支出するものとがあり、現金・物品を問わず、被扶助者に対して支給される福祉
施策の根幹を成す経費。

※5 公債費……………地方自治体が借り入れた地方債の元利償還費と一時借入金の利息の合計。
※6 繰出金……………一般会計と特別会計、または特別会計間で支出される経費。

財政の状況
決算からみた坂戸市の財政状況（中期的財政計画（平成28年度～32年度）から）
　本市の財政状況は、各財政指標が示すとおり、平成20年度を底に改善が進んできています。
　また、市税を見ると、平成25年度決算から増収となり、景気回復の動きがやや見られるもの
の、今後については、労働力人口の減少や高齢化及び地価の下落等により、本市の税収の大部分
を占める個人市民税※2や固定資産税※3が伸び悩みあるいは減少を続けると考えられます。
　さらに、扶助費※4の増加が続くとともに、年々減少を続けてきた公債費※5が増加に転じており、
関間千代田線整備や森戸橋架け替えなどの社会資本整備についても、多額の経費を要することが
見込まれます。
　その上、公共施設改修を計画的に進めていかなければならないことなどから、今後の基金残高
の減少や公債費の更なる増加等の懸念材料があり、健全な財政運営を維持するため、引き続き歳
入歳出の見直し等に取り組む必要があります。

3
1

財政力指数
（高いほど良い）
実質収支比率
（高いほど良い）
公債費比率
（低いほど良い）
公債費負担比率
（低いほど良い）
起債制限比率
（低いほど良い）

実質公債費比率
（低いほど良い）

経常収支比率
（低いほど良い）

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で、通常は、過去３年
間の平均値を使用する。単年度の数値が１以上になると、普通交付税が交付されない。
実質収支とは、歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額（形式収支）から、翌年度に繰り越すための一般財
源等を差し引いたもので、実質収支比率とは、標準財政規模に対する実質収支の割合を示す。

標準財政規模に占める公債費の一般財源所要額の割合を示し、10％を超えないことが好ましいとされている。

一般財源総額に占める公債費に充当された一般財源の割合を示し、15％が警戒ライン、20％が危険ラインとさ
れている。
公債費比率の分母、分子から公債費のうち普通交付税措置される額をそれぞれ控除したもので、通常は、過去３
か年の平均値で示す。
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企
業債に対する繰出金※6など、公債費に準じるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税措置されるものを
除く）に充てられた額の占める割合を示す。
地方税、普通交付税のように使途が限定されていない毎年度の経常的な収入のうち、人件費、扶助費、公債費の
ように毎年度経常的に支出した経費に充てられた額の占める割合を示す。

実質収支 
比率
（％） （％） （％） （％） （％） （％）

財政力指数年度
公債費
比率

公債費負担
比率

起債制限
比率

実質公債費
比率

経常収支
比率

6.1

4.4

3.6

5.8

6.4

5.7

6.2

6.7

7.3

7.9

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0.860

0.881

0.900

0.906

0.886

0.862

0.835

0.831

0.831

0.836

15.9

14.1

12.8

10.6

9.4

7.6

6.4

6.4

6.4

6.8

16.2

16.0

15.1

13.9

12.3

11.3

10.5

10.4

11.4

10.8

11.6

11.3

10.5

9.3

8.3

7.2

6.0

5.1

4.7

4.8

14.5

11.0

10.3

9.0

7.9

6.8

5.8

4.9

4.4

4.4

91.9

92.7

95.9

88.5

86.6

88.4

88.8

88.0

90.3

88.8

各種財政指標
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※1 扶助費……………社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法、または、老人福祉法など、国の法律に基づいて支出するものと、地方自治体
が住民福祉の増進を図るため、独自の施策において支出するものとがあり、現金・物品を問わず、被扶助者に対して支給される福祉
施策の根幹を成す経費。

※2 公債費……………地方自治体が借り入れた地方債の元利償還費と一時借入金の利息の合計。

（単位：百万円）

区　分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

歳　入

市　税

譲与税・交付金等

地方交付税

国・県支出金

繰入金

繰越金

市　債

その他の収入

歳　出

義務的経費

人件費

扶助費※1

公債費※2

投資的経費

その他の経費

実 質 収 支

単 年 度 収 支

実質単年度収支

財政調整基金残高

28,893

13,163

1,376

2,470

5,694

716

1,280

3,115

1,079

27,750

13,261

5,334

5,560

2,367

3,650

10,839

995

▲115

79

1,889

28,557

12,875

1,339

2,682

5,281

545

1,144

3,302

1,389

27,246

12,751

5,089

5,456

2,206

3,447

11,048

1,084

89

855

2,673

31,238

13,075

1,396

2,515

6,283

399

1,311

3,564

2,695

30,042

12,639

4,755

5,517

2,367

4,699

12,704

1,169

85

795

3,384

28,592

13,200

1,525

2,538

5,596

959

1,196

2,509

1,069

27,078

13,340

4,930

5,992

2,418

2,485

11,253

1,286

117

307

3,574

31,736

13,214

2,151

2,588

6,710

1,627

1,514

2,808

1,124

30,217

13,523

4,846

6,268

2,409

4,676

12,018

1,410

124

44

3,494

決算額の推移（平成23～27年度、一般会計）
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歳入の推移

歳出の推移

※小数点以下をそれぞれ四捨五入しているため、合計額と必ずしも一致しません。
出典：坂戸市の財政状況（H27概要）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
61.0
19.6
25.5
18.1
129.3

その他
市　債
国県支出金
地方交付税
市　税

46.3
22.7
30.7
14.7
140.5

45.8
20.4
33.0
15.3
140.0

36.7
32.4
60.5
15.6
136.3

39.4
36.8
58.7
22.7
133.7

44.5
31.2
56.9
24.7
131.6

44.2
33.0
52.8
26.8
128.7

58.0
35.6
62.8
25.1
130.7

47.5
25.1
56.0
25.4
132.0

64.2
28.1
67.1
25.9
132.1

※小数点以下をそれぞれ四捨五入しているため、合計額と必ずしも一致しません。
出典：坂戸市の財政状況（H27概要）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
13.4
24.8
23.5
20.8
36.9
34.4
30.0
59.5

その他
投資的経費
繰出金
補助費等
物件費
公債費
扶助費
人件費

7.6
28.7
26.2
21.4
38.5
32.6
32.8
59.0

7.5
28.2
26.6
22.5
38.2
30.8
33.5
58.7

9.0
38.5
30.2
37.2
36.2
27.4
36.7
55.5

15.6
40.8
31.0
20.9
36.9
26.3
53.7
53.4

15.6
36.5
30.1
22.0
40.6
23.7
55.6
53.3

15.6
34.5
28.3
24.7
41.9
22.1
54.6
50.9

31.8
47.0
28.6
23.6
43.0
23.7
55.2
47.6

13.0
24.8
30.9
23.8
44.9
24.2
59.9
49.3

12.0
46.8
35.3
26.1
46.8
24.1
62.7
48.5

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250
253.4

243.3 246.8 246.0

270.7 278.5 277.5 272.5

300.4

270.8

302.2

254.9 254.6

281.4
291.3 288.9 285.6

312.4

285.9

317.4

300

350

（億円）

（億円）
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※都市整備基金は平成25年度末で廃止。
※小数点以下をそれぞれ四捨五入しているため、合計額と必ずしも一致しません。

出典：坂戸市の財政状況（H27概要）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
1.6
0.3
1.6
7.5

市債管理基金
公共施設整備基金
都市整備基金
財政調整基金

1.0
0.0
1.0
5.0

0.0
0.0
0.0
2.5

0.0
0.0
0.0
7.0

0.0
0.0
0.0
17.0

4.0
0.5
0.0
18.9

3.5
1.0
0.0
26.7

3.0
1.5
0.0
33.8

2.5
2.0
-

35.7

2.0
2.5
-

34.9

0

50

100

150

200

250

300

350
（億円）

0

5

10

15

20

25

30

45

40

35

（億円）

財政調整のための基金残高

普通債等 その他

市債残高の推移

※「その他」の市債とは、減税補塡債や臨時財政対策債等の合計額をいいます。
※小数点以下をそれぞれ四捨五入しているため、合計額と必ずしも一致しません。

出典：坂戸市の財政状況（H27概要）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

240.9 235.7 229.4 238.1
252.3

263.5
278.2

293.8 298.1 305.3

102.2 105.8 108.0 118.5 130.0 137.5
145.5

149.5 156.1 162.1

138.7 129.8 121.3 119.6 122.3 126.0 132.7 144.2 142.1 143.2

10.9

7.0

2.5

7.1

17.0

23.4

31.3

38.4
40.3 39.5
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※1 個人市民税………給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの個人の所得に対して課される税。
※2 法人市民税………自治体内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税。
※3 固定資産税………土地や家屋、償却資産（事業の用に供することができる資産）などの固定資産の所有者に市町村が課する税。
※4 民間委託…………サービスの向上や経費の削減を目的に、自治体の業務を民間に委託して行うこと。
※5 ゼロ予算事業……都道府県や市町村が、そのための新たな予算を組まずに既存の施設や人材を使って行う政策・行政サービス。

今後の財政運営（中期的財政計画（平成28年度～32年度）から）
計画期間中の歳入歳出の均衡を確保し、さらに後年度における健全な財政運営維持を図るため、
中長期的な視野に立って、次のような取組を行います。
また、健全な財政運営維持及び財政基盤の強化を図るための取組事項及び最終年度までの目標
を定めることとします。
なお、市の財政状況について、別途検証等を進め、今後の健全な財政運営のために活用するこ
ととします。

歳入の確保
１】市　税
限られた財源の中で社会資本の整備や産業振興を戦略的に進めることにより、基幹収入であ
る市税収入の増収を図ります。
具体的には、道路・街路等の交通網の整備や土地利用計画に基づく開発を効果的に進め、土
地の収益性・利便性を高めることにより、企業誘致や住宅建設等を促進します。
また、商店街を始めとする商工業団体の育成・振興を図るなど、事業選択に際し本市への経
済効果の高い事業を優先することにより、個人市民税※1、法人市民税※2、固定資産税※3等の増
収を図ります。そのほか、税の収納率向上のため、徴収嘱託員の採用や納税の利便性の向上等
に取り組みます。

２】税外収入
　各事務事業の実施に際しては、活用が可能な国庫補助金等の特定財源の確保に努めることと
し、事前に十分な情報収集を行うほか、補助金確保に必要な計画の策定等を行います。また、
利用者負担の適正化を原則に、各公共施設の利用率の向上を図り、その収益性を高めます。そ
のほか、活用の予定のない市有地の売却を進めるほか、公共施設の空きスペースへの有料広告
掲載等による歳入の確保にも取り組みます。さらに、市債借入に際しては、後年度の元利償還
金に対する交付税措置率の高い市債を活用するなどにより、地方交付税の確保を図ることとし
ます。

歳出の抑制
 人件費を含め、歳出を伴う事業全般について見直しを行うこととし、事務事業の計画・執行に
際し、コスト意識の徹底を図ります。なお、予算編成に際しては、限られた財源の中で、市全体
から見て個々の事務事業に係る経費がどうあるべきかについて、十分に考えることとします。

１】人件費の削減
事務事業の見直しや民間委託※4の推進を図ることなどにより、人件費を見直し、特に、限ら
れた職員数の中で、福祉・医療分野など法令等で職員数の確保あるいは増員が必要な部署があ
ることを念頭に、その他の事業については、市民主体の事業への移行、事業の縮小・廃止や、
正規職員が直接従事するのではなく、市民参加やボランティアの活用等を促すこととします。
また、業務委託や物品購入を伴わないゼロ予算事業※5について、むしろ人件費の増大につな

がっている場合があることを念頭に、実施の可否を検討することとします。

2

1

2
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※1 公債費……………地方自治体が借り入れた地方債の元利償還費と一時借入金の利息の合計。
※2 繰出金……………一般会計と特別会計、または特別会計間で支出される経費。

２】公債費※1の削減
　投資的経費に係る事業費の見直しや進度調整を通じて、後年度の公債費の削減を図ります。
 特に、普通債については後年度の財政負担の増加につながることから、補助率の高い補助金
の活用など、市債に依存しない財源確保に努め、今後の借入を縮減することで公債費の抑制を
図ります。

３】物件費の削減
　業務委託の見直しを進め、施設そのもののあり方についても検討するほか、統廃合やサービ
ス内容についても見直しを行います。
　その他、イベント事業のあり方の見直し等により、行政機関が実施する必要があるのか、ま
た、実際に効果を挙げているのか等について検討するほか、委託料や物品購入費等の削減を図
ります。

４】補助費等の見直し
　補助金、負担金については、公益性・効率性を含め、毎年見直しを行います。特に補助金に
ついては、対象事業の公益性について十分検討し、必要な額や対象経費を精査するほか、終期
設定を原則とします。
　また、市が加入する各種団体等への負担金については、加入するメリットを検証することな
どにより、支出の削減を図ります。

５】繰出金※2の見直し
　特別会計への繰出金については、その健全な運営を維持するため、必要に応じた支出を行う
とともに、引き続き十分な検討を行っていきます。

６】投資的経費の見直し、進度調整
　市税の増収等、本市財政基盤の強化につながる事業を見極め、その事業費の確保を図ります。
　また、現在計画されている事業についても、その必要性について検討するとともに、事業の
効率化、廃止、規模の縮小、実施の先送り等の検討を進めます。
　特に、いわゆる箱物建設及び改修については、後年度の過大な財政負担につながらないよう、
必要最小限度にとどめます。

目標値
　後年度の財政負担への備えと、健全な財政運営実現のための指標として、財政調整基金残高と
経常収支比率について、中期的財政計画（平成28年度～32年度）の最終年度の目標値を以下の
ように定めます。

3

財政調整基金残高

経常収支比率（普通会計）

40億円

88.0％

34億９千万円

88.8％

財政指標名 目標値 平成27年度
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※3 高齢単身世帯……一般世帯（住居と生計を共にしている人々の集まりで持ち家や借家等の住宅に住む世帯、下宿や会社の独身寮に住む単身者や住宅以
外に住む世帯）のうち65歳以上の者１人のみの世帯。

※4 高齢化率…………65歳以上の高齢者人口（老年人口）が総人口に占める割合。

高齢者人口の急増への対応
　坂戸市は、1970年代（昭和46～55年）に大規模な住宅団地が開発され、人口が急増しました
が、その際に移り住んで来られた方が高齢期に入り、高齢者人口の急激な増加が進んでいます。
高齢単身世帯※3や高齢者のみ世帯の増加が、区・自治会・町内会等の役員・会員の減少につなが
り、地域コミュニティが衰退することが懸念されています。地域によっては、高齢者の買い物や
通院などの移動が困難となる問題も表れています。
　高齢者が健康で安心して暮らせるように地域で支援するとともに、介護・福祉ニーズに適切に
応えることが必要です。一方、増加する高齢者を福祉の対象ととらえるのではなく、働き手、地
域の担い手として、その活躍を支援することも求められます。

市民をとりまく不安への対応
　日本において、グローバル化による格差の拡大、不況による雇用不安をはじめ、子育て、教育、
就職、介護、医療、保険・年金、治安、防災、保健・衛生、建築・住宅、食の安全などの広い分
野にわたって、あらゆる世代の不安が増大しています。既存の制度が社会の変化に追い付かない
ことや、家族関係や近隣関係の希薄化がそれらに拍車をかけている面もみられます。これらの市
民の不安は、地域や市町村により対応・改善できる部分も多く、生活の安全・安心に対する施策
が必要です。また、個人や家庭、地域コミュニティに自助・共助を促す働きかけや仕組みづくり
も必要です。
　また、高齢化の課題に加え、経済の変動、家族の形の変化、非正規雇用の拡大や就労の困難、
介護離職などの問題と相まって、子ども・若者や高齢者の貧困が全国的に問題となっており、坂
戸市も例外とは言えません。
　地域コミュニティ組織、市民活動団体・ＮＰＯ、大学・企業等と協働して、市民へ必要な支援
を行い、変化する状況にきめ細かく的確に対応していくことが求められます。

次世代の育成と定住促進
　地方創生において、人口急減と少子化の克服が強く求められています。
　東京圏に位置する本市は、これまで人と産業に選ばれ、人口の流入や産業立地が続いてきまし
たが、合計特殊出生率は、全国及び埼玉県を下回る状態が続いています。今後、親となる若い世
代の人口が減少することから、更に出生数の減少が見込まれます。
　子どもは地域の希望であり、市の活力の維持・創出のためにも、継続して子どもが生まれ、健
やかに育つ環境を整えることによる次世代の育成が必要です。
　人口減少の緩和のためには、出生数の増加とともに、若い世代を中心とした定住が必要であり、
引き続き魅力的な住環境・雇用環境を整備していく必要があります。
　また、先行して開発された住宅団地では、高齢化率※4の高まりとともに、若い世代の流出、人
口減少がみられ、適切に管理されていない空き家の発生による周辺への悪影響がみられます。空
き家の活用も含めた様々な手法により、定住を促進し、多様な世代が支え合って暮らせる地域づ
くりが重要となっています。

Ⅰ

3

2

Ⅲ．坂戸市の課題
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※1 インフラ……………………インフラストラクチャーの略。道路、河川、鉄道、公園、水道、ごみ・し尿処理施設などの社会生活、産業経済の基盤施設。
※2 シビックプライド…………個人個人が都市（市町村、商店街、沿線など）に抱く誇りや愛着心。
※3 シティプロモーション……風景やまちなみ、特産品、人材、資金、情報などの資源を生かし、地域を持続的に発展させるために、その魅力を発掘し、

内外に効果的に発信すること。

次世代へ向けたまちの維持・更新
　坂戸市の特徴として、人口急増期に整備された小中学校や文化施設・庁舎などの公共施設、道
路・橋りょうや上下水道などのインフラ※1が多く、全体として老朽化が進行しています。市民主
体、市民との協働のまちづくりを進める中で、計画的に、次の世代に向け安全を確保し、長寿命
化・更新を行い、質を高めること、また、公共施設の統廃合後の跡地・空き施設の活用も求められ
ます。
　また、小中学校の校舎・屋内運動場の耐震化は完了しましたが、その他の公共施設の耐震化を
早期に完了させ、橋りょう、上下水道などの耐震化についても、計画的に推進する必要があります。

シビックプライド※2の醸成とシティプロモーション※3の推進
　坂戸市は、東京のベッドタウンとしての性格が強く残り、数多くある坂戸市の独自性や魅力が
市民に対しても伝わっていない状況があります。
　坂戸市の自然、生活、文化、産業ついて、市民にその魅力を伝え、誇りや愛着（シビックプラ
イド）を醸成し、市民一人一人が、当事者意識を持って自発的にまちづくりに参加すること、
坂戸市をより良いものにするための取組に積極的に関わることにつなげることが求められます。
　また、坂戸市での生活や、企業、大学の活動・生産品に対して評価を高め、坂戸市への定住や
来訪、地場産品の地産地消を進めるためには、坂戸市の魅力となる名所や祭り、行事、産品など
を発掘し、より魅力的に、市内外に情報発信するシティプロモーションが重要となります。

これまでの市の取組の成果と蓄積の活用
　1990年代（平成３年～12年）初めのバブル経済の崩壊以降、長引く経済の停滞や地価下落の
中での人口の伸び悩みによる市内活力の低下に対して、坂戸市は様々な施策を実施し、生活・産
業基盤の充実も図られました。しかし、国の財政状況の悪化、経済の不安定さが続くと見込まれ
る中、引き続き市内の生活・文化・産業の広い分野にわたり活力を創造することが望まれます。
　第６次総合振興計画前期基本計画期間中に、関越自動車道坂戸西スマートインターチェンジの
開設、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）埼玉県区間が全通し、入西東部土地区画整理事業が進
むなど、産業基盤整備の環境が大きく前進しています。また、市の環境と健康づくりへの取組や、
坂戸よさこいなどの祭りが市内外の注目を集め、北坂戸団地にぎわい再生事業などの大学との連
携等が進められてきています。
　今後とも、高まる地域の魅力や優位性を市民とともにつくり、市内外への情報発信による、市
外からの転入・定住の促進と、交通利便性の高い高速道路のインターチェンジ周辺を中心に、質
の高い雇用を増やすための基盤整備・企業誘致が求められます。

4

5

6
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第１章　基本理念と将来都市像

第２章　戦略プロジェクト
　　　（将来都市像実現目標）

第３章　施策の基本方向
　　　（まちづくりの目標）

第４章　土地利用構想

基　本　構　想
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Ⅰ　基本理念
　基本理念とは、全ての施策を実施する上で、常に立ち返る基本的な考え方です。
　市民の意識や要望、社会の変化等に対応し、坂戸市のまちづくりを総合的かつ計画的に行
うに当たっての基本理念を次のように定めます。

１　参加と協働
　市民一人一人が、市政への参加の責任と権利を自覚することを基本に、市民参加と協働の
仕組みづくりを推進し、自立性の高い地域社会をつくることが求められていることから、参
加と協働を基本理念とします。
　

２　健康と安心
　年齢、性別、障害の有無、国籍を問わず、市民一人一人がお互いの人権を尊重し、助け合
いながら健康で安心して豊かに暮らせる地域社会が望まれるため、健康と安心を基本理念と
します。

３　環境との共生
　地球規模の環境問題解消に向けた取り組みとともに、坂戸市の特徴である豊かな自然環境
（水辺、緑）と良好な生活環境を次世代に引き継ぐことが不可欠であることから、環境との
共生を基本理念とします。

Ⅱ　将来都市像
　坂戸市の課題と基本理念に基づき、目標年度の平成33年（2021年度）における「市の目指
す将来都市像」を次のとおり定めます。

笑顔でつなぐ躍動のまち、さかど

　「笑顔」は、市民の誰もが健康であり、その基となる安全・安心なまちづくりができて、
笑顔となっていることを表しています。
　「つなぐ」は、まちを次の世代に引き継いでいくこと、地域のきずなを強めて活動してい
くことを示しています。
　「躍動」は、市民の交流の活性化や、産業や文化の活力にあふれる状況を表しています。
　それらを合わせて坂戸市の目指す将来都市像とします。

第１章　基本理念と将来都市像
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※1 地域資源…………………自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、交通や歴史や文化などの資源をも含
む広義の総称。

※2 民生委員・児童委員……民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、
社会福祉の増進に努める方々であり、児童委員を兼ねる。

※3 減災………………………自然災害の発生は抑えられないが、いざ災害が発生した時に、その被害を最小限に食い止めるための取組。
※4 再生可能エネルギー……太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しな

いエネルギー。

　戦略プロジェクトは、将来都市像の実現のために、市として重点的に取り組む事業です。

Ⅰ　笑顔のまちプロジェクト

１　多様な健康増進施策の実施
　地域コミュニティ組織、市民活動団体・ＮＰＯ、大学・企業等と協働して、地域コミュニ
ティの活性化を柱とした多様な健康政策を、地域の実情に応じてきめ細かく推進します。
 地域資源※1を活用し、地域全体を巻き込んだ多くの分野と連携した健康増進施策を進めるこ
とにより、地域の活性化につなげます。

２　地域福祉の推進
　社会の変化等により生じた高齢者等の新たな生活上の課題を解決するため、市民、関係団体、
民生委員・児童委員※2などと協働し、地域福祉の推進を図ります。

３　防災・減災※3、危機管理の徹底
　東日本大震災の教訓をいかし、地域防災計画に基づき、危機管理体制の整備を推進するとと
もに、被害を最小限に抑えるため、災害時要援護者支援計画の適切な運用を図り、自助・共助
の体制強化等、地域の実情に応じた支援体制を構築します。また、大気・水・食物・土壌等の
安全について、国、県、関係機関と連携して、適切な監視・対応と市民への情報提供を行い、
感染症や放射性物質の不安から市民を守ります。

Ⅱ　次世代につなぐまちプロジェクト

１　地域による教育・子育て支援
　学校教育、青少年健全育成、子育てに関して、地域コミュニティ組織や市民活動団体・ＮＰＯ、
大学・企業等が協働して支える環境を整えます。子育て支援事業は、子育てにかかる経済的負
担を軽減するなどの支援策を充実するとともに、成長段階に応じたきめ細かな施策・事業を展
開します。

２　市民との協働による環境問題への取り組みの推進
　環境問題について市民が自ら学び、対策を推進できる仕組みをつくります。市民との協働に
より、環境問題に取り組む仕組みの確立・運営支援を行います。節電・省エネルギーの推進、
再生可能エネルギー※4設備の家庭や企業への設置誘導、公共施設への導入を行います。

３　協働による質の高いまちづくりの推進
　市民主体のまちづくり活動を支援するとともに組織化を促進します。市街地の質の維持・向
上を図り、上水道の質の向上、生活・産業排水の処理を徹底し、豊かな緑や河川の自然環境と
共生するまちづくりを市民との協働により行います。

４　地域公共交通の充実
　地域における市民の移動の手段を確保するため、民間交通（鉄道、路線バス、タクシー）と
連携し、市内の拠点を効率的に結ぶ交通網の充実を図ります。

５　公共施設管理・社会資本マネジメントの実施
　公共施設、道路・橋りょう、上下水道などについて、全市的・長期的視点からコストと優先
順位を明らかにして、計画的に維持管理・修繕、更新、再編及び新規整備等を行います。また、公
共施設・社会資本に対する市民ニーズの変化や法律・制度・計画の見直しに的確に対応します。

Ⅲ　躍動のまちプロジェクト

１　市民交流の活性化
　坂戸市の歴史や文化などの地域資源※1をいかしつつ、坂戸よさこい、坂戸市民チャリティマ
ラソン、坂戸市民スポーツフェスティバルなどの祭りやイベントが市民の参加により企画され、
市民交流の活性化のために効果的な事業となるよう市民との協働により実施します。

２　市内産業の活性化、新たな企業の誘致
　関越自動車道坂戸西スマートインターチェンジ、首都圏中央連絡自動車道坂戸インターチェ
ンジの開設による坂戸市の企業立地面で高まる優位性をいかして、適切な土地開発を行い、企
業の誘致により雇用と税収の拡大を図ります。また、坂戸駅舎の改修及び南北自由通路整備、
市街地整備・土地区画整理等を契機とした地域の活性化を推進します。
　さらに「商工業ビジョン」を策定・実施し、市内商工業の活性化を図るとともに、地域資源
を活用した、大学、企業、農業・商工団体等との協働による新たな製品・サービスの開発、創
業支援を行います。
　また、新規就農者対策や農業・農村の６次産業化※2などの諸施策の実施により、農業の活性
化を推進します。

３　市民による学び合いの促進
　さかど市民塾のような自発的な学び合いを活発にするため、学び合いの場や機会、情報の提
供と、大学や企業の紹介を行い、地域の活性化につなげます。特に坂戸市の特徴である環境や
健康づくりの学習を進めます。

４　シティプロモーション※3の展開
　地域の魅力を市内外へ効果的に訴えるシティプロモーションを展開します。地域の状況の把
握と魅力ある景観や地域資源の発掘を行い、地域コミュニティ組織、市民活動団体・ＮＰＯ、
大学・企業等との協働により、積極的に市内外へ情報発信をして、市内の求心力を高めるとと
もに、市外には市の魅力を知らせ、新しい活力の創造と誘致を行います。

第２章　戦略プロジェクト（将来都市像実現目標）
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※1 地域資源……………………自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、交通や歴史や文化などの資源をも
含む広義の総称。

※2 ６次産業化…………………農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開する多角産業化。
※3 シティプロモーション……風景やまちなみ、特産品、人材、資金、情報などの資源を生かし、地域を持続的に発展させるために、その魅力を発掘し、

内外に効果的に発信すること。

　戦略プロジェクトは、将来都市像の実現のために、市として重点的に取り組む事業です。

Ⅰ　笑顔のまちプロジェクト

１　多様な健康増進施策の実施
　地域コミュニティ組織、市民活動団体・ＮＰＯ、大学・企業等と協働して、地域コミュニ
ティの活性化を柱とした多様な健康政策を、地域の実情に応じてきめ細かく推進します。
 地域資源※1を活用し、地域全体を巻き込んだ多くの分野と連携した健康増進施策を進めるこ
とにより、地域の活性化につなげます。

２　地域福祉の推進
　社会の変化等により生じた高齢者等の新たな生活上の課題を解決するため、市民、関係団体、
民生委員・児童委員※2などと協働し、地域福祉の推進を図ります。

３　防災・減災※3、危機管理の徹底
　東日本大震災の教訓をいかし、地域防災計画に基づき、危機管理体制の整備を推進するとと
もに、被害を最小限に抑えるため、災害時要援護者支援計画の適切な運用を図り、自助・共助
の体制強化等、地域の実情に応じた支援体制を構築します。また、大気・水・食物・土壌等の
安全について、国、県、関係機関と連携して、適切な監視・対応と市民への情報提供を行い、
感染症や放射性物質の不安から市民を守ります。

Ⅱ　次世代につなぐまちプロジェクト

１　地域による教育・子育て支援
　学校教育、青少年健全育成、子育てに関して、地域コミュニティ組織や市民活動団体・ＮＰＯ、
大学・企業等が協働して支える環境を整えます。子育て支援事業は、子育てにかかる経済的負
担を軽減するなどの支援策を充実するとともに、成長段階に応じたきめ細かな施策・事業を展
開します。

２　市民との協働による環境問題への取り組みの推進
　環境問題について市民が自ら学び、対策を推進できる仕組みをつくります。市民との協働に
より、環境問題に取り組む仕組みの確立・運営支援を行います。節電・省エネルギーの推進、
再生可能エネルギー※4設備の家庭や企業への設置誘導、公共施設への導入を行います。

３　協働による質の高いまちづくりの推進
　市民主体のまちづくり活動を支援するとともに組織化を促進します。市街地の質の維持・向
上を図り、上水道の質の向上、生活・産業排水の処理を徹底し、豊かな緑や河川の自然環境と
共生するまちづくりを市民との協働により行います。

４　地域公共交通の充実
　地域における市民の移動の手段を確保するため、民間交通（鉄道、路線バス、タクシー）と
連携し、市内の拠点を効率的に結ぶ交通網の充実を図ります。

５　公共施設管理・社会資本マネジメントの実施
　公共施設、道路・橋りょう、上下水道などについて、全市的・長期的視点からコストと優先
順位を明らかにして、計画的に維持管理・修繕、更新、再編及び新規整備等を行います。また、公
共施設・社会資本に対する市民ニーズの変化や法律・制度・計画の見直しに的確に対応します。

Ⅲ　躍動のまちプロジェクト

１　市民交流の活性化
　坂戸市の歴史や文化などの地域資源※1をいかしつつ、坂戸よさこい、坂戸市民チャリティマ
ラソン、坂戸市民スポーツフェスティバルなどの祭りやイベントが市民の参加により企画され、
市民交流の活性化のために効果的な事業となるよう市民との協働により実施します。

２　市内産業の活性化、新たな企業の誘致
　関越自動車道坂戸西スマートインターチェンジ、首都圏中央連絡自動車道坂戸インターチェ
ンジの開設による坂戸市の企業立地面で高まる優位性をいかして、適切な土地開発を行い、企
業の誘致により雇用と税収の拡大を図ります。また、坂戸駅舎の改修及び南北自由通路整備、
市街地整備・土地区画整理等を契機とした地域の活性化を推進します。
　さらに「商工業ビジョン」を策定・実施し、市内商工業の活性化を図るとともに、地域資源
を活用した、大学、企業、農業・商工団体等との協働による新たな製品・サービスの開発、創
業支援を行います。
　また、新規就農者対策や農業・農村の６次産業化※2などの諸施策の実施により、農業の活性
化を推進します。

３　市民による学び合いの促進
　さかど市民塾のような自発的な学び合いを活発にするため、学び合いの場や機会、情報の提
供と、大学や企業の紹介を行い、地域の活性化につなげます。特に坂戸市の特徴である環境や
健康づくりの学習を進めます。

４　シティプロモーション※3の展開
　地域の魅力を市内外へ効果的に訴えるシティプロモーションを展開します。地域の状況の把
握と魅力ある景観や地域資源の発掘を行い、地域コミュニティ組織、市民活動団体・ＮＰＯ、
大学・企業等との協働により、積極的に市内外へ情報発信をして、市内の求心力を高めるとと
もに、市外には市の魅力を知らせ、新しい活力の創造と誘致を行います。
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※4 減災………………自然災害の発生は抑えられないが、いざ災害が発生した時に、その被害を最小限に食い止めるための取組。

　施策の基本方向は、「都市経営」「健康・福祉、安全・安心」「都市環境・経済」「教育・
文化」「都市基盤」の各行政分野において、まちづくりの目標に向かって実施する施策の基本
的な方向を示すものです。

Ⅰ　都市経営　～参加と協働による質の高い行政経営のまち～
　市民参加による政策形成と、市民との協働による事業実施を進めます。厳しい財政状況下で
も行政経営が安定的に実施できるよう、行政経営の効率化を進めるとともに、職員の意欲と能
力の向上を図り、公共サービスの充実に努めます。
○市民参加条例に定めるまちづくり市民会議、市民コメント、フォーラムにより市民の意見を
政策に反映します。
○地域コミュニティの基礎的な組織である区・自治会及び様々な分野で公益活動を行うボラン
ティアやＮＰＯなどを支援しながら、これらの様々な組織と協働して地域課題の解決に取り
組みます。
○行政組織のスリム化・効率化を進めるとともに、職員の意欲と能力の向上を図ります。
○公共施設について、全市的な観点から、公共施設の利用実態や市民ニーズ、コストを踏まえ
た施設の位置づけの見直しを市民参加で行い、長期的視点からコストと優先順位を明確化し
て計画的に維持管理・修繕、更新、再編及び新規整備を行います。また、東日本大震災の教
訓をいかし、災害時の防災拠点としての機能及び施設利用者の安全確保の観点から、公共施
設の耐震化を進めます。
○高齢化や人口減少に伴い発生する地域の課題へ、きめ細かく総合的に対応します。

Ⅱ　健康・福祉、安全・安心　～ともに支え合う健康と安心のまち～
　市民のみんなが、健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます。
○市民との協働により、地域に密着した健康づくり活動を進めます。
○地域で発生している新たな課題に対応するため、地域福祉計画に基づき新たな支え合いの仕
組みをつくるなど地域福祉の推進を図ります。
○自然災害による被害を最小限に抑えるため、東日本大震災の教訓をいかし、地域防災計画に
基づく防災・減災※4、危機管理体制の継続的な改善を図ります。また、大気・水・食物・土
壌等の安全について、国、県、関係機関と連携して、適切な監視・対応と市民への情報提供
を行い、感染症や放射性物質の不安から市民を守ります。
○誰もが安心して子育てができるよう、施策の充実を図るとともに、地域における子育て支援
を推進します。

第３章　施策の基本方向（まちづくりの目標）
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※1 循環型社会………………環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、それを有効に使うことによって、廃棄されるも
のを最小限に抑える社会。

※2 再生可能エネルギー……太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しな
いエネルギー。

※3 地域資源…………………自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、交通や歴史や文化などの資源をも含
む広義の総称。

※4 ６次産業化………………農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開する多角産業化。
※5 バリアフリー……………障害者を含む高齢者等の社会的弱者が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除く

こと。

Ⅲ　都市環境・経済　～人と環境にやさしく活気あふれるまち～
　環境と生活・産業の両立を図り、市内に新たな活力を創造し、企業と人を市外から呼び込み
ます。
○省エネルギー・ごみ減量の促進やリサイクルシステムの運用により、循環型社会※1の形成に
努めるとともに、再生可能エネルギー※2設備の家庭や企業への設置誘導、公共施設への導入
を行い、環境にやさしいまちづくりを推進します。
○祭り・イベントを市民参加と協働により実施し、地域の活性化や市内外への魅力発信につな
げます。
○優位性のある高速道路網等の産業基盤をいかして企業を誘致し、雇用の創出と税収の拡大を
図ります。
○「商工業ビジョン」に基づき諸施策を実施し、市内商工業の活性化を図るとともに、地域資
源※3を活用した、大学、企業、農業・商工団体との協働による新たな製品・サービスの開発、
創業支援を行います。
○新規就農者対策や、農業・農村の６次産業化※4などの諸施策の実施により農業の活性化を推
進します。

Ⅳ　教育・文化　～学び合い交流する人づくりのまち～
　子どもから高齢者まで、誰もが学び活動し、伝統と文化を伝える機会・場所づくりを支援し
ます。
○学校、家庭、地域が連携して、子どもたちが自立してたくましく生きていくための教育を推
進します。また、指導者を育成し青少年の健全育成と自主的な活動を支援します。
○市民による学び合いを支援し、特に環境や健康づくりについての学習を推進します。
○坂戸市の文化財を保存し、次世代へ継承するとともに、市民による文化・芸術活動を振興し
ます。

Ⅴ　都市基盤　～自然と調和した快適な都市機能を備えたまち～
　坂戸市の特徴である自然と都市的な環境の両立を図り、効率的に生活と産業の基盤を支えます。
○市街地の質の維持・向上を図るとともに、上水道の質の向上、生活・産業排水の処理を徹底
し、多くの市民が坂戸市の魅力としてあげている豊かな緑や河川の自然環境と共生するまち
づくりを、市民との協働により推進します。
○歩道の整備やバリアフリー※5化など高齢者・子ども・障害者にとって安全なまちづくりに努
め、地域における市民の移動の手段を確保することにより、生活の利便性を高めます。
○社会資本について、長期的視点からコストと優先順位を明確化して計画的に維持管理・修繕、
更新、再編及び新規整備を行います。東日本大震災の経験と教訓をいかし、社会資本への市
民ニーズの変化や法律・制度・計画の見直しに的確に対応します。
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戦略プロジェクト・施策の実施について
　坂戸市では、市民参加条例を制定して市民参加（市政に市民の意見及び情報を反映させるた
め、市の施策を策定するに当たり、市民が様々な形で参加すること）を推進するため、審議会
をはじめ、まちづくり市民会議、市民コメント、フォーラムの方法で、施策の企画立案から意
思決定に至るまでの過程における、適切な時期に市民参加を求めています。
　また、協働を「パートナーと、地域や社会の共通の課題解決や目的の実現に向けて、お互い
の役割を明確にし、それぞれの特性をいかして、連携・協力を行うこと」と定めて推進してい
ます。住民自治組織である区・自治会とは役割を明確にして、協定により協働・支援すること
としています。
　戦略プロジェクト・施策の実施に当たっても、その性質に応じて、適切な市民参加を図り、
最も効果的に目的を実現できるパートナーと協働して推進するものとします。さらに、市は、
家庭や区・自治会等とも役割分担を適切に行い、最も効果的に役割が果たせるような主体が自
主的、自立的に各事業を担えるようにプロジェクトを組み立て実施します。
　また、戦略プロジェクト・施策は、地域の実情にあったものとし、その実施に当たっては、
地域が自ら取り組めるように、地域コミュニティの強化を同時に進めます。戦略プロジェク
ト・施策は、参加と協働、地域コミュニティの強化を両輪として実施します。

参
加
と
協
働

戦略プロジェクト・
施策の実施

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
強
化
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※1 市土………………市域の土地。国土、県土と対応させて市土と呼ぶ。

　土地利用構想は、坂戸市の均衡ある発展と秩序ある効果的な土地利用を図るため、基本方向
を示すものです。

Ⅰ　土地利用の基本理念
　市土※1は、現在及び将来における市民のための限られた資源であり、生活及び生産を通じた
諸活動の共通の基盤です。
　土地の利用は、公共の福祉優先の原則に立ちながら、地域の自然的、社会的、経済的及び文
化的条件に配慮しつつ、市民生活の質の向上を目指し、「環境との共生」「ゆとりと潤いの創
出」「都市の安定成長」という基本理念の基に、市の均衡ある発展を図るため、総合的かつ計
画的に行います。

Ⅱ　土地利用の目標
　豊かな自然と共生しながら、活力とにぎわいを持った都市として発展・成熟していくために、
将来目指すべき都市の骨格である「都市構造」と土地利用を示す「土地利用の基本方向」に区
分します。

１　都市構造
市街地
　既存の市街地は、過度の密集化を防ぐとともに、ゆとりの創出に努め、適切な利用の促進、
良好な都市環境の維持・向上に取り組みます。
　新たな市街地や既存市街地の開発・整備については、地域の状況に見合った手法により進め
るものとし、高齢者や障害者等に配慮し、安全性・快適性に優れた良好な都市環境の形成に努
めます。

都市内連携軸
　広域幹線道路網の整備を促進し、それと連携した市内の市街地間を結ぶ幹線道路を整備し、
市内外の交通の利便性の向上に努め、市街地間のネットワークを強化します。

水辺のレクリエーション軸
　坂戸市の特徴である高麗川・越辺川をはじめとする河川の流域を、市民の憩いの場、レクリ
エーションの場として、自然環境の保全に配慮しながら活用を進めます。

２　土地利用の基本方向
住宅系
　住宅地については、生活環境の維持・向上を図り、自然との調和や緑の創出、空間的なゆと
りの確保に努めます。

1

1

2

3

第４章　土地利用構想
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商業系、工業・流通系
　市民生活を支え、坂戸市発展の礎となる商工業については、既存商工業の活性化を図るとと
もに、活気とにぎわいのある新たな都市空間の創出や戦略的な企業誘致に努めるなど、その発
展のための施策を展開し、新たな産業・雇用の創出を図ります。

【開発推進地区】
○関越自動車道坂戸西スマートインターチェンジ周辺地域については、インターチェンジの開
設により高まる交通の優位性をいかし、工業・流通などの土地利用を積極的に推進します。
○首都圏中央連絡自動車道坂戸インターチェンジ周辺地域については、自然環境との共存に配
慮しつつ、広域高速道路網の優位性をいかし、工業・流通など産業振興に資する土地利用を
推進します。
○国道407号西側の片柳地区周辺については、既存商業地と連動し、交通の優位性をいかした
新たな商業・流通機能の集積など、活気とにぎわいのある有効な都市空間の創出を目指します。

2

第６次坂戸市総合振興計画 37



3

4

5

農業系
　優良な農地の保全を図るとともに、その他の農地についても農地利用の確保・促進に努めま
す。また、開発推進地区については、地域農業との調和を図りながら、周辺農地の効率的な利
用を促進します。

森　林
　積極的な森林保全に努め、適正な管理により市民の憩いの場、自然とのふれあいの場として
の活用を進めます。

河　川
　河川改修を促進し、水害防止と利水機能の向上を図り、水質の保全に努めます。河川敷等の
緑地については保全を図り、水と緑がつながる市民の憩いの場として整備を進めます。

未利用地等の土地利用
　その他の未利用または低利用地については、地域の意向を反映し、社会の変動に対応する有
効な土地利用を図ります。

【開発検討地区】
○四日市場・多和目地区については、大学や民間企業と協働しつつ、農をいかした環境・健
康・観光の拠点として、自然と調和した土地利用を検討します。
○森戸地区については、広域幹線道路計画や集積する文教拠点との連携を視野に入れ、良好な
田園風景など自然環境をいかした土地利用を検討します。
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