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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

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

計画の構成と期間

　坂戸市では、これまで昭和46（1971）年６月に第１次総合振興計画を策定以来、
今日まで、第６次まで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。
　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ることとなりました。
　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。
　平成29年４月 坂戸市長　石 川  清　

　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。
　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。

総合振興計画策定の趣旨



第６次坂戸市総合振興計画 3

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

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～

序論
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基 本 理 念

将来都市像

　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。

　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。

基　本　構　想
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戦略プロジェクト（将来都市像実現目標）

施策の基本方向（まちづくりの目標）

　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
２　地域福祉の推進
３　防災・減災※3、危機管理の徹底

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
２　市民との協働による環境問題への取り組みの推進
３　協働による質の高いまちづくりの推進
４　地域公共交通の充実
５　公共施設管理・社会資本マネジメントの実施

Ⅲ　躍動のまちプロジェクト
１　市民交流の活性化
２　市内産業の活性化、新たな企業の誘致
３　市民による学び合いの促進
４　シティプロモーション※2の展開

　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。

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。

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。

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。

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。
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土地利用構想
　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。
　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。

１　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。
２　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。
３　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。
４　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。
５　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。
６　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。
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後期基本計画（平成29年度～平成33年度）
１　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。

１－１　地域コミュニティ　～みんなが地域で支え合うまちにします～
１．地域コミュニティ活動の推進
地域コミュニティ組織の自立・活性化のための各種事業を推進するとともに、コミュニティ活動の
施設整備を進めます。

２．ネットワークづくり
地域コミュニティの充実・活性化のため、住民自治組織相互の交流を促進するとともに、住民自治
組織と市民活動団体との協働関係を構築するための支援を行います。

１－２　市民活動　～みんなが行動し手をつないで歩むまちにします～
１．市民活動の活性化
市民活動を活性化し、自立性の高い地域社会を創造します。

２．活動団体との協働
活動団体との協働体制を強化し、市民サービスの向上を図ります。

１－３　住宅（団）地対応　～みんなが地域を次世代につなぐまちにします～
１．住宅（団）地対策
人口減少や高齢化の進展に伴い、特有の課題が発生して対応が必要な住宅（団）地と、そこに求め
られる支援や担い手を特定し、地域の活性化を図ります。

２．住宅（団）地の連携
同様な課題に取り組む自治体や多様な主体と連携し、協働により諸課題の解決に向けて支援・情報
提供を行います。

１－４　行政経営　～質の高い効率的な行政経営のまちにします～
１．行政改革の推進
平成24年度を初年度とする「第５次行政改革大綱」に基づき、財源、人材等の重点化を図り、行
政改革の流れを更に加速させて、自主性・自立性の高い行財政運営を推進します。

２．民間活力の導入
市民サービスの向上や行政運営の効率化を図るため、公共性の確保に留意しながら、民間への業務
委託や指定管理者制度の導入を進めるとともに、ＰＰＰ／ＰＦＩ※5の導入による民間資金や技術の活
用について検討を行います。

３．組織力の向上
優れた政策立案能力や専門的な知識、技術を持つ職員を育成するとともに、能力・業績に基づく人
事評価を実施し、適材適所への人員配置を図り、多種多様化する市民ニーズに的確に対応する適切
な組織編成と柔軟な組織運営を図ります。

４．行政の情報化
ＩＣＴ※6を活用したシステム整備を行うことにより、市民サービスの向上や行政運営の効率化、コ
スト削減を図ります。

５．シティプロモーション※2の推進
坂戸市の魅力を市民や企業等と協働して発信することで認知度を高めるとともに、若者世代に対し、
住み心地の良さを広くアピールして定住意識を醸成します。
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１－５　公共施設等管理　～安全で快適な公共施設・インフラ※4のまちにします～
１．公共施設・インフラの維持管理
将来需要を予測した長期的視点から、更新等のコストを削減・平準化するための公共施設等の長寿
命化、更新、統廃合等の具体的な計画を策定・実施します。
また、公共施設等における耐震化、再生可能エネルギー※7の活用による省エネルギーを進めます。

１－６　市民参加　～みんなが市政に参加するまちにします～
１．市民参加の機会拡大に向けた取組
「市民参加条例」に基づき、市民がまちづくりの主役として積極的に市政に参加し、市民の意向が
市政に反映されるよう市民コメントの実施や審議会等に公募の委員を活用します。また、市民会議
の設置などを通して政策形成過程からその評価・見直しまで市民の参画・協働体制の充実を図ります。

２．市民参加を可能にする情報発信の充実
市民の市政についての理解とまちづくりに対する参加意識を高めるとともに、幅広い市民意向を把
握し、市民の意見をまちづくりに反映するよう広報広聴の充実を図ります。また、プライバシーの
適正な保護を図りながら、広く市民に対する市政情報の公開を行い、開かれた行政を推進します。

１－７　男女共同参画　～男女がともにあらゆる分野に参画できるまちにします～
１．男女共同参画の意識づくり
男女が互いに人権を尊重し、固定的な性別役割分担が解消されるよう推進を図るとともに、健全な
社会生活を送るための支援をします。

２．市民とともにつくる男女共同参画のまちづくり
女性も男性もそれぞれの個性を生かした生き方を選択でき、家庭、学校、地域、職場などにおいて、
平等に参画することを推進します。

１－８　産・学・官連携　～企業・学校・行政が連携するまちにします～
１．産・学・官連携、異業種交流などを通じた人や情報のネットワークづくり
連携可能な事業や連携することのメリットなどの情報を共有し、更なる連携に努めます。

２．連携による事業の推進
市の一体感を創出し、特色のある魅力的なまちづくりを推進するため、産・学・官の連携による事
業を展開します。

３．連携による地域課題への対応
高度な知的・人的資源の活用により、地域課題の克服に努め、個性豊かな地域社会の創造を目指し
ます。

１－９　都市連携　～さまざまな都市との連携を推進するまちにします～
１．広域的な連携の強化
情報化の進展や市民の日常生活圏域の拡大などに対応するため、他の自治体との連携により、市民
サービスの拡充や行政の効率化に取り組みます。

２．都市交流の推進
地域の特性を生かした国内の都市交流を通して、豊かで活力ある地域づくりを推進します。
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１－10　財政運営　～健全な財政のまちにします～
１．計画財政の推進

自治体経営を堅実なものとするため、適正な運営方針に基づく計画的な財政運営を行います。
２．財源の安定確保
各種施策を着実に実施するため、自主財源の安定的な確保及び依存財源の有効活用を図ります。

３．効率的な財政運営
限られた財源を活用し最大の成果を上げるため、効率的な財政運営を行います。

１－11　平和・国際交流　～みんなが平和を尊重し国際交流を行うまちにします～
１．平和行政の推進
平和都市宣言※8の趣旨に基づき、市民の平和に対する意識を啓発・醸成するための諸事業を推進し
ます。

２．国際交流の促進
外国籍市民や地域住民にとって暮らしやすい地域づくりとなる国際交流を促進します。

１－12　人権　～みんなが平等な意識を育て、人権を尊重するまちにします～
１．人権教育・啓発推進と生活環境の改善
女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題※9、外国人及びそのほかの様々な人権問題に対し人権教
育・啓発の推進と生活環境の改善を図ります。

２．相談事業の推進
女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人及びそのほかの様々な人権問題に対し、各種相
談体制を整備します。
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２　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。

２－１　健康づくり　～みんなで日本一健康なまちにします～
１．健康意識の醸成
健康寿命の延伸を図るためには、健康に対する市民一人一人の意識とそれに伴う行動変容が必要で
す。そのために、様々な方法で健康への関心を持つための機会を提供し、健康意識の醸成につなげ
ます。

２．健康づくり環境の整備
健康づくりは、自分自身の意思で行わなくてはなりませんが、そのことを理解していても、継続す
ることが難しいといえます。そのため、行政活動はもとより、様々な地域資源※10と連携を図り、誰
でも気軽に自ら健康づくりを実践できるような社会的環境の整備を推進することで、市民自らの健
康づくりを後押しします。

３．地域における食育※11の推進
食は、生きていくために日々の生活の中で必ず接するものであり、健康づくりとも深い関連があり
ます。そのため、健康な心と身体を育む食育※11について、世代別に間断なく進めます。

２－２　地域保健　～誰もが健康で安心して暮らせるまちにします～
１．母子保健の推進
関係機関と連携し、母子保健事業を推進します。

２．成人保健の推進
関係機関の協力を得て、成人保健事業を推進します。

３．精神保健の推進
関係機関と連携し、精神保健事業を推進します。

４．感染症対策の推進
関係機関の協力を得て、感染症の予防と正しい知識の普及を行います。

５．医療体制の充実
地域医療関係諸団体の協力を得て、地域医療体制の確立を図ります。

２－３　子育て支援　～子どもの健やかな成長を地域みんなで応援し、安心して子育てができるまちにします～
１．多様なニーズに対応した子育て支援の充実
教育・保育のニーズに対して質的・量的に応えるために、学校教育・保育施設の提供体制の確保を
図るとともに、在宅で子育てをしている家庭も含め、全ての子育て家庭を対象とした保育サービス
の充実や、子育て家庭が抱える負担軽減のための環境づくり等、子どもの成長に応じた様々な子育
て支援策を推進します。

２．親子の健康支援と医療の確保
親子が健やかに安心して生活することができるよう、子どもの心身の健康づくりや子どもを生み育
てる両親等への支援を行うとともに、子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受
けられるよう、市内の小児医療の充実を図ります。

３．専門的な支援を必要とする子どもと家庭への支援
児童虐待の防止対策、障害児施策、ひとり親家庭等の専門的な支援を必要とする家庭に対して、関
係機関が緊密に連携してきめ細かな支援に努めます。

４．働く親が安心して子育てできる環境づくりの推進
男女がともに子育てをしながら働き続けられるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス※12）が取れた働き方ができる社会の実現を目指します。
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２－４　高齢者対策　～高齢者が地域でいきいき暮らせるまちにします～
１．生きがいづくりの支援

高齢者の知識や経験を生かした生きがいづくりを支援します。
２．高齢者福祉の充実
安心して暮らし続けることができるよう高齢者の在宅福祉を充実するとともに、地域福祉との連携
を図ります。

３．地域支援事業の充実
介護予防を推進するとともに、地域の実情に合わせた生活支援サービス等の充実を図り、高齢者が
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう体制整備に努めます。

４．介護保険の充実
高齢者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保
険の掲げる理念に基づいた、サービスの提供を推進します。

２－５　障害者福祉　～障害の有無にかかわらず、ともに豊かに生きるまちにします～
１．福祉サービスの充実
障害のある人が地域で安心して自立した生活を送れるよう、各種障害福祉サービスの充実を図ります。

２．保健・医療の充実
心身ともに健やかに暮らせるよう健康づくりを推進し、保健サービスの充実を図ります。

３．社会参加への支援
障害者が安全に外出し、自ら様々な活動を行うことができ、あらゆる機会に参加できる差別のない
まちづくりを進めます。

４．就労への支援
就労への意欲及び能力の向上並びに雇用の定着を図ります。また、雇用の場の確保に努めます。

５．療育・教育の充実
特性に応じた支援や支援に関わる関係者との連携を充実し、発達の段階に応じた継続的な支援を図
ります。

６．福祉のまちづくりの推進
安全に外出し、活動できるよう環境を整備するとともに、防災・防犯体制の整備に努めます。

２－６　地域福祉　～誰もが幸せに暮らせる支え合いのまちにします～
１．地域福祉計画の推進
地域福祉計画の基本理念である「みんなが主役　誰もが幸せに暮らせる　支え合いのまち　さか
ど」の実現を目指し、地域福祉計画の推進を図ります。

２．地域福祉活動への支援
全ての市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、民間団体等と連携し、地域福祉活動を支援
します。

３．地域福祉拠点施設の運営
地域福祉推進のため、地域福祉拠点施設を運営します。

４．社会福祉法人※13の認可と指導
社会福祉法人の設立認可等を行うとともに、適正な運営を図るため、法人運営などに対する助言及
び改善指導を行います。
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２－７　生活福祉　～生活の安定と自立を支援するまちにします～
１．生活保障の充実
憲法で定められている健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活に困窮する世帯に対し、
適正な生活保護を実施します。

２．自立の助長
生活に困窮する世帯に対し、きめ細かな相談、援助体制を充実させるとともに、関係機関との連携
を深め、その自立支援を行います。

２－８　市民相談　～多様な相談ができるまちにします～
１．市民相談の充実
市民の多種多様な相談事例に対し、適切な助言や情報の提供が図れるよう、各種相談業務を充実し
ます。また、相談件数や相談内容の動向を見極めながら、相談体制の一層の充実と改善を行います。

２－９　健康保険　～安心して医療を受けられるまちにします～
１．国民健康保険の安定運営
国民健康保険の安定した運営を図り、市民の健康保持増進に貢献します。

２－10　防災・減災※3　～災害に強いまちにします～
１．地域防災計画の推進
市民の生命・身体・財産を災害から保護するため、自助の取組による減災※3や予防対策を推進し、
災害時には市民、企業・事業所及び防災関係機関と連携した応急対策を迅速かつ的確に実施できる
よう、地域防災計画の各対策を推進します。

２．危機管理体制の整備
武力攻撃事態等が発生した場合に、市民を安全に避難させ救援していく重要な責務を果たすために、
危機管理体制を整備します。

２－11　防犯　～みんなで犯罪を防ぐまちにします～
１．防犯体制の充実
警察、市、地域、事業所、防犯協会、暴力排除推進協議会等の各種団体が一丸となって、安全で安
心のまちづくりを推進します。

２．防犯灯の整備
犯罪防止を目的に防犯灯の整備を推進します。

２－12　消防・救急　～みんなで災害ゼロの平和なまちにします～
１．消防体制の充実強化
消防施設及び資機材を計画的に整備し、消防体制を充実・強化します。

２．救急・救助体制の充実強化
救急隊員及び救助隊員の資質の向上と市民への救命講習の充実・強化を図ります。

３．火災予防対策
市民の生命、身体及び財産を火災から守るため、火災予防対策を促進します。特に高齢者、障害者
等に配慮した予防対策を促進します。

４．市民防火
市民の自衛意識を高め、生活の中で防火について考え、実践する活動を支援し、火災予防を促進し
ます。
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２－13　交通安全　～みんなで交通安全を推進するまちにします～
１．道路交通環境の整備

人命尊重の理念のもとに安全、円滑かつ快適な交通環境を実現することを目標に、道路交通を取り
巻く状況を考慮しながら、道路照明灯、道路反射鏡、視線誘導標等の交通安全施設を整備します。

２．交通安全対策の推進
交通事故のない、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、交通事故の特徴である「高齢
者の事故」「自転車の事故」「交差点の事故」の防止を重点課題とし、各種交通安全対策を関係機
関・団体が一体となって推進します。

３．放置自転車対策の推進
駅周辺における自転車の放置は、歩行者や自転車の通行の妨げになるとともに、都市景観を著しく
損なうため、放置自転車の解消を目指した諸施策を更に推進します。

２－14　消費生活　～消費者の暮らしが守られるまちにします～
１．消費者意識の高揚
消費生活や食品の安全・安心に関する情報の提供や啓発活動を行い、市民が健全な消費生活を営め
るよう、自立した消費者への支援を行います。

２．消費者保護の充実
消費者の権利と利益を守るため、相談体制を充実させるとともに、消費者団体等への支援を行います。
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３　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、市内に新たな活力と雇用を創造し、人と企業を市外から呼び込みます。

３－１　環境保全　～みんなが豊かな環境を次の世代につなぐまちにします～
１．総合的な環境保全の推進

持続可能で恵み豊かな環境を共有していくために、市民・事業者との連携を強化し、環境の保全に
関する各種施策を総合的かつ計画的に推進します。

２．環境にやさしいエネルギー利用の促進
省エネルギー・再生可能エネルギー※7機器の導入及び利用拡大に向けた情報提供や導入支援制度等
の充実を図り、電力の地産地消も意識した地球にやさしいエコタウン※14を推進します。

３．生活環境の向上
健康的で潤いのある市民生活の維持、向上のため、市民参加による環境衛生及び美化活動を推進し
ます。

４．公害防止の推進
未然防止対策及び公害監視体制を充実します。

３－２　廃棄物処理　～みんなでごみの減量と循環型社会※15を形成します～
１．市民・事業者との連携による取組の推進
市民・事業者・行政が適切に役割を分担し、連携による取組を進めます。

２．普及・啓発活動の充実
分かりやすい情報の提供に努め、情報の共有化を図りながら４Ｒの推進を図るなど、普及・啓発活
動の充実を図ります。

３．減量化及び効率的なリサイクルの推進
可能な限りごみの排出抑制・減量を推進するとともに、適正な分別に基づく資源化を図りながら、
効率的なリサイクルを行うための仕組みづくりを進めます。

４．安全で適正な処理システムの構築
環境負荷の少ない安全・安心な処理を進めるとともに、ごみ処理の広域化も視野に入れた適正な処
理システムの構築を目指します。

３－３　し尿処理　～みんなが快適に暮らせるまちにします～
１．処理施設の効率的な管理運営
し尿処理施設の効率的で安定した運営を行います。

２．合併処理浄化槽※16の普及促進
公共下水道の未整備区域における合併処理浄化槽※16の普及と適正な維持管理を進めます。

３－４　農業　～食と健康を届ける活力ある農業のまちにします～
１．元気な農業・農村づくりの推進
農業を支える多様な担い手を育成するとともに、経営規模の拡大に向けた農業経営の改善を支援し
元気な農業を推進します。また、農村の有する多面的機能が適切に維持されるための農村環境の保
全活動などを支援し元気な農村づくりを推進します。

２．もうかる農業の推進
坂戸市の立地条件を生かした観光農園など都市住民との交流型の農業経営を推進します。また、坂
戸市産農畜産物のブランド化※17、農業の６次産業化※18などによるもうかる農業を推進します。

３．安全・安心で環境にやさしい農業の推進
消費者の食の安全・安心へのニーズに対応するとともに、環境への負荷を軽減する農業生産を推進
します。
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４．市民の暮らしを支える農業の推進
坂戸市産農畜産物が市民へ安定的に供給されるよう地産地消を推進します。また、立地条件を生か
し、環境・商工業・教育・福祉など多様な分野と連携した商品開発など市民の暮らしを支える農業
を推進します。

５．農業の多面的な機能を発揮した地域振興の推進
教育研究機関などと連携した農業体験により食や農業に対する理解を促進し、農業体験を通じた子
どもの教育、市民の農業活動への参加による健康づくりなど、農を活用した地域振興の取組を推進
します。

３－５　商工業　～商工業者と消費者がともに支え合い、持続的に発展するまちにします～
１．商工業ビジョンの策定・推進
商工業発展のため、商業団体や商工業者・消費者・学識経験者等による審議のもと、策定した商工
業ビジョンに基づく事業を推進します。

２．意欲的な商業者への支援
時代の要求に応えようという意欲的な商店街及びその構成員である個店の取組に対して支援を行う
ことで、持続可能なビジネスモデル※19の確立を促し、もって高齢社会に対応可能な地域商業力の再
生を図ります。

３．中小企業の振興
地域を支える要である中小企業者の経営安定化を図ります。また、独自性の高い製品・サービスの
開発に積極的な事業者を支援することで、個々の魅力増加と商工業振興を図ります。

３－６　企業誘致・育成　～活力ある企業が集積する魅力あるまちにします～
１．企業誘致・育成
商工業ビジョンに基づき、新たな用地に企業誘致等を推進し、異業種交流を通して企業の育成を図
ります。

３－７　雇用・労働　～労働環境の向上と雇用対策の充実したまちにします～
１．雇用の促進
公共職業安定所等の関係機関と連携し、就業に関する情報提供を行うとともに、若年・高齢者・障
害者の雇用の促進及び男女均等な労働環境づくりの啓発に努めます。

２．職業能力の向上
国、県等の関係機関と連携し、若年未就職者や女性再就職者、中高年求職者に対し、職業能力の向
上を図るためのセミナーや職業訓練の情報提供を行います。

３．勤労者福祉の向上
勤労者の住宅取得を支援するため、貸付制度の充実を図るとともに、中小企業の勤労者の福利厚生
の向上を図るため、ワークプラザの支援に努めます。また、労働相談等についても関係機関と連携
を図ります。

３－８　観光　～人が訪れ交流するまちにします～
１．観光の推進
魅力ある観光のまちづくりを進めていくため、行政、市民、事業者等がそれぞれの役割と責任を十
分認識し、互いに連携を図りながら「人が訪れ交流するまち」を実現します。
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４　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。

４－１　学校教育　～子どもの生きる力を育むまちにします～
１．教育内容の充実
「確かな学力」「健康・体力」「豊かな人間性」を基盤とする「生きる力」を育む教育を充実します。

２．教育環境の整備
安心して学習、学校生活が送れるよう、より良い教育環境の整備に努めます。

３．教育の機会均等の確保
教育の機会均等、有能な人材の育成等を図るため、幼稚園、小中学校、高等学校、大学及び専修学
校への入学または就学に係る費用等を負担する保護者に援助します。

４－２　社会教育　～ともに学び合い、心豊かな人を育むまちにします～
１．生涯学習社会の構築
市民自ら適切な学習機会を選択し、自主的な学習ができるよう、学習情報の収集・提供及び学習相
談体制の整備を図り、学習成果を生かした生涯学習によるまちづくりを推進します。

２．社会教育の充実
社会教育施設の整備・充実を図るとともに、学校教育との連携を強化し、学びの機会を拡充します。

３．公民館等の充実
市民の学習ニーズに即した公民館等事業を推進するとともに、クラブ、サークル等の支援・育成を
行います。

４．図書館の充実
社会の様々な変化に伴い高度化及び多様化する市民の学習要求や課題解決に適切に対応するため、
図書館の充実を図ります。

４－３　青少年の健全育成　～みんなで若者を健やかに育てるまちにします～
１．健全育成活動の充実
健全育成体制を充実させ、市民と協働して地域環境づくりを推進します。

２．健全な家庭づくりの推進
健全な家庭づくりを推進するための啓発活動を行います。

３．青少年活動の充実
青少年活動の充実を図り、青少年の地域活動への参加を促進します。

４－４　文化の振興・保護　～文化を創り伝えるまちにします～
１．文化活動の振興
文化施設を拠点とし、芸術文化催事の提供や文化団体の支援など、各種文化事業を文化団体等との
連携により促進します。

２．文化財の保護
文化財の調査・保存に努め、活用と市民への公開を推進するとともに、郷土に培われた歴史・文化
を保護します。

４－５　スポーツ・レクリエーション　～みんながスポーツに親しむまちにします～
１．スポーツ・レクリエーション活動の充実・支援
生涯スポーツ社会の実現に向け、スポーツ教室・大会等を充実し、スポーツ・レクリエーション団
体及び指導者を育成するとともに、施設や団体等の情報提供体制を整備します。

２．施設の整備・充実・活用
市民総合運動公園等の社会体育施設の整備・充実はもとより、学校・公民館等の体育施設の有効活
用並びに障害者にやさしい施設の整備・充実及び効率的な利用を促進します。
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５　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。

５－１　土地利用　～適正な土地利用により活力あるたくましいまちにします～
１．計画的な土地利用の推進

都市計画マスタープランなどの諸計画と整合し、地域の特性に応じた計画的かつ適正な土地利用を
誘導します。

５－２　市街地整備　～みんなでつくり住みやすいまちにします～
１．面的な市街地整備
面的整備により都市機能の充実を図るとともに、ユニバーサルデザイン※20等に配慮し、より良好
な市街地の形成に努めます。

２．良好な住環境整備
住環境の改善のため、適切な道路整備等を行うことにより、良好な市街地の形成を推進します。

３．坂戸駅周辺地区の整備
中心市街地の拠点性を高めるため、坂戸駅周辺整備に取り組みます。

４．市民主体のまちづくり
まちづくりの計画策定に当たっては、市民参加を図り、市民主体のまちづくりを推進します。

５－３　住宅環境　～安全で安心して住むことができるまちにします～
１．空き家等対策の推進
空家等対策の推進に関する特別措置法及び空き家等の適正管理に関する条例に基づき、空き家等対
策を推進します。また、空き家を有効活用できる仕組みや子育て支援策と連動した取組を推進します。

２．安全な住宅環境の促進
住宅等の耐震化を促進します。

３．市営住宅の運営・管理
市営住宅の効率的な運営・管理を推進します。

５－４　公園・緑地　～やすらぎのある公園と緑と花のあるまちにします～
１．公園の整備・管理
公園の利用者の変化と多様化する市民ニーズに応えるため、市民と協働し、身近で特色のある公園
づくりを進めるとともに、公園管理を充実します。

２．緑地の保全
樹林や樹木の所有者と連携を図り、緑地の整備・保全を進めるとともに、河川敷などの特色ある景
観を有効利用します。

３．緑化の推進
公共施設の緑化を推進し民有地の緑化を促すとともに、花いっぱいのまちづくりを推進します。

４．自然環境と共生する都市づくり
人と自然が共生する環境への負荷が少ない都市づくりを目指します。
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５－５　河川　～安全で親しめる川のあるまちにします～
１．治水対策

一級河川※21の改修、葛川放水路の整備、護岸の暫定整備から本整備への移行及び合流部における
内水排水機場設置を促進するとともに、準用河川※22の整備を進め、都市化に対応した治水安全度の
向上を図ります。

２．良好な水辺空間の創出
自然と調和のとれた河川空間の環境整備及び有効利用を、河川管理者との協議により順次計画的に
進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。

５－６　道路・橋りょう　～安全で人にやさしい道づくりをします～
１．幹線道路の整備
坂戸東川越線をはじめとする幹線道路の整備を推進し、市街地整備形成や道路交通の円滑化を図り
ます。

２．生活道路の整備
市民生活の利便性と安全性を配慮した生活道路の整備を推進します。

３．道路環境の整備
道路の緑化を推進するとともに、障害者、高齢者など、全ての人に利用しやすい道路ネットワーク
及びユニバーサルデザイン※20を推進します。
また、道路パトロール等による市道の維持管理及び道路案内標識の充実を図ります。

４．橋りょうの整備
道路整備や飯盛川改修事業等の進捗状況を勘案しつつ、橋りょうの新設や架け替えを推進するとと
もに、維持管理に努めます。

５－７　上水道　～安全な水道水が安定して使えるまちにします～
１．安心・快適な給水確保
水道水質の悪化を防止するなど、安心で快適な給水の確保を目指します。

２．施設の効率的運用と災害対策の充実
いつでも安心して水道水が供給できる堅牢な水道システムを効率的に再構築します。

３．水道技術の継承や運営基盤の強化
水道事業が将来にわたって持続可能なものとするため、運営基盤の強化を図ります。

４．環境対策の強化
地球環境への負荷を低減した事業経営を行います。

５－８　下水道　～水資源が循環し自然と共生するまちにします～
１．汚水処理
公共下水道全体計画に基づき施設整備を進めるとともに、水洗化の促進を図り、快適な生活環境の
確保や公共用水域の水質保全を図ります。

２．雨水処理
局地的な集中豪雨など温暖化に伴う浸水被害が多発しており、市街地の雨水排水体系の整備及び管
理体制強化を図り、効率的な雨水排除を促進します。

３．効率的な運営
公営企業である下水道事業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に的確に取り組むために
公営企業会計の適用を進めています。（平成32年度から適用）
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５－９　公共交通　～交通の利便性が高いまちにします～
１．鉄道輸送環境の充実
鉄道については、国・県・鉄道事業者と連携を図りながら、快適な通勤・通学等、市民の利便性を
向上するため、輸送の安全性、輸送力の増強及び駅周辺整備を推進します。

２．バス交通の充実
バス輸送の充実を図るため、事業者と連携し既設路線の確保や路線網の整備を進めるとともに、市
民ニーズに沿った更なる利便性の向上を図ります。

５－10　火葬場・墓地　～安心して火葬場・墓地が利用できるまちにします～
１．組合加入の推進
火葬場については、広域静苑組合※23への加入を推進します。

２．墓地環境の整備
市民生活に配慮した墓地等の適正指導に努めます。

※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。
※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 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。
※５ ＰＰＰ／ＰＦＩ……………ＰＰＰ（Public Private Partnership）は、公共サービスに市場メカニズムを導入することを旨に、サー

ビスの属性に応じて民間委託、ＰＦＩ、独立行政法人化、民営化等の方策を通じて、公共サービスの効率化
を図ることをいう。ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共サービス（公共施設の建設、維持管
理、運営等）に民間の資金、経営能力及び技術的能力を導入し、国や地方公共団体が直接実施するよりも効
率的かつ効果的に公共サービスを提供する手法。

※６ ＩＣＴ………………………Information and Communication Technologyの略。情報・通信に関する技術の総称。
※７ 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。
※８ 平和都市宣言………………坂戸市が昭和61年９月１日に行った坂戸市平和都市宣言。
※９ 同和問題……………………同和地区（被差別部落）出身であるというだけで、不当に差別され、社会的な不利益を受けている問題。
※10 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。
※11 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。
※12 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。

※13 社会福祉法人………………社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めにより設立された法人。
※14 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。
※15 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。
※16 合併処理浄化槽……………し尿と併せて雑排水（生活系の汚水）を処理する設備で、現行の法律で浄化槽と定められているもの。
※17 ブランド化…………………製品や産品などの銘柄が独自の価値を持つようにさせること。
※18 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。
※19 ビジネスモデル……………利益を生み出す製品やサービスに関する事業戦略と収益構造。
※20 ユニバーサルデザイン……文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施

設・製品・情報の設計。
※21 一級河川……………………国土保全や国民経済上、特別に重要な水系の中で、政令で区間を示して指定された国が管理する河川。
※22 準用河川……………………一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川。
※23 広域静苑組合………………越生町、毛呂山町、鶴ヶ島市及び鳩山町（４市町）が構成市町である火葬場を共同で運営する一部事務組合。

【問合せ先】
坂戸市　総合政策部　政策企画課
〒350-0292　埼玉県坂戸市千代田１－１－１
☎049-283-1331　FAX 049-282-0039
ホームページ URL：http://www.city.sakado.lg.jp

第６次坂戸市総合振興計画ダイジェス
ト版は広報さかど特集号として発行し
ました。 平成29年４月１日発行



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

市の木　サクラ 市の花　サツキ

市　　章

シンボルマーク

環境にやさしいベジタブルインクを
使用しています。

再生紙を使用しています。


