
H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

新卒居住者数 20人 ― ―

入居人数 20部屋40人 ― ―

地域貢献活動日数 400日（1人10日） ― ―

HPサイト訪問者数 800,000人／年 831,391人／年 100%

データの蓄積、分析、施策への反映 施策への反映 データストック 50%

ｲﾍﾞﾝﾄ参加者 100人/年 117人 100%

担い手育成塾生 3名 １ 33%

参入企業数 1社 0 0%

研修会開催 年3回以上開催 年3回開催 100%

就職面接会 2回 1回 50%

就職者 20名 9名 45%

坂戸市民の就職者 10名 1名 10%

就職者（坂戸市民） 580名 458名 78%

内職斡旋 200名 90名 45%

坂戸市総合戦略　個別事業の実施概要

　　（A)、（B)及び（D)の指標の欄は総合戦略からの転記項目

研修会を3回開催した。
第1回:平成31年1月10日(木)
11社(13名)参加
第2回:平成31年1月11日(金)午前の部
8社(8名)参加
第3回:平成31年1月11日(金)午後の部
7社(9名)参加

A研修会年3回開催

商工労政課

9 労働相談事業 H19

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

・坂戸市ふるさとハローワーク
相談件数8,596件
・坂戸市内職相談室
相談件数351件

・坂戸市ふるさとハローワーク（平日月
曜日から金曜日：午前10時から午後5時
まで）

・坂戸市内職相談室（平日毎週火曜日、
金曜日：午前10時から午後4時まで（正
午から午後1時までを除く））

C 市民の雇用促進を図るため、個別企業の面接会の開催等新た
な取組みを検討する必要がある。

商工労政課

8 若年者就職支援事業 H17

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

・若者就職面接会
平成30年10月9日(火)
ウェスタ川越
求職者65名、求人事業者34社、就職者9
名（内市内の就職者1名）

・年度2回の若者就職面接会を実施する C

（参加者増、就職者増といった指標達成のため、どのような取組
が必要、有効かといった視点で考えを記入）
面接会への参加者を増やすには、就職をしようとしている方へ
面接会をＰＲし参加を呼び掛けていくことが必要となる。就職者
数を増やすためには、雇用を確保し市内の方を雇ってもらえるよ
うに企業へ働き掛けていくことが必要となるのではないかと考え
る。

広報広聴課

7
若者等の職場定着支
援事業

H27

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

事業参加者からは、好評を得ているが参加者数が伸び悩んで
いる。開催内容や開催回数を検討したい。

商工労政課

3
シティプロモーション
推進事業

H24

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

・坂戸のまち散歩まっぷ「いいね さかど」
の市外イベントでの配布
「さかろん」を活用した市のPR
・フィルムコミッションの立ち上げ

・坂戸のまち散歩まっぷ「いいね さかど」
の発行
・テレビ埼玉データ放送サービス使用
・イメージキャラクター「さかろん」を活用
した市のPR

A

　近年、スマートフォンでのインターネット利用がパソコンを上回
るほど普及し、どこにいても手軽に欲しい情報が入手できように
なったが、多種多様の溢れる情報の中から、本市の情報を多く
の人に届ける必要がある。事業の効果が即効性のものではなく
確認しづらいが、本市の魅力を様々な情報媒体を活用して情報
発信を行い、引き続き知名度向上に努める。

・レインボー協議会が主催する婚活イベ
ントの情報提供及び参加を希望する市
民への支援。
・少子化対策として埼玉県が主体となっ
て実施する(仮称）SAITAMA出会いｻﾎﾟｰ
ﾄｾﾝﾀｰのｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰを設置し、埼玉新
聞社の協力により運営をする。

・少子化対策として埼玉県が主体となっ
て実施するSAITAMA出会いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
のｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰとして坂戸市婚活支援セ
ンターを文化施設オルモに設置し、埼玉
新聞社に運営委託した。
・12月22日に文化施設オルモにてｸﾘｽﾏ
ｽ婚活を開催。
　参加者69名
・3月31日に文化施設オルモにて婚活ｲ
ﾍﾞﾝﾄ「恋たま×よしもと」を開催。
　参加者48名

A 政策企画課婚活支援 H27

政策企画課

2 団地活性化推進事業 ―

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

― ― D
　個別の補助事業は国の地方創生交付金の原則対象外となり、
市の単独では費用対効果が期待できないことから、事業化を中
断・保留した。

政策企画課

1
大学等新卒者居住支
援事業

―

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

― ― D
　個別の補助事業は国の地方創生交付金の原則対象外となり、
市の単独では費用対効果が期待できないことから、事業化を中
断・保留した。

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

・各イベントの申込者数は定員数を超えており、婚活に対する関
心が高いものと感じられる。
・婚活支援センターの女性の利用状況が男性と比較して低いた
め、女性利用登録者の拡大に向けてPRを図る必要がある。

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

5

担い手育成塾の卒業生に対して、農業
次世代人材投資資金（計画時の名称：
青年就農給付金）を交付した。

担い手育成塾の継続実施
取組内容 企業参入支援 農業次世代人
材投資資金の交付

C
　埼玉県立農業大学校が、鶴ヶ島市から熊谷市に移転して以
降、地理的な関係性が薄くなり、就農相談も減少傾向にある。
　大学校の相談会など、生徒と接触する機会を捉え、本市の存
在をPRしていく必要がある。

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

子育て支援課4
子育て世帯意識調査
実施事業

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

年間を通して、子育て支援課で手続きを
行う転出入者にアンケート調査を実施
し、転出者105件、転入者77件の回答が
あった。

継続して定住意識や子育て支援策に対
する意識調査を実施するとともに、結果
の分析に基づき施策に反映させる。
（データのストック）

C ストックしたデータを分析し、どのように課題の解決や施策に反
映させていくかが課題である。

資料８【評価】

Ａ 順調 Ｂ 概ね計画どおり Ｃ 遅れ Ｄ 中断・廃止 Ｅ その他
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

助成件数 100件 56件 56%

助成金額 700万円 348万円 50%

出生数 750人/年 600人/年 80%

未熟児養育医療受給者数 29人/年(維持) 29人／年 100%

健康教育参加者 1,700人／年 1,517人／年 89%

乳幼児健診受診率（平均）
 95.0% 93.60% 99%

乳幼児健康相談事業利用者数総計
2,500人／年 3,806人／年 100%

モバイルサイト登録者数 1,500人 2,938人 100%

妊娠届出時のアンケー
ト実施率・回収率

100% 100％ 100%

支給対象者中の転入者数 制度設計時に設定 ― ―

支給件数 184,184件 176,670件 96%

支給額 326,830千円 307,603千円 94%

一件当たり支給額 1,700円 1,741円 97%

こども医療費支給事
業

H27

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

支給額307,603,913円
支給件数176,670件

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

B

20
ファミリー・サポート・
センター運営事業

H12

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

平成30年度末現在会員数は以下のとお
り。
利用会員289人
協力会員67人
両方会員8人
計364人
広報誌・ホームページ等により周知を実
施。

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰを開設し、子育ての
相互援助を活動を行う。また、事業周知
を図る。
更なる事業充実のため、業務委託によ
る運営を継続。

C
利用会員に対し協力会員が不足しているため、協力会員登録に
必要な研修会回数を増やす等、協力会員確保の強化を図って
いる。

会員数
維持・拡大
（499人）

364 73%

子育て支援課

子育て支援課

市民健康センター15 乳幼児健康相談事業 S54

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

乳幼児健康相談事業利用者数総計：
3,806人

市民のニーズにそった相談が行えるよう
事業内容を適宜検討し、見直しを行う。 A

発達相談対象者は年々増加しており、発達検査を行う臨床心理
士の相談回数を増やして対応したが、利用人数には限りがあ
り、状況により待期期間が数か月となる場合がある。親子が待
期期間を不安なく過ごすことができるよう、専門医による相談回
数や作業療法士による教室の回数などの検討を行っていく。

市民健康センター

市民健康センター
子育て支援課

市民健康センター

14 乳幼児健診事業 S54

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

乳幼児健診受診率（平均）
93.6％

関係課（子育て支援課、学校教育課、市
民課等）と連携し、乳幼児健診の未受診
者について、状況把握に努める。

B
健診未受診者への訪問で児の確認が取れなかった場合は関係
機関と連携し状況の把握をすることが出来ている。引き続き関
係機関と連携し、児の状況把握に努める。

市民健康センター

13 乳幼児健康教育事業 S54

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

健康教育事業参加人数総数
計：1,517人

各教室の内容について、適宜見直しを
行い、市民のニーズにそった事業を展
開。
アンケート結果を踏まえ、講話内容等を
検討する。

B
各教室のアンケート結果を踏まえて、講義内容等の見直しを
行った。引き続き参加者のニーズ把握に努め、実施形態及び内
容の検討を行っていく。

市民健康センター

12
未熟児養育医療給付
事業

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

未熟児養育医療受給者数
29人／年

医療を必要とする未熟児に医療給付を
行うとともに、必要に応じて保健師によ
る保健相談を行う。

A 継続して医療を必要とする未熟児に医療給付を行い、保健師に
よる保健相談を行うことが必要である。

市民健康センター

10 不妊治療費助成事業 H28

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

平成29年4月1日から「坂戸市早期不妊
検査費助成事業」を開始した。申請（助
成）件数　18件
「坂戸市不妊治療費助成事業」申請（助
成）件数　38件（内早期不妊治療費　5
件）

事業を継続しつつ、事業実績及び県の
助成制度の動向を注視し、事業の見直
し等を検討。
不育症検査費助成制度の創設

C

経済的負担を軽減し、夫婦の望むタイミングに不妊治療等を受
けやすくすることで、不妊治療等から妊娠・出産・子育てに至る
切れ目のない支援をより充実させるため、平成29年度から埼玉
県不妊治療費助成事業の支給決定を受けている夫婦に対し、
治療費の補助を拡充するとともに、夫婦ともに受けた早期不妊
検査費の補助を開始した。概ね計画通り実施しているが、更な
る事業の充実を図るため、令和元年度から開始する不育症検査
費助成制度の創設に向け、準備を行った。

市民課

・出生された６００人の世帯に商品券を
交付した。
・オリジナル届書を作成するとともに、記
念撮影用のパネルを作成した。

・市の住民基本台帳に出生により記録さ
れた子の世帯主に対して、3,000円分の
地域消費型商品券を交付する。

B 商品券の交付以外の祝意の表し方について検討する必要があ
る。11

出生世帯向け商品券
交付事業

H27

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

モバイルサイト運用
登録者数2,938人

モバイルサイト運用 A アンケートにおいて、操作性の向上を望む意見があり、アプリ化
を導入することにより、これを解消したい。16

予防接種情報提供
サービス事業

Ｈ27

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

増加する医療費への対応として、子どもの怪我や病気の予防に
係る普及啓発やジェネリック医薬品、小児救急電話などの利用
で適正受診に努めていただくよう広報等を通じてご協力をお願
いしている。また、ジェネリック医薬品の普及啓発のため、健康
保険証やお薬手帳に直接貼れる「ジェネリック医薬品を希望する
旨のシール」を配布し、普及啓発を図っている。今後も継続して
取り組む必要がある。

17
妊娠・出産包括的支
援事業

H29

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

産後ケア事業を2か所の助産施設に委
託して開始した。
旧医師会事務局を改修し、市民健康セ
ンターサポートルームとして開設した。
産前・産後サポート事業の実施準備を
行った。

・産後ケア事業、産前・産後サポート事
業の充実 A 事業が円滑に実施できるよう、関係課との連絡調整会議を定期

的に実施した。

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

― ― D 子育て支援課

19
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

相談件数 280件 317件 100%

実施施設数 1施設 1施設 100%

利用者アンケート ※今後設定 ※今後検討 0%

施設数 維持 7施設 100%

実施事業所数 2か所 1か所 50%

施設利用者数 693 600 87%

料理教室・試食会の参
加者数

50組 16組 32%

対象世帯数 100世帯以上 132世帯 100%

保育所等定員数 1466 1458 99%

小規模保育施設数 9 12 100%

待機児童数 0 2人（Ｈ31当初） 0%

※指標未設定 実施に向け調査研究に努め、目標の設定を行う ０ 0%

学童保育所施設数 １４ヶ所 １４ヶ所 100%

保育課

保育課

保育課

E 令和元年度１０月から幼児教育無償化により、事業廃止。 教育総務課

26
多子世帯保育料軽減
事業

H27

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

対象世帯数　132世帯
第3子以降の0～2歳児の保育料全額免
除 A

多子世帯の経済的負担軽減のため、より負担の大きい0～2歳
児を対象とした軽減補助を実施しているが、3歳児以降の軽減に
ついては、今後の国の動向を注視しながら研究していく。
3歳児クラスに進級する際に、軽減補助の対象でなくなる保護者
へ理解を求める必要が生じるため、保育料の通知の際に、軽減
補助に係る説明文を同封する等の対応を実施する。

子育て支援課

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

利用者数　延べ８人
利用日数　延べ８日

児童の短期入所等の支援 C
実施施設の入所状況により受け入れが困難な場合が生じること
から、事業利用者が多い場合には、複数施設との契約を検討す
る必要がある。

23
地域子育て支援拠点
事業

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

・以下の７施設を拠点と位置付け本事業
を実施。
　坂戸つどいの広場
　入西つどいの広場
　坂戸児童センター
　千代田児童センター
　三芳野児童センター
　大家児童センター
　子育て支援センター
・子育て支援利用支援員による巡回相
談を子育て支援センターを除く６施設で
月2回実施。

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

A ・利用者の様々なニーズに対応するため、施設の充実や、他の
事業・団体との連携を強化していく必要がある。

子育て支援課

子育て支援課21
子育て支援利用支援
事業

H27

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

子育て支援課窓口における相談事業及
び以下の施設で月2回実施
入西つどいの広場、
坂戸つどいの広場、
坂戸児童センター、
千代田児童センター、
三芳野児童センター、
大家児童センター

窓口及び地域子育て支援拠点におい
て、支援員による相談対応を実施する。
また、保健部門の利用者支援事業（母
子保健型）と連携して事業を実施し、相
談体制の強化を図る。

A 妊娠から出産、子育て期にわたる様々な相談に対応するため、
関係機関との連携を強化していく必要がある。

24
病児・病後児保育事
業

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

・医師会から推薦を受けた医療機関
（鶴ヶ島市五味ケ谷）において事業を開
始し、病児の受け入れを実施した。
・事業の周知のため、市内の保育施設・
幼稚園へチラシ等を配布した。

・事業実施による病児・病後児の受入れ
・予算額は、年間延べ利用児童数１，２０
０人以上１，３９９人未満で積算。新規開
設が必要となった場合については、予算
の見直しを行う。

28
多子世帯幼稚園授業
料等軽減事業

－

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

実績なし
―

C 実施事業者となるための要件が高く、今後事業者の新規参入が
滞ることが予測される。

保育課

保育課25 すくすく保育推進事業 H27

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

子育て家庭向け試食会
10．11．12月実施　　　　　参加人数
16組（32人）

子育て家庭向け試食会の実施
保育士支援アドバイザーによる保育支
援

C 今後、より多くの参加者を集めるためより一層の、周知に努めて
参ります。料理教室・試食会

参加者の満足度
向上

実施後アンケート
「満足」との回答
100％

実施後アン
ケート「満足」と
の回答100％

100%

27
保育園等待機児童対
策事業

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

・新規小規模保育施設2か所開設（きら
ら、坂戸三光、合計定員30人）

・小規模保育施設の設置2園
・坂戸さくら保育園の開園 C

　市内の保育需要を年齢別にみると、３～５歳児については需
要がほぼ満たされているが、０～２歳児の需要が定員を上回っ
ていることが問題・課題である。
　需要の多い０～２歳児を入所対象とする小規模保育施設を中
心に保育施設の拡充を進め、既存保育施設の定員を見直して０
～２歳児の定員枠を拡大させることが可能か検討し、対応する。

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

・平成30年6月5日～平成31年2月15日、
学童保育所わんぱくクラブ整備工事設
計業務委託
・平成30年8月30日～平成31年2月27
日、はらっぱクラブ整備工事

・学童保育所、児童館併設型施設改修
工事設計
・わんぱくクラブ改修工事
・施設修繕等維持管理
・学童用地借上げ

A

施設の老朽化が進み、適正かつ円滑な運営のため、計画的な
建て替え工事を行う上で、施設利用児童の推計を鑑み、適正規
模の整備が求められる。また、整備場所についてもファシリティ
マネジメントの考え方を取り入れながら、学校施設の状況も考慮
し検討することが必要である。
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

助成対象世帯数 520世帯 527世帯 100%

学校支援員数 42人 54人 100%

埼玉県学力・学習状況調
査における小学校平均正

答率

国語71.2％　算
数67.5％

国語61.3％
算数56.9％

国語86％
算数84％

埼玉県学力・学習状況調
査における中学校平均正

答率

国語70.1％　数
学54.9％

国語56.1％
数学54.8％

国語80％
数学99％

―

全7中学校区が小中連
携教育を100％実施

7校 7校 100%

中1不登校出現率 1.5%以下 2.1% 71%

朝食摂取率(中2) 82% 82% 100%

教室数 増加 14教室 100%

市内児童参加率 12％ 10％ 83%

実施校数 4校 4校 100%

講座参加者 100人／年 5 5%

参加者の熱意と満足度の向上 80% 45.2% 57%

雇用者 30,500人 30,240人 99%

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

・4月中旬から3月中旬まで、3校実施
三芳野小35回実施、参加延べ人数2,184
人　勝呂小29回実施、参加延べ人数
2,170人　片柳小29回実施、参加延べ人
数1,870人
・10月中旬から3月上旬まで　1校実施
大家小9回実施、参加延べ人数211人

・放課後、宿題の後、教室、校庭、体育
館に分かれて自由遊び。 A

サポーターの確保が課題となっている。
サポーターに謝金を支払うようにしたため、平成３０年度と比較
して令和元年度予算額は増加している。

学校教育課

社会教育課

A
・坂戸市第３子学校給食費補助金は申請制ではあるが、対象者
に申請書等を通知するとともに、未提出者に対して申請を促して
いるが、全ての対象者に補助ができていない。

教育総務課

38
雇用主に対する助成
（雇用促進奨励金）

H20

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

工場誘致条例に基づき指定を受けた工
場のみが対象となったため、平成30年
度においては当制度の該当はない。

雇用奨励金の助成 B

34 食育推進事業 H22

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

・10月24日に大家小学校において食育
特別授業「わくわくモーモースクール」を
開催。
参加児童数204名
参加保護者数22名
参加者合計226名

・食育プログラムに基づく授業の実施。 A
食育特別授業「わくわくモーモースクール」は、地元の関係者や
関係機関と連携し、協力を受けながら実施している事業であった
が、指導者がご高齢のため３０年度で終了となった。

36
青少年地域ふれあい
事業（放課後子どもげ
んき教室）

学校教育課

33
小中一貫教育推進事
業

H23

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

・小中一貫校の英語授業に対応するた
め、学習補助員を1名配置。
・小中連携教育の実施。

城山学園における教育の充実を図ると
ともに小中一貫教育の成果を検証して、
市内小中学校への拡大を図る。

C
将来的な児童生徒数の減少を加味して、ハード面及びソフト面
等の教育の充実、環境整備等、より効果的な事業運営が必要と
される。

学校教育課

32 学力向上推進事業 H22

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

学校研究8校委嘱
小学校5・6年生に国語ドリル配付
中学校3年生を対象とした夏季集中講習の実
施
中学生を対象とした坂戸市学力テストの実施
小学校2・5年生、中学校2年生を対象とした知
能検査・標準学力検査の実施
家庭学習ガイドラインの作成
小学校3～6年生に家庭学習ノートを配付

各種取組を継続しながら、学力向上実
績を検証し改善を図っていく。 B

授業改善、基礎基本の徹底、家庭学習の定着を重点とし、教育
委員会と学校が連携し、学校ごとの課題に取り組み学力向上を
図る。

H22

37
女性のための再チャ
レンジ支援事業

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

35
地域人材を活用した
学習支援事業

30
多子世帯学校給食費
軽減事業

H28

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

・一定要件を満たした第３子以降の学校
給食費を全額補助
・30年度末までに対象世帯527世帯中
521世帯（小499人、中58人、計557人（過
年度分を含む））に対して補助を行った。

一定要件を満たした第３子以降の学校
給食費を全額補助

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

学校支援員を39人(延べ人数54人)配置

・各学校の実情に合ったきめ細やかな
対応が可能となる適正配置。
・教職員をサポートする校務支援員を中
学校に配置。

A
年々、配慮を要する児童生徒の増加や教職員の負担が増えて
いるため、学校が必要とする人数の適正配置を検討していく必
要がある。

埼玉県女性キャリアセンターと坂戸市
（商工労政課、人権推進課 勤労女性セ
ンター）の主催により、就職支援セミナー
として、「就職活動の流れとスケジュール
計画」の講座を１回開催
参加者５名

女性の就職（再就職）を支援するため、
職場の一般的なマナーを身に付けるとと
もに、パソコン操作の実践力を培うこと
で、即戦力として使える技術の習得を図
る。
ビジネスマナー講座２回
パソコン講座４回

C

　本事業は、平成２４年度から１０年計画として策定した「男女共
同参画基本計画」に基づく取組みとして実施している。しかし、市
役所内にふるさとハローワークがあること、子育て支援課の母
子・父子自立支援員がひとり親に対する就労相談・指導を通年
行っていること、自立生活サポートセンターが庁内に設置され具
体的な就労支援を行っていることなど、就労希望者に対して相
談・指導を受けやすく職を探しやすい環境が整備されてきてい
る。このことから、講座の受講を考える以前に就労の流れに乗っ
てしまえる場合も多くある。今後は、令和３年度に予定している
「男女共同参画基本計画」見直しの際に、実情に合わせた事業
の見直しを図っていくことが必要と考える。

人権推進課

H27

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

平成30年5月19日～平成31年3月16日ま
で、4年生5教室、5年生5教室、混合4教
室で延べ276回実施。延べ参加児童数
3,156人。

小学4年生及び５年生を対象に学力の
びのび塾を開催し、児童の学力に合わ
せた学習支援を行う。

B

地域人材である学習支援員の確保が課題となっている。参加児
童の学力差も目立ってきており、対応に十分な支援員が確保で
きていない。
学校教育との連携を図り、児童へ効果的な支援を検討するとと
もに、人材の確保も進めていく必要がある。

学校教育課

商工労政課

社会教育課
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

産業団地空き状況 空きなし  空きなし 100%

市内創業者 25件 3件 12%

相談件数 60件 15件 25%

セミナー実施件数 1回 1回 100%

預託金
10,000千円

（維持）
3,500千円 35%

被雇用者の創出 約1,000人 ０人 0%

固定資産税 約2億5,000万円 約５０万円 0%

補助金 5,000千円 5,000千円 100%

ファーマーズマーケット　施設数 1施設 0施設 0%

新商品数 8品目 2品目（累計） 25%

売上額（千円） 10,000千円 375千円 4%

農園区画数
239区画
（維持）

239区画 100%

参加市民 200人 171人 86%

毎月の開催回数 6回 5回 83%

開催場所 2か所 2か所 100%

観光ガイドマップの配布 30000 31400 100%

観光ルートガイドの配布 15000 18700 100%

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄの応募数 300 313 100%

・創業塾（平成30年7月14日・15日開催、
14名受講）

・空き店舗活用創業支援（利用者3名、
助成額3,268,598円）

空き店舗活用創業支援
創業塾 C

事業を始めるには、自己資金を用意する必要があることや開業
にあたり融資を受ける場合が多いことを踏まえると、より実効性
が高く、持続性のある創業計画が必要となる。このことから、安
易に創業者数を増やすのではなく、計画性の高い創業者を生み
だすことに注力すべきである。

農業振興課

農業振興課

商工労政課

商工労政課

都市計画課

商工労政課

商工労政課

中小企業融資事業 S51

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

預託金
・埼玉りそな銀行坂戸支店500,000円
・埼玉縣信用金庫坂戸支店500,000円
・埼玉縣信用金庫鶴ヶ島北支店500,000
円
・武蔵野銀行坂戸支店500,000円
・三井住友銀行坂戸支店500,000円
・東和銀行坂戸支店500,000円
・飯能信用金庫北坂戸支店500,000円

預託金４,000千円
損失補償1,100千円 C

中小企業融資は、金融機関の融資利率等により利用状況が変
動する。平成22年度より制度の利用はなく、預託金額を引き下
げたところである。

42
開発推進地区におけ
る産業基盤づくり推進
事業

H27
交通の優位性をいかし、開発推進地区の土地利用
転換を行う。

・土地利用転換実現のための協議資料
等の作成及び都市計画協議資料の作
成

C
開発予定地が農業振興地域農用地区域であることから、坂戸市
全体の農業振興について整理を求められている。そのため、都
市計画課だけでなく、環境産業部も含めた組織横断的な対応が
必要となっている。

39 工場誘致奨励事業 H20

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

・奨励金交付事業者（3事業者）
①光洋パック㈱2,365,000円
②栄徳㈱
1,015,000円
③サンエー精工㈱
1,867,000円

・新規認定事業者なし

産業団地空きなし A
企業誘致を実行していくには、誘致する土地の確保が必要とな
る。現状では市が誘致できる土地がないため積極的な企業誘致
は難しい。

40
創業経営発達支援事
業

H27

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

41

― ― D

運営予定主体との事前調整が難航中。
新規就農者支援や６次産業化の推進により、「農業の成長産業
化」を図り、それと並行する形で受け皿となる「ファーマーズマー
ケット整備」を行う、という総合的な農業振興の一環として、整備
検討する必要がある。

農業振興課44
ファーマーズマーケッ
ト整備事業

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

さかど農産物加工所の運営支援。
「ドライdeうまいっ！坂戸農産物プロジェ
クト」に係る製品の細菌等の検査、栄養
成分の分析。

組織活動の支援、農業者と地域事業者
との連携支援。 C

新商品開発を行って、商品化したときの製品製造原価が、現時
点では、採算が取れない。
製品の細菌等の検査、栄養成分の分析により、製造過程による
統一の品質の確保が課題となっている。

農業振興課45
農業活性化事業（6次
産業化ネットワーク活
動推進事業）

H27

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

47
農業活性化事業（軽ト
ラック市の開催）

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

市民農園6箇所の管理運営。 市民農園の管理。 B 市街化調整区域の農園を中心に空き区画が多い。46 市民農園事業 H5
農業者以外の方が野菜や花等を栽培して自然にふ
れあうとともに、農業に関する理解を深めること及び
市民農園の開設を支援し、その導入を図る。

・市内2箇所
・原則、月4回実施、最大月5回実施。年
間60回
・H30参考売上高：3,698,110円

軽トラック市の実施。 B
品目の重複、時期による品目のばらつきの調整が必要である。
現在、坂戸市農産物生産組合との共催の形となっているが、将
来的に団体による自主運営へ移行できるよう開催手法等を検討
する必要がある。

商工労政課

・県関係機関等と協議を行った。
・県内の企業誘致等の講演会に参加し、
企業誘致動向の把握に努めた。

48 観光ＰＲ事業 H27

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

・観光ガイドマップ作成　33,000部
・桜の名所案内パンフレット作成　10,000
部　　　　　　　　　　　　　　　観光資源PR
ポスター300部×3種類
・デジタルフォトコンテスト
　　観光編　56名　122点
　　よさこい編　70名　191点

・本市の観光情報をＰＲするためにガイ
ドマップとルートガイドを情報更新して作
成。
・インターネットを活用して本市の観光情
報等を広く発信するためデジタルフォトコ
ンテストを開催。
・観光資源間の意見交換、連携強化を
図るため、市内観光資源の参加する会
議を開催。

A
市内観光資源団体と連携をし意見交換を行いながら、効果的な
ＰＲが図れるようにしていく必要がある。
(観光ルートガイドの作製は隔年)

43
地域経済活性化店
舗・住宅改修助成事
業

H24

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

補助件数  93件
補助金額5,000,000円
（市の補助金分）

補助金の助成 A
店舗・住宅改修事業は、市内事業者（主に建築業）振興の目的
で実施しているが、住宅リフォームの件数が圧倒的に多いた
め、住宅の長寿命化等を目的とした制度に移行する等の検討が
必要である。
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

ｲﾍﾞﾝﾄの運営 地域主体で開催 市主催で開催 -

来場者の満足度 100% 96% 96%

民を主体とした運営 - -

自主防災組織結成率 80.0% 93.4% 100%

自主防災訓練実施率 70.0% 65.4% 93%

自治会加入率
７１．４％
（維持）

69.0% 97%

市民活動支援施設
の利用件数

300件 １９３件 64%

出前講座等参加者数　 300人 282人 94%

寄附件数 4,000件 1,697件 42%

寄附額 1億円 4,619万円 46%

施設利用者数 12,000人 10,271人 86%

政策企画課

市民生活課

政策企画課

商工労政課

商工労政課

防災安全課

  利用者数は安定的に推移しているが、利用者の更なる増加を
図るためには、地域のニーズに沿った魅力的な事業内容を展開
していく必要がある。今後も地域のにぎわい創出の拠点として一
定の役割を果たせるように、関係機関、関係者と連携を密にし
て、更なる改善に努めます。

市民の健康づくりボランティア団体「元気にし隊」の活動の幅が
広がっているが、メンバー間の活動目的に差異が生じていること
も少なからず見られている。昨年度中間年度を迎えた第２次坂
戸市健康なまちづくり計画の推進のために、共通認識をもって
健康づくりに取り組めるよう支援したい。

55
ふるさと納税の啓発
（まちづくり寄附金推
進事業）

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

・ポータルサイト（ふるさとチョイス）を活
用した制度の運用
・友好都市である南魚沼市及び中野市
の謝礼品を廃止
H30.3末・・・101品目
・総務省からの通知により、謝礼品の見
直しを行った。

・ふるさと納税を通じた本市のPR活動
・謝礼品の拡充 C

 平成30年度中に、総務省通知により返礼割合を3割以下とする
こと、謝礼品は地場産品とし、友好都市等の商品は除くことなど
が明記されたことにより、大幅な謝礼品見直しを実施した。令和
元年6月1日からふるさと納税に係る指定制度の運用が開始され
たことに伴い、今後は国が示す同制度の基準に沿った対応をし
ながら、寄附件数及び寄附金額を増やす取り組みが必要であ
る。

  市民活動フェアを開催し、市民活動に関する情報発信を行って
いるが、来場者が伸び悩んでおり、目的の一つである団体間の
交流も希薄であるため、平成30年度から、参加団体より企画委
員会を組織し、課題解決にむけて取り組むこととした。また、協
働事業補助金は、実施団体の固定化や、協働する関係課が絞
り込めなかったりと、課題も浮上しており、新たな方策が求めら
れる。

市民生活課53
市民活動普及支援事
業

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

・８名の個人と３団体に、さつき賞を贈
呈。
・コミュニティづくり推進事業補助金とし
て花影町会を採択。
・区、自治会154団体に、自治会運営費
交付金等を支給。
・1２団体に集会所修繕等に対する補助
金を交付。

・さつき賞
・コミュニティづくり推進事業補助金
・自治会運営費交付金等の支給
・集会所修繕補助

B

集会所については、昭和４０年代から５０年代にかけて建てられ
た施設が多く、施設の老朽化が進んでいるため、集会所の修繕
に対する補助金の要望が増えることが懸念される。少子高齢化
や年金受給年齢の引き上げに伴い、現役並みに働く60代も多
く、地域コミュニティの担い手不足と高齢化が進んでいる。

市民生活課52
コミュニティづくり推進
事業

S61

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

自主防災組織未結成地区に対しては、積極的に声掛けをしてい
るが、地区の事情により結成に至らないことから、結成に必要な
文書のひな形を定め、地区の事務的な負担の軽減を図るなど対
応することで、継続的に結成を促している。
また、自主防災訓練については、全結成団体のうち、半数程度
の団体の実施にとどまっていることから、実施団体の事例の提
供等により、訓練実施を促している。

49 観光振興事業 H26

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

・第5回坂戸にっさい桜まつりを開催
3/16～24 期間中来場者数≒84千人
・第5回坂戸にっさい桜まつりポスター、
リーフレット印刷　ポスター500枚、リーフ
レット15,000枚
・東坂戸桜並木仮設トイレ設置

・第6回坂戸にっさい桜まつりの開催支
援 B

 「坂戸にっさい桜まつり」の地域主体での開催に向け地域の
方々と協議をしているところではあるが、一度に移行することは
難しいことから、役割分担を明確にして段階的に移行する必要
がある。

50
坂戸よさこい支援事
業

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

10月20日・21日に開催した第18回坂戸
よさこいに対し補助金を交付（7,000千
円）
・協賛広告の協力依頼に実行委員が中
心となって訪問した。
・運営本部会議は、本部長を中心に実
施内容等について協議、決定した。

第19回坂戸よさこい開催に対し補助金
の交付 A

歳出については、必要最低限の水準であることからこれ以上の
見直しは難しい。今後も継続して実施していくには、広告主がメ
リットを感じられるような仕組により増収が図れるよう実行委員
会に働きかける。

51
自主防災組織整備事
業

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

結成団体数が3団体増加（合計107団
体）し、また、訓練補助金を70団体へ、
資機材購入費補助金を23団体へ、水質
検査補助金を9団体へ交付した。

未結成の区・自治会に対し、自主防災組
織の結成促進を行い、新規結成団体に
は結成時補助金を、自主防災訓練を実
施した場合には訓練補助金を、資機材
を購入した場合には資機材購入費補助
金を交付する。また、災害時協力井戸に
ついて登録を促すとともに、水質検査の
費用について、補助金を交付する。

B

・市民活動の普及と啓発を図るため「市
民活動フェア」を開催した。
・入西地域交流センター内「市民活動・
交流コーナー」で、情報の発信と交流の
場として開放し情報提供に努めた。
・提案型協働事業補助金を２団体に交
付した。

・市民活動普及啓発講座
・提案型協働事業補助金 C

54
地域健康づくり活動
支援事業

H19

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

・「プロに学ぶ料理教室」の開催（２回）
参加者数　41人
・市民ボランティア「元気にし隊」による
講座の開催　参加者数186人
・市民ボランティア「食生活改善推進員
協議会」による料理教室の開催
参加者数96人

・市民ボランティアの健康づくり活動支援
・市民ボランティアによる地域出前講座
等健康づくり活動
・食を通じた健康づくり応援店の認定

B

56
北坂戸団地にぎわい
再生事業

H26

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

北坂戸にぎわいサロンの運営支援（２か
所）
・城西大学（開館:火･水･木･金）大学の
授業及びクラブ・サークル等の校外活
動、その他地域と連携した活動
・東京電機大学（開館：月･水･金･土）（パ
ソコン相談、iPad講習会、読書会、フラ
ワーアレンジメント等）
・H30.9及びH31.2に大学・UR・地元住民
代表者による打合せを実施
・広報・HPでの情報提供
・H30.11にぎわいサロン及び地元自治会
においてアンケートを実施

北坂戸にぎわいサロンの運営支援（２か
所） B
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

葉酸関連講座参
加者数（累計）

1,800人 1,849人 100%

事業の参加者 1,968人 1594 81%

在宅サービス事業
利用者

716人 541 76%

医療機関・医療体制の
充実の項目の満足度の
上昇

加重平均値＋
１．０

加重平均値
＋０.１４ 14%

高齢者の福祉・介護
サービスのための施設
や体制の充実の満足度
の上昇

加重平均値＋
１．０

加重平均値
±０ 0%

在宅で看取りをする方
の割合

20％
13.6%

(H28統
計資料）

68%

慢性腎臓病予防
講演会受講者数

100人 82人 82%

講演会・教室参加前後
のeGFR維持改善率

90.2％
（維持）

80.0% 89%

教室参加者数
6,022人
（維持）

4,059 67%

健康手帳交付数
1,616人
（維持）

235 15%

健康手帳交付数（累計） 6,000人 3,428 57%

受診人数
現状維持
(17,499人)

15572 89%

市民生活課

高齢者福祉課

市民健康センター

高齢者福祉課

高齢者福祉課

57
葉酸プロジェクト推進
事業

H18

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

・女子栄養大学との共同プロジェクト「健
康のプランニングセミナー（フォローアッ
プセミナー）」　新規参加者数39人（実
数）　フォロー参加者数18人（実数）
・葉酸普及講演会　参加者数63人

累計　1,849人（H18～H30）

・「食と健康のプランニングセミナー」の
開催
・「葉酸普及講演会」の開催
・市民ボランティア等との共催による健
康づくり普及活動（講座・イベント等）

A
メディアなどで取り上げられることも多く、葉酸プロジェクトの取組
については、市内外に知られてきたように感じるが、市民が葉酸
の必要性を理解し、積極的な摂取につながるよう、さらなる啓発
の工夫が必要と思われる。

高齢者の増加に伴い事務量、事業費の増加が見込まれるた
め、平成30年度より受益者負担の観点から緊急時通報システム
の利用料金の自己負担分を徴収した。ふれあい収集事業につ
いては無料のため利用者が増加し続け西清掃センターの事務
量が増加しているため対応に検討を要する。

58
高齢者生きがい対策
事業

S42

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

・ｹﾞｰﾄボール大会雨天のため中止
・歩け歩け大会参加者91名
・グラウンドゴルフ大会参加者345名
・歌謡ショー出演者59組、入場者数1,000
名
・地域で活動する高齢者12名を認定し、
高齢者認定証交付式を実施
・公園の健康遊具を活用した健康遊具
講習会を4回実施、延べ87名参加
・５月からふれあい入浴補助券を交付を
開始し、交付数2,191冊、利用枚数9,570
枚

ゲートボール大会、グラウンドゴルフ大
会、歩け歩け大会、歌謡ショーの実施。
地域で活動されている高齢者を認定す
るとともに、公園に設置する健康遊具を
活用した健康増進事業、ふれあい入浴
補助券交付事業を実施し、健康増進と
相互友愛を図る。

B 歩け歩け大会等他課で同内容で実施している事業については
統合するなど効率化を図り検討を要する

59
要介護高齢者生活支
援事業

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

・緊急時通報システムの利用者211名
（年度末設置数）
・要介護高齢者手当利用者0人
・移送支援サービス利用者20人
・紙おむつ等給付利用者49人
・訪問理美容サービス利用者25人
・寝具乾燥消毒サービス利用者28人
・日常生活用具給付等利用者1人（1件）
・ふれあい収集利用者207人

在宅生活をする介護が必要な高齢者に
必要なサービスを提供する。

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

61
人工透析予防対策事
業

H24

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

C

専門医及び市内大学と連携し、概ね計画どおり事業を実施して
いる。令和元年度にて市全域のハイリスクの方に受講勧奨通知
を送付し終える予定となっている。今後の効果的な事業展開に
ついて検討する必要がある。

■地域包括支援センター職員の充実
■介護予防・日常生活支援総合事業の
体制整備
■在宅医療・介護連携推進事業の実施
■生活支援体制整備事業の充実
■認知症総合支援体制の構築

市民健康センター

63 成人健診事業 S58

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

・個別健診：健康診査（生活保護受給者
等）、胃がん検診、肝炎ウイルス検診、
大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳が
ん検診、成人歯科健診
・集団検診：胃がん検診、肺がん・結核
検診、乳がん検診、骨密度検診

受診者計15,572人

・個別健診：健康診査（生活保護受給者
等）、胃がん検診、肝炎ウイルス検診、
大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳が
ん検診
・集団検診：胃がん検診、肺がん・結核
検診、乳がん検診、骨密度検診
・無料クーポン券（乳がん、子宮頸がん）
の送付

B
受診者数が減少しているため、更なる周知啓発が必要である。
また、個別健（検）診では受診者の利便性を考慮し、特定健診等
との同時実施を進め、集団検診は効率化、コスト面を考慮しつつ
個別検診への移行を検討する。

市民健康センター

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

62
成人健康教育・相談
事業

S58

C

・地域包括支援センターの充実…高齢者人口の増加により包括
の充実が必要であることから、H31年度5圏域5包括に整備する
ための、法人の選定や打合せ等の準備を行った。
・介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備…多様な主体
による多様なサービスの充実のため
・在宅医療・介護連携推進事業の実施…医師会等との地域包括
ケアシステム推進協議会によりシステム構築を推進した。
・認知症総合支援体制の構築…増加する認知症高齢者の支援
のため、認知症地域支援推進員を中心に施策を行った。
・生活支援体制整備事業の充実…地域の支え合いづくりを生活
支援コーディネーターが支援し、市内で生活支援や居場所等の
取組が進んだ。

慢性腎臓病予防講演会　参加者82人
・食事教室　参加者35人
計117人

・講演会・教室参加前後のeGFR維持改
善率　80.0％

・慢性腎臓病予防講演会、食事教室、個
別相談の実施
・（当事業外・国保特別会計）国民健康
保険加入者の特定健診結果を分析し、
重症化を予防する。

・地域包括支援センターの充実
・介護予防・日常生活支援総合事業の
体制整備
・在宅医療・介護連携推進事業の実施
・認知症総合支援体制の構築
・生活支援体制整備事業の充実

B

・健康教育　参加者
4,059人
　

・健康教育・相談の実施 C

平成29年度に健康手帳が健康増進事業の補助金対象外とな
り、希望者のみの交付とした。そのため、平成29年度から健康
手帳交付数が減少している。（平成30年度からは、市のホーム
ページから健康手帳様式をダウンロードし活用していただく方式
を推奨しているが希望者には、窓口でも交付している。）
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

市民ボランティア花壇数
59箇所
（維持）

62箇所 100%

保存樹木等指定件数 485件 419 86%

休憩施設等整備 3か所、６基 2か所、９基 100%

清掃ボランティア 6団体 6団体 100%

住宅団地ごとの
将来ビジョンの作成

７団地のビジョン
策定 ― 0%

坂戸版CCRC化事業の開始 ― ― 0%

利用者の満足度調査の実施 ― ― 0%

公共施設総延床面積 210,000.00㎡ 212724.74㎡ 82%

小中学校の施設や教育
内容の充実満足度

14.8％以上 ― ―

経常収支比率 88.0%以下 91.1% 97%

コンパクトシティの形成、都市機
能誘導施設の整備 ― ― ―

空き家等の利活用件数 10件 11件 100%

相談件数 100件 19 19%

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

・県との管理協定に伴い遊歩道脇の草
刈りを実施した。
・地元ボランティア団体との草刈り等業
務委託に向けた調整を実施した。

施設…2か所
ベンチ…9基
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…6団体

・道標の修繕
・地域ボランティア、学校等による清掃ボ
ランティアの実施

A

環境政策課64
花のまちづくり推進事
業

H14

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

環境政策課

67 住宅団地対応事業 H24

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

「西坂戸将来ビジョン(案）」の内容につい
て西坂戸自治会と共有し、地域課題等
の共通認識を図った。また、ＵＲ都市機
構が進める地域医療福祉拠点化につい
ては、取組み内容の整理・確認を行っ
た。

西坂戸地区のビジョン策定スキームをモ
デルとして、他の住宅団地のビジョン策
定を進めていく。

C
住宅団地ごとの将来ビジョンについて、西坂戸は素案の作成に
至ったので、今後、地元自治会等との本格的な協議を進めてい
く必要がある。また、北坂戸についても、立地適正化計画との整
合性を図りながらビジョンの作成に着手する。

政策企画課

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

補助金交付
453件　1,340,396円

補助金交付
指定標識作成 B

維持管理課

都市計画課70

保存樹木所有者の高齢化や、近隣からの落ち葉等の苦情によ
り、樹木等の管理が困難になり止む無く伐採する所有者が増え
ている。また、昨年の大型台風の影響で倒木した保存樹木もあ
る。

66
高麗川・越辺川遊歩
道整備事業

H25

政策企画課
高齢者福祉課

69
公共施設等マネジメ
ント計画の推進

H25

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

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

公共施設等マネジメント計画の実施及
び改訂
・庁内推進会議の開催
・長寿命化に関する個別施設計画の策
定（未策定施設）

B 公共施設等マネジメント計画の推進体制の整備。 施設管理課

68
坂戸版CCRCモデル
化事業

H27

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

住宅政策課

72 ３世代同居推進事業 H27

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

3世代同居推進総合窓口の運営及び周
知。
多世代同居住宅改修等工事補助金を開
始した。

3世代同居推進総合窓口の運営及び周
知 C

年間を通して相談はあるものの、３世代での同居が開始された
かが把握できないでいる。市が実施する坂戸市多世代同居住宅
改修等工事補助金については、5件に対して補助金を交付し、そ
のうち2件は市外からの転入であった。
（備考：住宅金融支援機構と協定を締結し、坂戸市多世代同居
住宅改修等工事補助金を利用する場合で一定の条件を満たし
た場合にはフラット35の金利の引き下げを行うこととした。平成
30年4月2日締結。）

住宅政策課

71 空き家等対策事業 H27

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

管理不全空き家等の所有者に対し、通
知等により適正管理を促した。
空き家等対策審査会を開催し、特定空
家等を１件認定した。
空き家等対策協議会を開催し、法に定
められる空家等対策計画の内容を協議
し策定した。
空き家バンクに新規で6件の登録を行っ
た。
固定資産税納税通知書に同封するチラ
シを作成した。

空き家の適正管理に関する助言・指導
等、空き家等対策審査会による特定空
家等の審査、特定空家等の除却の補
助、空き家改修費の補助、多世代同居
住宅改修費等の補助、空き家バンク利
用の推進。

A

管理不全な空き家の所有者等に対して通知を送付しているが改
善されないケースも多く発生しているため、再度通知を発送する
などきめ細やかに対応する必要がある。
所有者から解体業者等の紹介を求められることが多くあるた
め、業者の紹介や橋渡しができるシステムを構築する必要があ
る。

立地適正化計画策定
事業

H27

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

・１０月１日に計画策定及び公表し、運用
開始した。

・立地適正化計画の運用により、効率
的・効果的なまちづくりを推進 B ・策定後の進行管理に関して、計画の目標達成及び効果を確認

するための調査などが必要になる。

CCRC（生涯活躍のまち）のモデル化事業は、学校跡地の利用
方策の一つとして計画に位置付けており、事業実施にはノウハ
ウを備えた関係事業者との協働による実施が必要となる。

CCRC（生涯活躍のまち）を含めた学校
跡地の今後の利用方策の検討

CCRCも含めた学校跡地の利用方策の
検討 C

・市民花壇62箇所へ、年2回花苗を配布
した。（約34,000ポット）
・2団体に推進地区補助金を交付した。
・風景絵画コンクールを開催した。
（応募総数583点）
・花の栽培温室でボランティアと市民花
壇へ配布する花苗を育苗した。

市民花壇
オープンガーデン
推進地区補助金
風景絵画コンクール
花苗育苗
温室運営管理

A
新規のボランティア募集（市民花壇、温室ボランティア）について
は、広報やホームページで随時呼びかけているが、新たな登録
者が減少している。
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H30（実施内容） R1（事業計画） 評価 指標
目標値
（R1末）

現状値
（H30末）

達成率

所管課事業概要（B)

取組内容（C)

事業名（A)
開始
年度

問題点・課題及び対応（E)

 

No

ＪＴＩ転貸戸数 25戸 0 0%

耐震診断補助件数 50 17 34%

耐震改修補助件数 50 7 14%

公の施設相互利用者数 174,000人 127,401人 73%

住宅政策課

74
住宅耐震改修促進事
業

H22

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

窓口等において我が家の耐震診断（1
件）を実施した。
耐震診断相談会(8月18日)において、耐
震化の必要性、補助交付制度のPRを実
施した。
区長会全体研修会などの際に、耐震診
断をPRするパンフレットの配布を依頼し
た。

年間を通して、耐震診断・耐震改修補助
金交付申請の受付を行う。
窓口における我が家の耐震診断コー
ナー、防災会等と共催する耐震診断相
談会、防災訓練など、あらゆる機会を通
じ、耐震化の必要性、補助金交付制度
のPRを行う。

C

耐震化に関するＰＲ活動により、耐震化の重要性について一定
の理解は得ているが、耐震改修工事に係る費用等の面から、耐
震化が進まない。
引き続き、機会があるごとに耐震化の重要性、耐震診断・耐震
改修補助金交付制度についてＰＲ活動を実施する。

住宅政策課

73
マイホーム借上げ制
度の活用促進事業

H28

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

固定資産税の納税通知書に制度の内
容を掲載し周知を図った。

固定資産税の納税通知書等にマイホー
ム借上げ制度の内容を掲載し、さらなる
周知を図る。

C 空き家を売却し手放したいと考える所有者が多く、借上げ制度を
利用しようと考える所有者がほとんどいない。

政策企画課75
川越都市圏まちづくり
事業

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

広域行政、第3次ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗﾝ（H28～
37）の推進
主な取組は以下のとおり
・公共施設の相互利用、広報誌の相互
掲載
・川越都市圏情報ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ運営
・広域行政課題研修会
・広域観光ｶﾞｲﾄﾞ・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾙｰﾄ作成
・広域観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（交流事業、ﾚｲﾝﾎﾞｰ
ﾊﾞｽﾂｱｰ）
・ﾚｲﾝﾎﾞｰ婚活事業

広域行政、第3次ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾟﾗﾝ（H28～
37）に基づく施策・事業等の推進 C

　事務担当者や部会での調整が図られており、各種施策は効果
的に進捗している。広域で取り組むべき事業について精査し、限
りある資源を有効に活用できるように、研究をすすめる必要があ
る。

計画期間中（平成30年度末）の各事業進捗状況

評 価 Ａ 順調 Ｂ 概ね計画どおり Ｃ 遅れ Ｄ 中断・廃止 Ｅ その他

事業数 ２３ ２０ ２７ ４ １
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