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坂戸市「人口ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の全体像
人口ビジョン

総合戦略（2015～2019年度の５か年）

坂戸市は人と
産業に選ばれ
る都市として
発展

（１）まち・ひと
①人口流入により人口減少は相対的に小さい
②東京圏の都市の典型として高齢者人口が大幅増加
③市内の一部住宅団地は急激な高齢化、人口減少

（２）しごと
①交通の利便性、大消費地内、災害の少なさなどの
立地の優位性から引き続き企業立地が期待できる
②首都圏全体の高齢化や人口減少の影響を受ける

変わる時代の中で、これからも選ばれ続ける都市の創出

■合計特殊出生率
2040年に2.1まで上昇

■社会移動率
国立社会保障人口問題
研究所推計の１／２を維持

１ 若い世代への
定住支援

１ 若者等の就職・職場定着、結婚・
家族形成支援

２ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない
支援

３ 仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の実現

１ 地域産業の競争力強化（業種横断的取組）
２ 地域産業の競争力強化（分野別取組）
３ 農業・観光による地域の活性化

１ 安心なふるさとづくりの推進
（１）地域コミュニティの支援
（２）市民活動・社会参加の推進
（３）シティプロモーションの強化
（４）市内大学との連携強化
（５）高齢者への支援
（６）健康なまちづくりの推進
（７）花と緑と清流に包まれたまち

づくりの推進
２ 将来を見据えた地域づくりの推進
（１）住宅団地が抱える問題の解消
（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ、公的不動産活用

３ 人口減少等を踏まえた既存ストックの
マネジメント強化
（１）公共施設等マネジメント計画の推進
（２）拡散した都市機能の集約と生活圏の

再構築
（３）空き家等対策の推進
４ 広域連携の推進
（１）川越比企地域での連携

2010年
101,699人

国勢調査

これから（推計）これまで 展望人口

基本目標と政策パッケージ

産業に
選ばれ続ける
都市をつくる

基本目標３

時代に合った
地域をつくり、
安心な

くらしを守る

基本目標4

若い世代に
選ばれ続ける
都市をつくる

基本目標１

将来の世代に
選ばれ続ける
都市をつくる

基本目標2

成果（アウトカム）を
重視した目標設定
（2020年）

１ 展望人口の達成
２ 人口減少・高齢化の激しい住宅団地への対応
３ 雇用数の増加と産業基盤の充実
４ 公共施設等の老朽化への対応

2020年：100,300人
2040年：　91,500人
2060年：　81,300人
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はじめに

坂戸市では、坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略を以下の「坂戸市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略策定方針」（平成27年４月24日市長決裁）に基づき、策定しました。

１ 計画の策定の趣旨
平成26年11月に、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、日本全体、特に地方の人口
減少に歯止めをかけるとともに、東京圏（注１）への人口の過度の集中を是正し、それぞれの
地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために
「まち・ひと・しごと創生法」（平成26年法律第136号）」（以下「創生法」という。）が
制定されました。
同法第４条では、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実
情に応じた自主的な施策を策定し、実施する責務を有すると規定されています。
また、同法第10条では、市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該
市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計
画を定めるよう努めなければならないと規定されています。
上記を踏まえ、国からは平成27年度中に政策目標・施策が盛り込まれた計画を策定する
よう求められていることから、坂戸市人口ビジョン及び坂戸市まち・ひと・しごと創生総
合戦略（以下「坂戸市総合戦略」という。）を策定します。

２ 計画の策定の目標
坂戸市総合戦略は、創生法が掲げる仕事と人の好循環による人口減少・地域経済縮小の
克服という目的を念頭に、坂戸市が抱える課題を整理し、出生数の増加、新たな雇用機会
の創出及び定住を促進するための施策を効果的かつ重点的に展開することで、将来にわた
り持続的に成長発展していく政策を計画的に実施していくために策定します。

３ 計画の策定の視点
坂戸市総合戦略は、創生法の目的や基本理念に基づき策定することはもちろん、本市の
第６次坂戸市総合振興計画や各種分野別計画と整合したアクションプランとして位置付け
ます。
また、策定する上で基幹となる「坂戸市人口ビジョン」については、専門的な知見に基
づく推計・分析・解析結果を踏まえ、本市特有の実態に応じた施策を定めるものします。
策定に当たっては、庁内全体での組織的な対応や各種分野別計画と同様に坂戸市市民参
加条例に基づく附属機関（坂戸市総合振興計画審議会を併用）での審議や市民コメントの
諸手続きはもとより、坂戸市議会においても適宜必要な情報提供や計画に対する疑義要望
に的確に対応します。
特に創生法の規定に準拠することが求められていることから、国や県の総合戦略を勘案
しつつ、関連する制度等との整合性や実現性などにも配慮した計画とします。
なお、住民の定住促進を目的に平成27年３月に策定した「坂戸市定住促進施策基本方
針」は、本計画と深く関係することから、方針の策定過程で検討した各種施策について重
点的に検討します。
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１ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方 

（1） 人口減少と地域経済縮小の克服 

・ 2008年をピークとして本格的な人口減少社会に突入。加えて、地方と東京圏の経済格

差の拡大が若い世代の地方からの流出と東京圏への一極集中を招いている。 

・ 人口減少を原因とした人手不足によって地域経済が縮小し、地域社会の基盤維持を困

難にしている。東京オリンピック・パラリンピックを前に人口の一極集中と地方人口減少が

ますます進展。 

・ 人口減少を契機として地方では負のスパイラルに陥り、弱体化が進む。大都市も衰退

し、競争力が弱まることは必至である。 

（以下の基本的視点から、一体的な取組を行うことが何よりも重要） 

① 東京一極集中を是正する。 

② 若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③ 地域の特性に即して地域課題を解決する。 

（2） まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

・ 安心できる暮らしの確保や都市のコンパクト化、広域連携等による「まちの創生」 

・ 地方就労の促進や移住定住促進等による「ひとの創生」 

・ 地域経済の活性化、産業の高付加価値等による「しごとの創生」 

２ 「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

（1） 自立性 

各施策を一過性の対症療法的なものとせず、構造的な問題に対処し、地方公共団体

等の自立につながるようにする。 

（2） 将来性 

地方が自主的かつ主体的に、前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置く。 

（3） 地域性 

各地域の実態に合った施策を支援することとし、各地域は客観的データに基づき実

状分析や将来予測を行い、「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するととも

に、同戦略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。 

（4） 直接性 

限られた財源と時間で、最大限の成果を上げるため、施策を集中的に実施する。住民

代表・産官学金労言（注2）の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工夫を行う。 

（5） 結果重視 

明確なPDCA（注3）メカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策

効果を客観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

Ⅰ　基本的な考え方

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と政策５原則

坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総
合戦略」の基本的な考え方や政策５原則等を基に、本市における、人口減少と地域経済縮
小の克服、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指します。

Ⅰ．基本的な考え方
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（1）総合戦略の位置づけ 

総合戦略は、地方人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた今後５年間の目標や施策

の基本的方向、具体的な施策をまとめることとする。 

（2）計画期間 

総合戦略の計画期間は、平成27年度から平成31年度の５年間とする。 

※計画期間は国の方針。なお本市では、国の地域活性化･地域住民生活等緊急支援交

付金（地方創生先行型）事業を平成27年度に実施している。 

（3）計画の構成 

総合戦略の策定

ア 全体の目標

 成果（アウトカム（注４））を重視した目標設定として、総合戦略の市全体の大きな目標を定

める。

イ 基本目標 

 具体的な施策と客観的な指標（政策パッケージ）において、国の総合戦略が定める政

策分野を勘案して、総合戦略における政策分野を定める。 

ウ 講ずべき施策に関する基本的方向 

 イで定める政策分野ごとの基本目標を達成するために講ずべき施策の基本的方向を

設定する。 

エ 具体的な施策と客観的な指標（政策パッケージ） 

 ウで定める施策の基本的方向に沿って、政策分野ごとに具体的な施策を定める。各施

策を実現するために、施策の下に事業を設定し、その効果を客観的に検証するため、事

業ごとに重要業績評価指標となるＫＰＩ（注５）を設定する。実施にあたっては、各事業、施

策、基本目標、市全体の大きな目標の順で達成を検証していく。 

これらを踏まえ、以下のように総合戦略を策定します。

Ⅰ．基本的な考え方
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  「本市は人と産業に選ばれる都市として発展してきました」 

（１）まち・ひと 

高度成長期に住宅団地の開発を契機として人口が急増、以後も増加が続いてきました。 

（２）しごと 

産業団地の開発と市内及び周辺の人口増加に伴い企業が立地し、雇用の場も増加して

きました。 

（１）まち・ひと 

① にっさい花みず木地区などに人口流入が続いています。人口構成及び人口増減にお

いて地域に大きな差があります。 

② 高齢化率は全国、周辺市町よりも低く、人口増加率は高い状況にあります。 

③ 一部の住宅団地の高齢化・人口減少が激しくなっています。 

④ 合計特殊出生率は、全国、県よりも低い状況が続いています。男女の未婚率も全国、

県よりも高く、上昇しています。 

（２）しごと 

① 産業団地に優良な企業が立地し、本市の雇用を支えており、引き続き企業立地意欲の

高い恵まれた地域です。 

② 雇用者一人あたり雇用者報酬は県内市町村、周辺地域と比較して高くありません。 

③ 就業者数は1995年をピークとして減少に転じています。 

（１）まち・ひと 

① 人口流入（社会増加）が続いてきたことから、周辺市町や県と比較して人口減少は相対

的に小さいことが推計されます。 

② 高齢者の増加は東京圏の典型として急速に進むことが予想されます。 

③ 市内の住宅団地は急激な高齢化、人口減少に直面することが予想されます。 

（２）しごと 

① 交通の利便性の高まりや、大消費地に位置することや、災害の少ない地域の優位性

から引き続き強い企業立地が見込まれます。 

② 長期的には、首都圏全体の高齢化や人口減少の影響を受けます。 

Ⅱ　坂戸市人口ビジョンからの考え方

１ 本市の人口のこれまで

２ 本市の人口の現状

３ 本市の人口のこれから

坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、平成26年12月27日付閣副第979号内閣審議官
通知により、本市における人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョンを策定し、こ
れを踏まえて、今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるものです。

Ⅱ．坂戸市人口ビジョンからの考え方
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１ 基本目標

Ⅲ　今後の施策の方向

基本目標① 地方における安定した雇用を創出する

基本目標② 地方への新しいひとの流れをつくる

基本目標③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基本目標④ 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標

基本目標１ 若い世代に選ばれ続ける都市をつくる

基本目標２ 将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる

基本目標３ 産業に選ばれ続ける都市をつくる

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標

国のまち・ひと・しごと創生総合戦略では、東京圏と地方との関係を重視し、東京一極
集中を是正するための目標が、基本目標①と基本目標②になります。
また、基本目標③では、若い世代の結婚や子育ての希望を実現していくことで、出生率
の向上を目指し、基本目標④では、人口減少や高齢化に即した政策による地域の維持・活
性化の実現を目標としています。

一方、東京圏に位置する本市は、これまで人と産業に選ばれ、人口増加や産業立地が続
いてきました。これまでの流れを引き継ぎながら、それでも避けられない人口減少の緩和
のためには、若い世代を中心とした定住と社会増の維持（→基本目標１）、合計特殊出生率
の向上（→基本目標２）が必要であり、優位性を生かした産業の立地・雇用の増加（→基
本目標３）、人の高齢化と公共施設等の老朽化に対応した地域づくり（→基本目標４）が求
められます。
以上を勘案し、本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略は以下のように基本目標を定め
ます。

Ⅲ．今後の施策の方向
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（１）まち・ひと 

① 若い世代をターゲットとした定住施策の推進 

② 若い世代の結婚・子育ての希望を叶えることによる合計特殊出生率の向上 

③ 人口の高齢化に対応した安心な地域づくり 

高齢者に安心な地域づくりとストックの維持・改善 

④ 高齢化・人口減少が激しい住宅団地への集中的な対応 

若い世代の呼び込みとストックの維持・改善 

（２）しごと 

① 企業立地条件の優位性に基づく基盤の整備・提供 

② 継続的な企業の立地・企業活動の支援による優良な雇用の創出 

以上を勘案し、総合戦略の基本的な考え方は以下のとおりとします。 

変わる時代の中で、これからも選ばれ続ける都市の創出

2 講ずべき施策に関する基本的方向

坂戸市人口ビジョンを踏まえて求められる施策の基本的な方向は以下のとおりです。

Ⅲ．今後の施策の方向
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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。 

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

展望人口 101,489 100,285 98,683 96,511 94,030 91,511 88,991 86,633 84,124 81,323 

A 102,867 102,565 101,132 98,656 95,389 91,768 88,123 84,547 80,701 76,431 

B 100,959 99,252 96,562 92,923 88,518 83,690 78,841 74,140 69,242 63,975 

A：国立社会保障・人口問題研究所の推計 
B：合計特殊出生率が平成25年の実績1.15から改善せず、社会移動率が0となった場合 

3 成果（アウトカム）を重視した目標設定

１ 展望人口の達成

展望人口と他の推計との比較（人）

展望人口と他の推計との比較（人）

本市の出生率改善

総合戦略の市全体の大きな目標として以下の項目を設定します。

展望人口

A

B

91,511

81,323

76,431

63,975

110,000

105,000

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000

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

2060年に
Aに比べて
＋4,892人
改善

2060年に
Bに比べて
＋17,348人
改善

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

1.15 1.21 1.45 1.69 1.95 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

Ⅲ．今後の施策の方向
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2010年
（実績）

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

101,699 101,489 100,285 98,683 96,511 94,030 91,511 88,991 86,633 84,124 81,323

指数 1 0.99 0.97 0.95 0.92 0.9 0.88 0.85 0.83 0.8

2020年： 100,300人 (2010年と同程度の人口を維持)

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）

既に人口減少・高齢化が進行している住宅団地が存在していることから、それぞれの住宅団地

が抱える地域特有の課題を把握し、問題に対応する施策の実施につなげていきます。 

雇用・産業に関連して以下の目標を設定します。 

I　成果目標PKの年0202状現

雇用者 29,673人 

（統計坂戸25年度版 各市の事業所数・事業者

数より） 

雇用者 30,500人 

25歳から44歳までの女性の就業率 

 61％（Ｈ22年国勢調査） 

25歳から44歳までの女性の就業率 

 73％（※） 

・開発推進地区における産業基盤づくり推進事業 

市街化調整区域 被雇用者 ０人 

固定資産税（土地） 約50万円 

・開発推進地区における産業基盤づくり推進事業 

市街化区域 被雇用者 約1,000人 

固定資産税（土地、家屋及び償却資産） 

 約２億５千万円 

（※）新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）の国の目標 

公共施設等総合マネジメント計画を推進し、以下の目標を設定します。 

標目果成IPKの年0202状現

・公共施設総延床面積 224,830.63㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

満足・やや満足

（2014年市民意識調査） 

・経常収支比率

14.8％ 

88.0％ 

・公共施設総延床面積 210,000㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

満足・やや満足 

（2019年市民意識調査） 

・経常収支比率 

14.8％以上 

88.0％以下 

２ 人口減少・高齢化の激しい住宅団地への対応

３ 雇用数の増加と産業基盤の充実

４ 公共施設等の老朽化への対応

展望人口

展望人口の推移（人）

Ⅲ．今後の施策の方向
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民間組織「日本創成会議」（注7）の人口減少問題検討部会の試算によると、出産に適した年

齢といえる「20～39歳」の女性の人口が、2040年には全国の49.8％あたる896の市町村で５割以

上減り、このうち523市町村は人口が１万人未満となり、自治体そのものが消滅の危機にあると

推計されました。 

本市においても、そのような状況を踏まえ、具体的な施策として戦略的に「定住促進」を推進

し、自治体の活力の維持と財政基盤の強化を図る観点から、「坂戸市定住促進戦略会議」を設

置し、その方策等について議論・検討を行い、基本的な方針を定めた「坂戸市定住促進施策基

本方針」を平成27年３月に策定しました。 

この「坂戸市定住促進施策基本方針」では、「若者、結婚・子育て世代（地縁・血縁者）」をメイ

ンターゲットに、「情報発信の強化」「住環境の整備」「働く場所の確保」「暮らしやすさの充実」に

積極的に取り組むことで、定住人口の維持増加を目指すものとなっています。 

「坂戸市定住促進施策基本方針」に基づく、各分野での施策を展開します。 

】課画企策政【業事援支住居者卒新等学大）１

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坂戸

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。 

】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）２

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。市は、学生（大学）へ補助金として交付する。 

３） シティプロモーション（注8） 】課聴広報広【）※（業事進推

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）をメインに新しい活力の創造と誘致を行う。また、近隣市町の不動産会社や東武東上線

沿線の各駅へ散歩マップ「いいね坂戸」を配布し、坂戸市の良さをアピールする。 

現状と課題

4 具体的な施策と客観的な指標（政策パッケージ（注６））

基本目標１ 若い世代に選ばれ続ける都市をつくる

１　若い世代への定住支援

取組の方向性

事業

政策パッケージは、項目ごとに、現状と課題、取組の方向性、事業、短期・中長期の工
程表を示します。事業と短期・中長期の工程表にある（※）は、複数の項目につくもので
す。事業と短期・中長期の工程表には【 】内に所管課を記載しています。

基本目標１　若い世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）４

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。 

】課画企策政【業事援支住居者卒新等学大）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

事業内容の具体化、補助要綱の整備等、

実施に向けた取組 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

－ 

【2020年の目標】 

新卒居住者数 20人 

】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

大学やUR等の関係機関との調整や協定

の締結、補助要綱の整備等、実施に向け

た取組 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

－ 

－ 

【2020年の目標】 

入居人数 20部屋40人、 

地域貢献活動日数 400日（１人10日） 

】課聴広報広【）※（業事進推ンョシーモロプィテシ）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

ターポ・ジーペムーホ、行発のどかさ報広築構トイサルターポ

ルサイト（注9）の運営事業 

ＳＮＳ（注10）、データ放送サービスの利用等 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

ホームページサイト訪問者数  

年/人855,485

【2020年の目標】 

ホームページサイト訪問者数  

年/人000,008

】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

児童手当、こども医療費手続きの来庁者

にアンケート調査実施 

（主に転入転出に係る意識調査） 

データを蓄積、分析し施策に反映 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

【2020年の目標】 

データを蓄積、分析し施策に反映 

短期・中長期の工程表

基本目標１　若い世代に選ばれ続ける都市をつくる
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1970年以降、男女とも未婚率の上昇が続いており、未婚者の増加や晩婚化が出生率低下に

も影響しています。若年層の多くが、社会情勢の影響により定職につけないことなども原因と

なっていることから、若年層に経済力をつけるための支援が望まれています。 

平成27年３月策定の「坂戸市定住促進施策基本方針」は、「情報発信の強化」「住環境の整

備」「働く場所の確保」「暮らしやすさの充実」により、まち・ひと・しごと創生総合戦略と整合をとり

つつ、「若者、結婚・子育て世代」をメインターゲットとして、定住人口の維持増加を図るものと

なっています。 

「坂戸市定住促進施策基本方針」に基づき、若者等の就職・職場定着、結婚・家族形成支援

を行います。 

】課画企策政【援支活婚）１

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支援を行う。 

】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）２

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。 

】課興振業農【）※（業事援支者農就規新）３

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。 

】課政労工商【）※（業事援支着定場職の等者若）４

坂戸市区域内にある工業団地の雇用促進及び職場定着を図るため、団地組合会員企業の

経営者や管理者等を対象にした雇用管理研修を行うとともに、地域の若手社員に対するメンタ

ルトレーニング研修等を行う。 

】課政労工商【業事援支業就者年若）５

若者の就業を促進するため、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。 

】課政労工商【業事談相働労）６

川越公共職業安定所と連携し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。 

現状と課題

基本目標２ 将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる

１　若者等の就職・職場定着、結婚・家族形成支援

取組の方向性

事業

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課画企策政【援支活婚）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

友好都市や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 

お見合いイベント等により未婚の男女の

出会いを支援する。市は広報活動等を行

い、市内でのお見合いイベント等の開催

は業者委託を想定 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

【2020年の目標】 

参加者 100人/年 

】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

児童手当、こども医療費手続きの来庁者

にアンケート調査実施 

（主に転入転出に係る意識調査） 

データを蓄積、分析し施策に反映 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

【2020年の目標】 

データを蓄積、分析し施策に反映 

】課興振業農【）※（業事援支者農就規新）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

いるま地域明日の農業担い手育成塾の

実施（市、川越農林振興センター、いるま

野農業協同組合） 

担い手育成塾の継続実施 

企業参入支援 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

担い手育成塾生 １名 

参入企業数 ０社 

【2020年の目標】 

担い手育成塾生 ３名 

青年就農給付金受給者 ３名 

参入企業数 １社 

】課政労工商【）※（業事援支着定場職の等者若）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

催開会修研催開会修研

【現状】 

研修会３回 

【2020年の目標】 

研修会３回以上開催 

】課政労工商【業事援支業就者年若）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

就職面接会 年２回 就職面接会 年２回 

【現状】  

就職者 18名 

うち坂戸市民 なし 

【2020年の目標】 

就職者 20名 

うち坂戸市民 10名 

短期・中長期の工程表

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課政労工商【業事談相働労）６

降以度年6102度年5102・組取的急緊

求職・求人相談及び就職・内職の斡旋 求職・求人相談及び就職・内職の斡旋 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  

就職者(坂戸市民) 554人 

内職斡旋 119人 

【2020年の目標】 

就職者(坂戸市民) 580人 

内職斡旋 200人 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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平成24年８月に、いわゆる子ども・子育て関連３法が公布され、この法律に基づき、幼児期の

教育・保育や、地域の子育て支援を総合的に進めるための「子ども・子育て支援新制度」が平成

27年度にスタートしました。 

子ども・子育て支援新制度は、子どもたちが健やかに成長することができる社会の実現を目

指して創設されるもので、「質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・

確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」の３つの目的を掲げていま

す。子どもを取り巻く環境等が変化する中、本市では「坂戸市子ども・子育て支援事業計画」（平

成27～31年度）を策定し、子育て支援施策を展開していきます。 

】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）１

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。 

】ータンセ康健民市【業事成助費療治妊不）２

不妊治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する医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する。また、治療を受ける機会を増大することにより、少子化対策

及び次世代育成支援を推進する。 

『出生～未就学児支援』 

】課民市【業事付交券品商け向帯世生出）３

子育て世帯への支援として、子どもが生まれた世帯に対して、商工会発行の商品券を贈呈する。 

】ータンセ康健民市【業事付給療医育養児熟未）４

医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療給付を行なうとともに、必要に応じて保

護者に対し保健師による保健相談を行う。 

現状と課題

２　妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

取組の方向性

事業

わが国では、急速な少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口の減少や社会保障負担の増

加、地域社会の活力低下など将来的に社会・経済に影響を与える課題が山積しています。また、

核家族化の進行、就労環境の変化など子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化しており、子育

てを社会全体で支援していくことが必要となっています。

本市では、平成16年度に「坂戸市次世代育成支援行動計画」を策定し、平成21年度までの前

期計画期間、平成26年度までの後期計画期間を通して家庭、地域、保育施設、学校、行政等が

連携し、子どもを生み育てやすいまちづくりを目指して次世代育成支援を推進してきました。取

組の中で、保育サービスの充実による待機児童の減少、地域における交流・相談の場の開設に

よる親子の交流促進、相談事業の充実、虐待防止対策の充実など様々な成果を上げてきまし

た。しかし、多様な教育・保育環境の整備や保育施設の安全性の確保など取り組むべき課題が

残っています。 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】ータンセ康健民市【業事育教康健児幼乳）５

妊婦・家族向けのパパママ教室、乳児・保護者向けの離乳食講習会、保護者などからの依頼

による健康教育、子どもの発達支援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

歯科指導を実施する。 

】ータンセ康健民市【業事診健児幼乳）６

健やかな子を産み、育てるための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、乳幼児健診、母子保健推進員活動） 

】ータンセ康健民市【業事談相康健児幼乳）７

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

にこ相談（１歳６か月児健診二次相談）、来所・電話相談及び訪問指導を実施する。 

】ータンセ康健民市【業事スビーサ供提報情種接防予）８

予防接種スケジュールの自動作成等を行う予防接種モバイルサイトを運用し、保護者に対し、

複雑な乳幼児期の予防接種スケジュールの組立ての支援を行う。 

】課援支て育子【業事援支的括包産出･娠妊）９

保健・医療・福祉が一体的に提供される子育て世代包括支援センターを設置し、関係機関等

と協力して保健師等を配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実施する。 

】課援支て育子【）※（度制成助育保家実）01

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。 

】課援支て育子【業事給支費療医もどこ）11

こどもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増

進及び保護者の経済的負担の軽減を図る。 

】課援支て育子【）※（業事営運ータンセ・トーポサ・ーリミァフ）21

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。 

】課援支て育子【業事援支用利援支て育子）31

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。 

】課援支て育子【業事援支期短て育子）41

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、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う。（短期入所生活援助、夜間養護等事業） 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課援支て育子【業事点拠援支て育子域地）51

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

び助言その他の援助を行う。 

】課援支て育子・課育保【業事育保児後病・児病）61

児童が病気又は病気の回復期に、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、

看護師等が一時的に保育する。 

】課育保【業事進推育保くすくす）71

保育園給食レシピ集の作成、保護者・子育て家庭向け給食試食会の開催、子育て支援料理

教室の開催及び保育園園庭遊具を整備し、体力向上と健康増進を図る。 

】課育保【業事減軽料育保帯世子多）81

多子世帯の経済的負担軽減による少子化対策として、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。 

】課育保【）※（業事策対童児機待等園育保）91

待機児童を解消するため、既存施設（認可保育園、認定こども園）の定員増、小規模保育施

設を設置し、定員の確保を図る。 

】課務総育教【業事減軽等料業授園稚幼帯世子多）02

第３子以降の幼稚園児の入園料及び授業料を負担する多子世帯の保護者に対し、補助金を

交付することにより、子どもを産み育てる環境づくりを支援する。 

『児童・生徒及びその家庭の支援』 

】課育保【）※（業事備整所育保童学）12

学童保育所を全小学校区に整備する。また、老朽化している学童保育所の改修をする。 

】課務総育教【業事減軽費食給校学帯世子多）22

市内小中学校の多子世帯（第３子以降）の児童生徒の給食費を無償化し、保護者負担を軽

減することで、子どもを産み育てる環境づくりを支援する。 

】課育教校学【業事置配員援支校学）32

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。 

】課育教校学【業事進推上向力学）42

教員の指導力向上のための学校研究の取組、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、家庭学習の充実のための家庭学習ノートの

配付、家庭学習推進講座等を行い、学力向上を図る。また、これらの効果を検証するため学力

検査を行い、学力向上策の改善につなげる。 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課育教校学【業事進推育教貫一中小）52

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。これらの取組を生かし市内小中学校連携教育の推進を図る。 

】課育教校学【業事進推育食）62

市の食育プログラム（小５～中２）に基づく授業の実施、自校給食を基にした食育や野菜作り

の指導を通じて、児童生徒が自ら食について考え学び、健全な食生活の充実を図る。 

】課育教会社【業事援支力学たし用活を材人域地）72

市内公民館等を会場に、小学４年生を対象とした学力のびのび塾を開催し、児童の基礎学力

の定着と自ら学ぶ姿勢を身に付ける。

】課育教会社【）室教きんげもど子後課放（業事いあれふ域地年少青）82

地域の人たちの協力により、小学校の施設を利用した放課後子どもげんき教室を開催する。 

】課援支て育子【）※（業事施実査調識意帯世て育子）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

児童手当、こども医療費手続きの来庁者

にアンケート調査実施 

（主に転入転出に係る意識調査） 

データを蓄積、分析し施策に反映 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

【2020年の目標】 

データを蓄積、分析し施策に反映 

】ータンセ康健民市【業事成助費療治妊不）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

県の不妊治療費助成件数の現状、近隣

市町の実施状況を把握する等助成制度

を創設する。 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

－ 

【2020年の目標】 

助成件数  100件 

】課民市【業事付交券品商け向帯世生出）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

子育て世帯への支援として、子どもが生ま

れた世帯に対して商品券（子ども１人につ

き３千円）の交付 

子育て世帯への支援として、子どもが生ま

れた世帯に対して商品券（子ども１人につ

き３千円）の交付 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  

子育て世帯への支援 

【2020年の目標】  

子育て世帯への支援 

出生数 750人 

短期・中長期の工程表

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる

17



】ータンセ康健民市【業事付給療医育養児熟未）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

未熟児養育医療給付 未熟児養育医療給付 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 H26年度 

未熟児養育医療受給者数 29人 

【2020年の目標】 

現状維持 

】ータンセ康健民市【業事育教康健児幼乳）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

取組内容
教室で実施しているアンケート結果を活用

し、内容の検討、見直しを適宜行う。 

教室で実施しているアンケート結果を活用

し、内容の検討、見直しを適宜行う。 

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 （H26） 

パパママ教室： 195人 

離乳食講習会： 138人 

のびのび親子教室： 486人 

保育園児の歯科指導： 671人 

総計： 1,490人 

【2020年の目標】 

健康教育事業参加人数 

総計： 1,700人 

】ータンセ康健民市【業事診健児幼乳）６

降以度年6102度年5102・組取的急緊

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。 

引続き、関係課と連携し、未受診者の状

況把握に努める。 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 （H26） 

母子健康手帳交付数： 787件 

妊婦健康診査（１回目）： 730人 

乳幼児健診受診率（平均）： 91.4％ 

母子推進員活動： 429件 

【2020年の目標】 

乳幼児健診受診率（平均）： 95％ 

】ータンセ康健民市【業事談相康健児幼乳）７

降以度年6102度年5102・組取的急緊

利用者の利便性を考慮し、乳幼児数が増

加している入西地域交流センターでの乳

幼児健康相談実施回数を増やした。 

市民のニーズに合わせた相談が行えるよ

う事業内容を適宜検討し、見直しを行う。 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 （H26） 

乳幼児健康相談： 579人 

すくすく発達相談： 80人 

にこにこ相談： 22人 

来所相談： 717人 

電話相談： 692件 

家庭訪問： 384件 

総計： 2,474人（件） 

【2020年の目標】 

乳幼児健康相談事業利用者 

総計： 2,500人（件） 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】ータンセ康健民市【業事スビーサ供提報情種接防予）８

降以度年6102度年5102・組取的急緊

モバイルサイトを開設 モバイルサイトの運用 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

モバイルサイト登録会員数 ０人 

【2020年の目標】 

モバイルサイト登録会員数 1,800人 

】課援支て育子【業事援支的括包産出･娠妊）９

降以度年6102度年5102・組取的急緊

取組内容

実施に向けた調査・検討 実施自治体を参考に、課題の解消に取り

組むとともに、早期に実施に向け必要な

対応等について検討していく。 

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

－ 

【2020年の目標】 

実施に向け調査研究に努め、KPIの設定

をしていく。 

】課援支て育子【）※（度制成助育保家実）01

降以度年6102度年5102・組取的急緊

実施に向けた調査・検討 実家保育助成 

（支給額については今後検討） 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

－ 

【2020年の目標】 

支給対象者のうちの転入者数 

（転出抑制の効果についてもアンケート調

査にて検証） 

】課援支て育子【業事給支費療医もどこ）11

降以度年6102度年5102・組取的急緊

出生から中学校３年生までの子どもの医

療費の一部負担金の助成 

継続実施 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

支給件数 184,184件 

【2020年の目標】 

現状を維持 

】課援支て育子【）※（業事営運ータンセ・トーポサ・ーリミァフ）21

降以度年6102度年5102・組取的急緊

子育ての相互援助活動を行う 継続実施 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 Ｈ27年４月１日現在 

利用会員 351人 

協力会員 106人 

両方会員 42人 

【2020年の目標】 

現状を維持、拡大 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課援支て育子【業事援支用利援支て育子）31

降以度年6102度年5102・組取的急緊

子育て支援課、各児童センター及び各つ

どいの広場において、支援員が子育てに

関する相談を受け付ける。 

継続実施 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  【2020年の目標】 

年間相談件数　280件H27年度から実施

】課援支て育子【業事援支期短て育子）41

降以度年6102度年5102・組取的急緊

取組内容

実施に向けた調査、検討 短期入所生活援助事業、夜間養護等事

業を実施できる児童養護施設等へ委託に

よる実施を想定 

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  
－ 

【2020年の目標】 

利用者にアンケート調査等を行い検証 

】課援支て育子【業事点拠援支て育子域地）51

降以度年6102度年5102・組取的急緊

各児童センター、各つどいの広場、子育て

支援センターを拠点に位置付けている。 

継続実施 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  

交流の場として各種事業を実施 

相談、助言等を実施 

【2020年の目標】 

現状を維持 

】課援支て育子・課育保【業事育保児後病・児病）61

降以度年6102度年5102・組取的急緊

実施に向けた調査・検討 Ｈ29年度実施に向け、調査検討 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  

－ 

【2020年の目標】 

利用者にアンケート調査等を行い検証を

予定 

】課育保【業事進推育保くすくす）71

降以度年6102度年5102・組取的急緊

給食レシピ集作成配布 

試食会・料理教室開催 

屋外遊具の整備 

保育園給食試食会 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

試食会、料理教室参加者の満足度 

遊具利用による園児の満足度、体力向上 

【2020年の目標】 

試食会、料理教室参加者数の増加 

園児の体力向上 

例：病気で休む子ども数 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課育保【業事減軽料育保帯世子多）81

降以度年6102度年5102・組取的急緊

第３子以降の０～２歳児の保育料を全額免除 第３子以降の０～２歳児の保育料を全額免除 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

対象世帯数 103世帯 

【2020年の目標】 

対象世帯数 100世帯以上 

】課育保【）※（業事策対童児機待等園育保）91

降以度年6102度年5102・組取的急緊

認定子ども園の定員増 認可保育所の定員増 

認定こども園、小規模保育施設の設置 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

待機児童数 ３人 

【2020年の目標】 

待機児童数 ０人 

】課務総育教【業事減軽等料業授園稚幼帯世子多）02

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・討検、査調 調査・研究     

（事業開始までに予算要求、関連要綱の制定） 

※第３子以降の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 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

－ 

【2020年の目標】 

・実施に向け調査研究に努め、目標の設

定を行う。 

】課育保【）※（業事備整所育保童学）12

降以度年6102度年5102・組取的急緊

学童保育所既存施設の定員増 未設置校区へ学童保育所を整備等 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

学童保育所施設数：12箇所 

定員 830人 

【2020年の目標】 

学童保育所施設数：14箇所 

定員 890人 

】課務総育教【業事減軽費食給校学帯世子多）22

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・討検・査調 調査・研究 

（事業開始までに予算要求、関連要綱の制定）

・ 第３子以降の小中学生の給食費を全額

免除 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 
－ 

【2020年の目標】  

助成対象世帯数 520世帯 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課育教校学【業事置配員援支校学）32

降以度年6102度年5102・組取的急緊

取組内容
学校の実情に合わせ優先順位を付けた

支援員の配置 

各学校の実情に合ったきめ細かな対応が

可能となる適正配置 

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

学校支援員数 35人 

【2020年の目標】 

学校支援員数 42人 

】課育教校学【業事進推上向力学）42

降以度年6102度年5102・組取的急緊

学校研究委嘱、研修会の実施、 

国語ドリルの配付、夏季集中講習の実

施、家庭学習ガイドラインの作成、 

家庭学習ノートの配付、 

家庭学習推進講座の実施 

各種取組を継続しながら、学力向上実績

を検証し対応を図っていく。 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

埼玉県学力・学習状況調査における平均

正答率

小学校　国語68.2％　算数 64.5％

中学校　国語67.1％　数学 51.9％

【2020年の目標】 

左記について、平均正答率３％の上昇を
目指す。

】課育教校学【業事進推育教貫一中小）52

降以度年6102度年5102・組取的急緊

施設一体型小中一貫校の開校 

きめ細やかな教育のための学校支援員

の配置 

外国語活動充実のための学習補助員の

配置 

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。 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

城山小中一貫校 １校 

中１不登校出現率 1.5％ 

【2020年の目標】 

全７中学校区が小中連携教育を100％実施 

中１不登校出現率 1.5％以下 

】課育教校学【業事進推育食）62

降以度年6102度年5102・組取的急緊

食育プログラムの授業 

わくわくモーモースクールの実施 

筑波大附属坂戸高校の協力による野菜

作りなど、事業を拡大 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

朝食摂取率（中２） 80％ 

【2020年の目標】 

朝食摂取率（中２） 82％ 

】課育教会社【業事援支力学たし用活を材人域地）72

降以度年6102度年5102・組取的急緊

学力のびのび塾を開催 教室数、参加人数の増 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

３会場５教室で対象４年生約900人のう

ち、90人（約10％）参加 

【2020年の目標】 

開催会場、教室数を増やし対象児童の約

12％参加 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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28） 青少年地域ふれあい事業（放課後子どもげんき教室） 【社会教育課】 

降以度年6102度年5102・組取的急緊

放課後子どもげんき教室の開催： 

委託金 38.9万円 

放課後子どもげんき教室の開催： 

実施校の増に合わせ委託金総額増 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

実施校数 ３校 

【2020年の目標】 

実施校数 ４校 

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとり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とともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期と

いった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」（内閣府による）と定義さ

れます。 

仕事と生活の調和をめぐる問題として、男性の長時間労働に加え、女性においては、特に、

継続就業を希望しながらも離職する傾向が高く、結婚や出産・育児と就業とを両立させるには大

きな壁が存在することが問題となっています。 

「坂戸市子ども・子育て支援事業計画」（平成27～31年度）に基づき「働く親が安心して子育て

できる環境づくりの推進」を行うとともに、就業を目指す子育て世代に就業を促す様々な方策を

推進します。 

】課進推権人【業事援支ジンレャチ再のめたの性女）１

就業を目指す子育て世代の母親をメインターゲットに、情報提供や意識啓発を行い、地元で

の再就職を促進する。 

】課援支て育子【）※（度制成助育保家実）２

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。 

】課援支て育子【）※（業事営運ータンセ・トーポサ・ーリミァフ）３

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。 

】課育保【）※（業事策対童児機待等園育保）４

待機児童を解消するため、既存施設（認可保育園、認定こども園）の定員増、小規模保育施

設を設置し、定員の確保を図る。 

】課育保【）※（業事備整所育保童学）５

学童保育所を全小学校区に整備する。また老朽化している学童保育所の改修をする。 

現状と課題

３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

取組の方向性

事業

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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】課進推権人【業事援支ジンレャチ再のめたの性女）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

ビジネスマナー講座 １回 

パソコン講座（ワード、エクセル） １回 

講演会（男女共生をテーマとする）の開催 

回１

就労をサポートするための講座や講演会

等を開催（2015年度の結果を受け、内容

の見直しを含め実施） 

女性のための資格取得講座 

（資格取得を目指して） 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

各講座とも 16名（定員） 

講演会 300名（定員） 

【2020年の目標】  

講座参加者 100名 

（うち就職活動等にプラスになった人80名）

】課援支て育子【）※（度制成助育保家実）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

実施に向けた調査・検討 実家保育助成 

（支給額については今後検討） 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

（現状） 

－ 

【2020年の目標】 

支給対象者のうちの転入者数 

（転出抑制の効果についてもアンケート調

査にて検証） 

】課援支て育子【）※（業事営運ータンセ・トーポサ・ーリミァフ）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

子育ての相互援助活動を行う。 継続実施 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 Ｈ27年４月１日現在 

利用会員 351人　　協力会員 106人 

両方会員 42人 

【2020年の目標】 

現状を維持、拡大 

】課育保【）※（業事策対童児機待等園育保）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

認定こども園の定員増 認可保育所の定員増 

認定こども園、小規模保育施設の設置 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

待機児童数 ３人 

【2020年の目標】 

待機児童数 ０人 

】課育保【）※（業事備整所育保童学）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

学童保育所既存施設の定員増 未設置校区へ学童保育所を整備等 取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

学童保育所施設数：12箇所 

定員 830人 

【2020年の目標】 

学童保育所施設数：14箇所 

定員 890人 

短期・中長期の工程表

基本目標２　将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
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本市には、富士見工業団地（川越市、鶴ヶ島市にまたがる96ha）、にっさい工業団地（49.2ha）

があり、整えられた用地に多くの企業が立地しています。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25～30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。本市の産業団地は、企業

の生産・物流拠点として、交通利便性と防災面の安全性により立地企業から高い評価を得てい

ます。 

東京近郊に位置し、交通利便性が高い本市の優位性を生かした産業基盤を整備し、企業を

誘致するとともに、既存の市内企業への支援を行います。 

】課政労工商【）金励奨進促用雇（成助るす対に主用雇）１

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。 

】課政労工商【）※（業事励奨致誘場工）２

平成20年４月以降に市内特定地域に工場を新設、または移設し操業開始する事業所に対し、

操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、操業開始時に市内在住者を１年間以上常用従業員として雇用した場合には、１年間１人

につき10万円、最大３年間雇用促進奨励金として交付する。 

】課政労工商【業事援支達発営経業創）３

平成26年度に制定された小規模企業振興基本法（注12）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た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。 

】課政労工商【業事資融業企小中）４

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。  

現状と課題

基本目標３ 産業に選ばれ続ける都市をつくる

１ 地域産業の競争力強化（業種横断的取組（注11））

取組の方向性

事業

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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】課政労工商【）※（業事援支着定場職の等者若）５

坂戸市区域内にある工業団地の雇用促進及び職場定着を図るため、団地組合会員企業の

経営者や管理者等を対象にした雇用管理研修を行うとともに、地域の若手社員に対するメンタ

ルトレーニング研修等を行う。 

】課画計市都【業事進推りくづ盤基業産るけおに区地進推発開）６

交通の優位性をいかし、開発推進地区の土地利用転換を行う。 

】課政労工商【）金励奨進促用雇（成助るす対に主用雇）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

成助の金励奨用雇成助の金励奨用雇

【現状】 

雇用者29,673人 

（統計坂戸25年度版 各市の事業所数・

事業者数より） 

【2020年の目標】   

雇用者30,500人 

】課政労工商【）※（業事励奨致誘場工）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

成助の金励奨成助の金励奨

【現状】 

産業団地空き無し 

【2020年の目標】 

現状（空き無し）を維持 

】課政労工商【業事援支達発営経業創）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

① 空き店舗活用創業支援  

② 産業展 

① 空き店舗活用創業支援   

② 創業塾  

③ 創業等支援相談 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】  

市内創業者 年間10件 

相談件数 30件 

【2020年の目標】  

市内創業者 年間25件 

相談件数 60件 

】課政労工商【業事資融業企小中）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

預託金 10,000千円 

損失補償 1,050千円 

利子補給 249千円 

預託金 10,000千円 

損失補償 1,050千円 

利子補給 249千円 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

預託金 10,000千円 

【2020年の目標】 

現状を維持 

短期・中長期の工程表

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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】課政労工商【）※（業事援支着定場職の等者若）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

催開会修研催開会修研

【現状】  

研修会３回 

【2020年の目標】 

研修会３回以上開催 

】課画計市都【業事進推りくづ盤基業産るけおに区地進推発開）６

 緊急的取組・2015年度 2016年度以降 

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

市街化区域編入のための都市計画案の

立案、関係機関協議及び必要な手続き 

市街化区域編入、市街地開発事業認可

及び産業立地 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

市街化調整区域 被雇用者 ０人 

固定資産税（土地） 約50万円 

【2020年の目標】 

市街化区域 被雇用者 約1,000人 

固定資産税（土地、家屋及び償却資産） 

円万千５億２約

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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工業、商業などの産業分野別に支援を行います。 

】課政労工商【）※（業事励奨致誘場工）１

平成20年４月以降に市内特定地域に工場を新設、または移設し操業開始する事業所に対し、

操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、操業開始時に市内在住者を１年間以上常用従業員として雇用した場合には、１年間１人

につき10万円、最大３年間雇用促進奨励金として交付する。  

】課政労工商【業事成助修改宅住･舗店化性活済経域地）２

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。 

】課政労工商【）※（業事励奨致誘場工）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

工場誘致奨励金の助成 工場誘致奨励金の助成 

【現状】 

産業団地空き無し 

【2020年の目標】 

現状（空き無し）を維持 

】課政労工商【業事成助修改宅住･舗店化性活済経域地）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

成助の金助補成助の金助補

取組内容

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

補助金5,000千円 

【2020年の目標】 

制度の充実 

現状と課題

２ 地域産業の競争力強化（分野別取組（注１3））

取組の方向性

事業

短期・中長期の工程表

本市は、今後、主な働き手である生産年齢（15～64歳）の人口減から見込まれる雇用・所得

の減少に対し、その維持・増加の取組が必要となります。単に雇用を確保するだけでなく、付加

価値の高い、すなわち所得の高い職を地域に生み出すことが求められます。 

また、ベッドタウンとして発展し、広く郊外部が開発され、駅から離れた住宅（団）地は、約６割

の人が日常の買い物に自動車を利用しています。 

近年は、郊外への大型店の出店や人口減少による購買力の低下等により、商店数の減少、

商店街の衰退がみられ、こうした状況が続けば、市民・消費者の商業・サービス業利用の利便

性が著しく低下するおそれがあります。高齢化が進むことを見据えて、地域における商店・商店

街の役割を再認識し、きめ細かな対応をする必要があります。 

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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本市は、豊かな農業基盤があるものの、農業就業人口が平成12年から22年までの10年間で

半減し、65歳以上が約８割を占め、高齢農業者の引退を見越した新たな担い手の確保が最優

先で取り組むべき課題となっています。 

また、観光資源としては、各地域での獅子舞をはじめとする祭り、桜やしょうぶなどの花や聖

天宮などが挙げられます。中でも坂戸よさこいは、平成13年以降、毎年開催されており、平成27

年の第15回には、参加チーム66チーム、踊り子約2,700人が参加し、約20万人の観客が来場す

るなど、関東有数の祭りに成長しました。 

農業においては、本市の目指すべき農業の将来像とその実現のための農業政策推進の指

針となる「坂戸市農業振興ビジョン」が策定されており、これに沿って、経営規模の拡大によるコ

スト削減など、農業経営の改善を支援します。また、中間管理事業（注14）など国の施策を活用し、

担い手への農地利用集積を促進します。さらに、新規就農者や企業等新たな担い手の確保を

図ります。都市住民との交流型の農業経営を推進するとともに、坂戸ブランド野菜、加工品を始

めとした農産物の高付加価値化（注１5）によりもうかる農業を推進します。 

観光資源としては、市民に親しまれ市の木にも指定されている桜をより楽しんでもらえるよう、

会場や催事を充実させるとともに、坂戸よさこいについては、市民中心の実行委員会による運

営を推進するほか、市内各地の地域資源を生かした観光振興を図ります。 

】課興振業農【業事備整トッケーマズーマーァフ）１

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。 

２） 農業活性化事業（６次産業化ネットワーク活動推進事業） 【農業振興課】 

農業振興ビジョン実現のための農業振興推進計画を策定し、ブランド野菜の生産拡大、地産

地消の促進等を行い、農業の活性化を図る。 

】課興振業農【業事園農民市）３

農業者以外の市民が野菜や花等を栽培して自然とのふれあいや農業に関する理解を深める

機会を創出するため、市民農園の開設及び運営を支援する。 

】課興振業農【）催開の市クッラト軽（業事化性活業農）４

農産物の販路拡大、ブランド野菜の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。 

】課興振業農【）※（業事援支者農就規新）５

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。 

現状と課題

３ 農業・観光による地域の活性化

取組の方向性

事業

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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】課政労工商【業事RP光観）６

】課政労工商【業事興振光観）７

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。 

】課政労工商【業事援支いこさよ戸坂）８

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とともに実行委員会による運営をさらに進めて

いく。 

】課興振業農【業事備整トッケーマズーマーァフ）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

視察研修を伴う設置場所等の検討 設置場所等の検討 

【現状】 

ファーマーズマーケット ０施設 

【2020年の目標】 

ファーマーズマーケット １施設 

２） 農業活性化事業（６次産業化ネットワーク活動推進事業） 【農業振興課】 

降以度年6102度年5102・組取的急緊

農業活性化事業費補助金交付、組織活

動の支援、農業者と地域事業者との連携

支援 

組織活動の支援、農業者と地域事業者と

の連携支援、新商品開発の支援 

【現状】 

新商品数 ０品目 

【2020年の目標】 

新商品数 ８品目 売上額 10,000千円 

】課興振業農【業事園農民市）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

理管の園農民市理管の園農民市

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

農園区画数 239区画 

参加市民 188人 

【2020年の目標】 

現状を維持 

参加市民 200人 

短期・中長期の工程表

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を活用し、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

の作成や取材活動など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。

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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】課興振業農【）催開の市クッラト軽（業事化性活業農）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

へ体団者業農たけ向に催開市クッラト軽催開の市クッラト軽

の支援 

【現状】 

開催日 月４回 開催場所 ２箇所 

【2020年の目標】 

開催日 月６回 開催場所 ２箇所 

】課興振業農【）※（業事援支者農就規新）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

いるま地域明日の農業担い手育成塾の

実施（市、川越農林振興センター、いるま

野農業協同組合） 

担い手育成塾の継続実施 

企業参入支援 

【現状】 

担い手育成塾生 １名 

参入企業数 ０社 

【2020年の目標】 

担い手育成塾生 ３名  

青年就農給付金受給者 ３名 

参入企業数 １社 

】課政労工商【業事RP光観）６

降以度年6102度年5102・組取的急緊

デジタルフォトコンテスト開催  

（隔年） 

デジタルフォトコンテスト開催  

【現状】 

ガイドマップ 年間20,000冊の配布 

ルートガイド 年間10,000冊×２種の配布 

デジタルフォトコンテスト応募数 150点 

【2020年の目標】 

ガイドマップ 年間30,000冊の配布 

ルートガイド 年間15,000冊×２種の配布 

デジタルフォトコンテスト応募数 300点 

】課政労工商【業事興振光観）７

降以度年6102度年5102・組取的急緊

にっさい桜まつり開催 にっさい桜まつり開催 

【現状】 

市主催のまつり開催 

【2020年の目標】 

地域主体のまつり開催 

】課政労工商【業事援支いこさよ戸坂）８

降以度年6102度年5102・組取的急緊

坂戸よさこい実行委員会補助 坂戸よさこい実行委員会補助 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

会場運営、安全計画、広報PRなどに対

し、事務局として支援 

【2020年の目標】 

市民、商店会、踊りチーム等の民を主体と

した運営 

観光ガイドマップ改訂印刷 

観光ルートガイド作成印刷

観光ガイドマップ改訂印刷 

観光ルートガイド作成印刷

基本目標３　産業に選ばれ続ける都市をつくる
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（１） 地域コミュニティの支援 

高齢化と人口減少が進む中では、世帯人員も減少する一方、財政の厳しさから公共サービス

にも限界があるため、地域の防犯・防災活動、環境保護や健康づくり活動などにおいて、地域

コミュニティの中心として位置付けられる、区･自治会･町内会等の住民自治組織（以下「自治会」

という。）の役割が重要になります。また、近隣での見守りや助け合いなどのより小さな単位での

活動や、自治会間の協力などもこれまで以上に必要となってきます。 

本市では、市内154か所に自治会が設置され、住みよい地域づくりを目指して、防災・防犯活

動、地域の美化活動、各種スポーツ行事等を市と協力して実施しています。 

自治会を中心とした、地域コミュニティの自立、活性化のための支援を行います。 

自治会相互の交流を促進するとともに、自治会と市民活動団体等との協働関係を構築するた

めの支援を行います。 

また、広範的な地域の安全・安心のため隣接市町との連携を踏まえたきめ細かい防犯・防災施

策を展開します。

】課全安災防【自主防災組織整備等事業）１

自主防災組織の結成率を向上させ、自主防災組織の活動を促進することで、地域の防災力

を高め、市民の安心感を高める。内容として、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。 

また、防犯・防災体制の強化を図るため、自主防災組織・消防・警察・医療機関と連携した事

業を積極的に推進する。

】課活生民市【業事進推りくづィテニュミコ）２

市内154か所にある住民の自治組織である自治会に対し、自立・活性化のための支援及び運

営等に対する補助として、自治会運営費交付金、また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する。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。 

現状と課題

基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

１　安心なふるさとづくりの推進

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課全安災防【業事備整織組災防主自）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

自主防災組織活動補助金の増額 自主防災組織活動補助金の増額 

【現状】 

自主防災組織結成率 77.5％ 

自主防災訓練実施率 64.0％ 

【2020年の目標】 

自主防災組織結成率 80％ 

自主防災訓練実施率 70％ 

】課活生民市【業事進推りくづィテニュミコ）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・集会所建築等補助金の交付 

・コミュニティづくり推進事業 

・団体一般補助 

（自治会運営費交付金） 

・集会所建築等補助金の交付 

・コミュニティづくり推進事業 

・団体一般補助 

（自治会運営費交付金） 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

自治会加入率 71.4％ 

（Ｈ27年４月１日現在） 

【2020年の目標】 

自治会加入率 現状維持 

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（２） 市民活動・社会参加の推進 

高齢化と人口減少が進む中では、地域コミュニティ活動の充実とともに、市民が自発的に取り

組む市民活動が重要となり、行政も市民活動団体と協働により地域の課題を解決することが求

められています。 

本市では、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

コーナーを開設し、市民活動の支援拠点としています。また、市の北坂戸出張所内に市民活動

交流フロアを設置し、健康、福祉、社会教育、まちづくり、文化、環境、国際協力、災害救助及び

NPO支援などの様々な分野での市民公益活動を支援しています。 

市民活動団体への支援と拠点の維持・充実を行い、市民活動団体と行政の協働を推進する

とともに、市民ニーズの把握を行い、市民の政策形成への参加を進めます。 

また、地域住民、区・自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織、福祉事業者、社会福祉

協議会等及び行政が協力し、誰もが安心して暮らしていく地域社会を創るため「第２期坂戸市地

域福祉計画」（平成27～31年度）を策定しており、その推進を行います。 

】課活生民市【業事援支及普動活民市）１

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。 

】ータンセ康健民市【）※（業事援支動活りくづ康健域地）２

市民の健康づくりを支援する環境整備をするとともに人材を育成することで、市民主体の健康

づくりを推進する。 

】課活生民市【業事援支及普動活民市）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

市民活動普及啓発講座・イベント等の開催 

市民活動支援施設の維持管理 

事業内容・実施時期等が類似している事

業の連携・共催・集約を図る。 

【現状】 

市民活動支援施設の利用件数 271件 

【2020年の目標】 

市民活動支援施設の利用件数 300件 

】ータンセ康健民市【）※（業事援支動活りくづ康健域地）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

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 

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 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

出前講座等参加者数 250人（H26） 

【2020年の目標】 

出前講座等参加者数 300人（H31） 

短期・中長期の工程表

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（３） シティプロモーションの強化 

平成27年３月策定の「坂戸市定住促進施策基本方針」は、「情報発信の強化」、「住環境の整

備」、「働く場所の確保」、「暮らしやすさの充実」により、定住人口の維持増加を図るものとして

おり、特に情報発信の強化に努めることを求めています。 

また、同基本方針では、シティプロモーションについて、まちの魅力を市内外にアピールし、人

や企業に関心を持ってもらい、誘致や定着を図ることで、将来にわたりまちの活力を得ることに

つなげる活動としています。しかしながら、現状ではこの概念を達成するために努力をしている

ものの、十分に機能しているとは言い難い状況となっています。プロモーションにかかる手法は

社会の変化に大きく影響されることからも、効果を高める余地が十分にあると思われます。

あらゆる方策を駆使してPRに努め、シティプロモーションを強力に実践していきます。 

】課聴広報広【）※（業事進推ンョシーモロプィテシ）１

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）をメインに新しい活力の創造と誘致を行う。また、近隣市町の不動産会社や東武東上線

沿線の各駅へ散歩マップ「いいね坂戸」を設置し、坂戸市の良さをアピールする。 

】課画企策政【）業事進推金附寄りくづちま（発啓の税納とさるふ）２

寄附件数・寄附額の増加はもとより、ふるさと納税制度を活用した戦略的なプロモーション活

動を展開し坂戸市を全国にPRし、来訪者や定住者の増加、産業振興につなげる。 

】課聴広報広【）※（業事進推ンョシーモロプィテシ）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

ターポ・ジーペムーホ、行発のどかさ報広築構トイサルターポ

ルサイトの運営事業 

ＳＮＳ、データ放送サービスの利用等 

【現状】 

ホームページサイト訪問者数  

年/人855,485

【2020年の目標】 

ホームページサイト訪問者数  

年/人000,008

】課画企策政【）業事進推金附寄りくづちま（発啓の税納とさるふ）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・ポータルサイトでの寄附申込み開始 

・郵便局での寄附申込みを開始 

・謝礼品に南魚沼市の特産品を追加 

・ふるさと納税を通じた本市のPR活動 

・企業版ふるさと納税を活用した施策 

・まちづくり寄附金推進事業の拡充 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

寄附件数 134件 

寄附額 304万円 

【2020年の目標】 

寄附件数 4,000件 

寄附額 1億円 

短期・中長期の工程表

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（４） 市内大学との連携強化 

本市には、東武東上線及び東武越生線沿線に立地する、女子栄養大学、城西大学、明海大

学及び東京国際大学等のキャンパス、グラウンドが複数あるほか、高校も４校あり、多くの学生

が駅を利用しているという特徴があります。 

平成18年10月に本市と女子栄養大学・城西大学・明海大学との「坂戸市民の健康づくりに関

する連携協力協定」が締結され、さらに平成20年６月には城西大学との間に「相互連携協力に

関する基本協定」を締結するなど、大学との連携が進んでいます。 

また、埼玉エコタウン構想と連携した事業として、少子高齢化による人口減少が進む北坂戸

団地に活気を取り戻すため、坂戸市と城西大学、隣接する鳩山町に立地する東京電機大学が

れています。 

協力し、駅前商店街の空き店舗をサロンとして活用する北坂戸団地にぎわい再生事業が進めら

複数の大学や関連施設が立地する利点を生かし、産学官連携を進め、在学生・卒業生と協

働して地域の振興を図ります。 

】課画企策政【）※（業事生再いわぎに地団戸坂北）１

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。 

】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）２

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。市は、学生（大学）へ補助金として交付する。 

３） 葉酸（注１6） 】ータンセ康健民市【）※（業事進推トクェジロプ

女子栄養大学を始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。 

】課画企策政【）※（業事生再いわぎに地団戸坂北）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

北坂戸にぎわいサロンの運営支援  

２か所 

北坂戸にぎわいサロンの運営支援 

２か所 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

H26施設利用者数 5,406人 

（H26.6～H27.3、10か月） 

【2020年の目標】 

施設年間利用者数 12,000人 

短期・中長期の工程表

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

整調のと関機係関の等RUや学大・

・補助要綱の設置 

・協定締結 

・制度の周知 

【現状】 【2020年の目標】 

入居人数 20部屋40人、 

地域貢献活動日数 400日（１人10日） 

】ータンセ康健民市【）※（業事進推トクェジロプ酸葉）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

セミナーを年１回開催 

普及啓発講演会を年１回開催 

セミナーを年１回開催 

普及啓発講演会を年１回開催 

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） 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

葉酸関連講座参加者数 

1,278人（Ｈ18～26年度） 

【2020年の目標】 

葉酸関連講座等参加者数 

1,800人（Ｈ31年度末） 

－ 

－ 

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（５） 高齢者への支援 

「坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（第６期計画）を推進し、地域の実情を踏まえ

た地域包括ケアシステムの構築を図ります。 

】課祉福者齢高【業事策対いがき生者齢高）１

高齢者の生きがいづくりと健康の増進を図るとともに、相互親睦を深める事業を実施する。 

】課祉福者齢高【業事援支活生者齢高護介要）２

坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、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。  

】課祉福者齢高【実充の業事援支域地）３

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。 

】課祉福者齢高【業事策対いがき生者齢高）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

健康づくり事業４事業：  

・ゲートボール大会、歩け歩け大会、グラ

ウンドゴルフ大会、高齢者歌謡ショー 

・

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

・健康づくり事業への参加延べ人数 

人467,1

【2020年の目標】 

・健康づくりへの関心が高まり、健康づくり

事業への参加延べ人数が増える  

 1,968人 （H29年度） 

短期・中長期の工程表

現状と課題

取組の方向性

事業

本市の総人口は、近年横ばいで推移していますが、平成27年４月１日の65歳以上高齢者数

は過去最高の26,190人で、高齢化率は25.9％となっています。

また、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯は、平成12年から平成22年までの10年間で倍

増しており、高齢者数と同様に今後も増加していくことが見込まれます。団塊の世代が75歳以上

となり高齢化が一段と進む、いわゆる2025年問題に向けて、高齢者福祉及び介護保険事業の

更なる充実を図り、「地域包括ケアシステム（注17）」の実現への取組をより強化していくため、

平成27年度から平成29年度を計画年度とする「坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」

（第６期計画）を策定しました。

スポーツや市民活動、健康づくり関係課

等と連携し、市全体で取組をPRするとと

もに、地域で活動する環境を整備・支援

することで、幅広い年代の地域活動への

参加を促進する。 

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課祉福者齢高【業事援支活生者齢高護介要）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

各種福祉サービス事業の実施 各種福祉サービス事業の実施に併せ、受

益者負担を徴収することで、限られた財源

であっても利用者増に対応できる。 

【現状】 

９事業実施利用者数 608人 

【2020年の目標】 

９事業実施利用者数 716人 （H29年度） 

】課祉福者齢高【実充の業事援支域地）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・介護予防・日常生活支援総合事業の

サービス提供体制の整備 

・地域包括支援センターの充実 

・認知症総合支援体制の構築 

・在宅医療・介護連携推進事業の適正な

実施 

・生活支援体制整備事業の充実 

・日常生活支援総合事業をH28年４月から

開始する。 

・地域包括支援センター専門職員の充実

と、高齢者人数に応じた地域包括支援セ

ンターの適正配置や人員増の検討 

（地域包括支援センターのサテライト化） 

・認知症初期集中支援チームの設置 

・在宅医療・介護連携推進事業の体制の

構築 

・日常生活圏域ごとの生活支援コーディ

ネーターの設置 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

H27年３月の市民意識調査 現在の満足

度において 

・医療機関・医療体制の充実の項目の満

足度 加重平均値+0.14 

・地域福祉活動および民間福祉活動の推

進  加重平均値±0 

・高齢者の福祉・介護サービスのための

施設や体制の充実  加重平均値-1.72 

・在宅で看取りをする方の割合 12.5％ 

（H25年度埼玉県保健統計年報） 

市民意識調査において 

・医療機関・医療体制の充実の項目の満

足度  

・地域福祉活動および民間福祉活動の推

進 

・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 

・在宅で看取りをする方の割合 13.5％ 

（埼玉県保健統計年報） 

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（６） 健康なまちづくりの推進 

本市では、平成18年10月に市内３大学（女子栄養大学、城西大学、明海大学）と「坂戸市民の

健康づくりに関する連携協力協定」を締結し、それぞれの大学の特色を生かした健康づくりを推

進しています。特に中核事業である「葉酸プロジェクト推進事業」では、女子栄養大学が認知症

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の研究を先駆的に行っている

ことに着目し、同大学の研究成果を市民の健康づくりに生かすなど、大学と協働で事業を展開し

てきました。 

現在は、「健康増進計画」と「食育推進計画」を包含した、「第２次坂戸市健康なまちづくり計画」

（平成26年度～35年度）を推進し、『日本一健康なまち』に向けた様々な取組を実施しています。 

市民参加と産学官の連携により「第２次坂戸市健康なまちづくり計画」を推進します。 

】ータンセ康健民市【業事策対防予析透工人）１

腎機能の指標であるクレアチニン値（注１8）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り、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。 

】ータンセ康健民市【業事談相･育教康健人成）２

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

の醸成により、市民の健康増進を図る。

】ータンセ康健民市【業事診健人成）３

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、健康行動が実践できるように成人向けの健診を行う。 

】ータンセ康健民市【）※（業事進推トクェジロプ酸葉）４

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。 

】ータンセ康健民市【）※（業事援支動活りくづ康健域地）５

市民の健康づくりを支援する環境整備をするとともに人材を育成することで、市民主体の健康

づくりを推進する。 

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】ータンセ康健民市【業事策対防予析透工人）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

慢性腎臓病予防講演会・食事教室・個別

相談を実施 

講座・相談・情報提供等と組み合わせる。 

国民健康保険加入者のレセプトデータを

分析し、重症化を予防する。 

【現状】 （H26） 

慢性腎臓病予防講演会受講者数 

194人（H26までは県補助事業） 

講演会・教室参加前後のeGFR（注１9）維持

改善率：90.2％ 

【2020年の目標】 

慢性腎臓病予防講演会予定受講者数 

100人（市単） 

講演会・教室参加前後のeGFR維持改善

率：現状を維持 

】ータンセ康健民市【業事談相･育教康健人成）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

健康教育・相談の実施、健康手帳の交付 講座・相談・情報提供等と組み合わせる 

【現状】 （H26） 

教室参加者数 ：6,022人 

健康手帳交付数 ：1,616人 

【2020年の目標】 

教室参加者予定人数：現状を維持 

健康手帳交付予定数：現状を維持 

】ータンセ康健民市【業事診健人成）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

該当者への無料クーポン券及び受診券の

送付 

健康増進法、がん予防重点健康教育及び

がん検診実施のための指針に則り実施 

【現状】 （H26） 

受診人数：17,499人 

【2020年の目標】 

受診人数：現状を維持 

】ータンセ康健民市【）※（業事進推トクェジロプ酸葉）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

葉酸プロジェクト推進事業： 

セミナーを年１回開催・普及啓発講演会を

年１回開催 

葉酸プロジェクト推進事業： 

セミナーを年１回開催・普及啓発講演会を

年１回開催 

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） 

【現状】 

葉酸関連講座参加者数 

1,278人（Ｈ18～26年度） 

【2020年の目標】 

葉酸関連講座等参加者数   

1,800人（Ｈ31年度末）  

】ータンセ康健民市【）※（業事援支動活りくづ康健域地）５

降以度年6102度年5102・組取的急緊

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 

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 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

出前講座等参加者数 250人（H26） 

【2020年の目標】 

出前講座等参加者数 300人（H31） 

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（７） 花と緑と清流に包まれたまちづくりの推進 

本市は、都心部への利便性の良さなどから住宅地として発展してきましたが、高麗川、越辺

川などの河川をはじめ、樹木や樹林など自然環境と共存してきました。 

こうした豊かな自然環境に囲まれた優良な住環境を維持するためには、これまで以上に市民

をはじめとする多くの関係機関や関係団体との協働による取組が重要となってきます。 

「坂戸市緑の基本計画」に基づき、緑の保全、緑化の推進、花があふれるまちづくりに関する

施策を推進します。 

】課策政境環【業事進推りくづちまの花）１

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への助成、風景絵画コンクール

の実施などを行う。 

】課策政境環【業事助補等木樹存保）２

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増進を図る。 

】課理管持維【業事備整道歩遊川辺越・川麗高）３

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。 

】課策政境環【業事進推りくづちまの花）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

管理しやすい花苗への変更 

市民ボランティアの発掘・育成 

管理しやすい花苗への変更 

市民ボランティアの発掘・育成 

【現状】 

市民花壇数 59箇所 

【2020年の目標】 

現状を維持 

】課策政境環【業事助補等木樹存保）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

指定樹木・樹林の管理に関する指導 指定樹木・樹林の管理に関する指導 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

保存樹木等指定件数 441件 

【2020年の目標】 

保存樹木等指定件数 485件 

短期・中長期の工程表

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課理管持維【業事備整道歩遊川辺越・川麗高）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

護岸整備（埼玉県） 

トイレ、休憩施設の設置 

道標・案内板の設置 

遊歩道マップ改訂版印刷 

休憩施設等の設置 

遊歩道の維持管理 

（清掃ボランティアとの連携） 
取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

トイレ ０か所 

休憩施設 ０か所 

ベンチ ０基 

【2020年の目標】 

トイレ １か所 

休憩施設 ２か所 

ベンチ ６基 

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（１） 住宅団地が抱える問題の解消 

本市は、住宅団地をはじめとして地域が開発された時期や方式も様々であり、地域の高齢化

や人口増減の差が生じています。高齢化や人口減少の激しい地域においては、住民自らが地

域の状況を把握し、地域の衰退に先手を打って対策を考える必要があります。 

また、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において「公的賃貸住宅団地において、集約化・

建替え等と併せて行う高齢者の地域包括ケアの拠点等の形成を促進し、高齢者等の多様な世

代がいきいきと生活し活動できる「スマートウェルネス住宅・シティ（注20）」の展開を推進する必

要がある」とされており、「2020年までにＵＲ団地（100団地程度）を医療福祉拠点化するとともに、

高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等を併設している100戸以上の規模の公的賃貸住

宅団地の割合を25％（2012年度21％）とすることを目指す」ことが掲げられています。 

本市には、大規模な北坂戸団地、東坂戸団地、若葉台団地などのＵＲ団地、東坂戸などの県

営住宅があり、高齢化や人口減少が進んでいます。 

加えて、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、地方移住のための方策として米国で普

及が進んでいるCCRCの日本への導入が推進されています。CCRC（注21）（Continuing Care 

Retirement Community）とは、「継続的なケア付きリタイアメントコミュニティ」であり、高齢者が

自立して生活できるうちに入居して、社会活動に参加し、介護が必要になった場合も医療を受け

ながら暮らし続ける仕組みです。 

一方、高齢者の大幅な増加が見込まれる大都市圏内の東京都や高蔵寺ニュータウン（名古

屋中心部から約17km）などでも地域にあった形でのCCRCが検討されています。 

住民自治組織とともに、地域の人口や住宅、商店、交通及び公共施設などの生活基盤の状

況を把握し、地域の将来を考えるための将来ビジョンをつくり、ＵＲ都市機構や埼玉県、関係機

関と協力した地域の生活利便性・持続可能性の維持・向上の活動につなげます。 

ＵＲ都市機構や埼玉県と協力してＵＲ団地の地域・医療福祉拠点化を推進するとともに、小中

学校の統廃合後における跡地を一体的に活性化できる施策についても検討を進めます。 

また、CCRCを、坂戸市の住宅団地に適用できる部分を検討し、実践していきます。 

】課画企策政【業事応対地団宅住）１

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

まれることから、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。 

】課画企策政【）※（業事生再いわぎに地団戸坂北）２

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。 

現状と課題

取組の方向性

事業

２　将来を見据えた地域づくりの推進

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）３

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。市は、学生（大学）へ補助金として交付する。 

】課祉福者齢高・課画企策政【）※（業事化ルデモCRCC版戸坂）４

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。 

】課画企策政【業事応対地団宅住）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

将来推計から住宅団地ごとの問題点の把

握 

・住宅団地ごとの支援内容の検討 

・住宅団地ごとの将来ビジョンの作成 

【現状】 
－ 

－ 

－ 

－ 

【2020年の目標】 

住宅団地ごとの将来ビジョンの作成 

】課画企策政【）※（業事生再いわぎに地団戸坂北）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

北坂戸にぎわいサロンの運営支援  

所か２

北坂戸にぎわいサロンの運営支援 

所か２

【現状】 

H26施設利用者数 5,406人 

（H26.6～H27.3、10か月） 

【2020年の目標】 

施設年間利用者数 12,000人 

】課画企策政【）※（業事進推化性活地団）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・大学やＵＲ等の関係機関との調整 

・補助要綱の設置 

・協定締結 

・制度の周知 

【現状】 【2020年の目標】 

入居人数 20部屋40人、 

地域貢献活動日数 400日（１人10日） 

】課祉福者齢高・課画企策政【）※（業事化ルデモCRCC版戸坂）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・制度設計、根拠法令の整理、補助金等

の財源の確保 

・地目の用途変更の手続き 

・関係課の横の連携 

（健康づくり・医療・介護・就労・社会参加・

生涯学習・買い物等） 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

・新規構想 

【2020年の目標】 

・坂戸版CCRCの事業化 

・利用者の満足度調査 

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（２） ＰＰＰ／ＰＦＩ（注22）、公的不動産活用（注23）

ＰＦＩは、社会資本整備に民間資金を活用する手法であり、ＰＰＰは官民連携としてより広い公

共サービスの提供に民間の能力を活用する手法です。 

ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン（平成25年６月６日民間資金等活用事業推

進会議（座長：内閣総理大臣）決定）では、民間と地域の双方にとって魅力的なＰＰＰ／ＰＦＩ事業

を、今後10年間（平成25～34年）で全体で12兆円規模、そのうち地方公共団体等が保有する公

的不動産については２兆円規模で推進するとうたわれています。 

本市では、旧市立北坂戸中学校跡地を利用するエコタウン事業を、民間事業者を公募して

行った実績があります。平成26年度に策定しました坂戸市公共施設等マネジメント計画でも、民

間事業者の活用、民間ノウハウの取り入れによる計画を推進しています。 

ＰＰＰ／ＰＦＩ、公的不動産活用を、公共施設等マネジメント計画をはじめとする各種計画、坂戸

版CCRCモデル化事業等で推進します。 

】課理管設施【）※（進推の画計トンメジネマ等設施共公）１

限られた財源の中、高齢化・少子化等による公共施設等の利用需要の変化を踏まえ、老朽

化していく公共施設等の総合的かつ計画的な管理をしていく。 

】課祉福者齢高・課画企策政【）※（業事化ルデモCRCC版戸坂）２

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。 

】課理管設施【）※（進推の画計トンメジネマ等設施共公）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

10年間のアクションプラン（注24）策定 10年間のアクションプラン策定 

市民コメント等の市民参加手法の実施 

ホームページ等による市民への情報提供 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

・公共施設総延床面積 224,830.63㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

・満足・やや満足 14.8％ 

（2014年市民意識調査） 

・経常収支比率 88.0％ 

【2020年の目標】 

・公共施設総延床面積 210,000㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

・満足・やや満足 14.8％以上 

（2019年市民意識調査） 

・経常収支比率 88.0％以下 

現状と課題

取組の方向性

事業

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課祉福者齢高・課画企策政【）※（業事化ルデモCRCC版戸坂）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

・制度設計、根拠法令の整理、補助金等

の財源の確保 

・地目の用途変更の手続き 

・関係課の横の連携 

（健康づくり・医療・介護・就労・社会参加・

生涯学習・買い物等） 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

・新規構想 

【2020年の目標】 

・坂戸版CCRCの事業化 

・利用者の満足度調査 

－ 

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（１） 公共施設等マネジメント計画の推進 

国では、公共施設や道路・橋などのインフラの老朽化対策に関する政府全体の取組として、

平成25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、それに

基づき、地方公共団体に公共施設等総合管理計画の平成28年度までの策定が要請されてい 

ます。 

本市は、公共施設やインフラを人口急増に対応するために集中的に建設した結果、今では築

30年を超える施設が大多数を占め、その改修や更新には莫大な経費と労力を費やすことが予

想されます。 

このような状況を踏まえ、本市では、国より要請された公共施設等総合管理計画にあたる坂

戸市公共施設等マネジメント計画（平成27～56年度）を策定しました。 

坂戸市公共施設等マネジメント計画のアクションプランを策定・推進するとともに、公共施設や

インフラの一元的な管理を行い、適切な点検・診断による評価を通じ、公共サービスの維持・ 

向上、コストの削減、安全の確保と長寿命化等を目指して、改修、更新、整備及び統廃合を進め

ます。 

】課理管設施【）※（進推の画計トンメジネマ等設施共公）１

限られた財源の中、高齢化・少子化等による公共施設等の利用需要の変化を踏まえ、老朽

化していく公共施設等の総合的かつ計画的な管理をしていく。 

】課理管設施【）※（進推の画計トンメジネマ等設施共公）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

10年間のアクションプラン策定 10年間のアクションプラン策定 

市民コメント等の市民参加手法の実施 

ホームページ等による市民への情報提供 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】   

・公共施設総延床面積 224,830.63㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

・満足・やや満足 14.8％ 

（2014年市民意識調査） 

・経常収支比率 88.0％ 

【2020年の目標】 

・公共施設総延床面積 210,000㎡ 

・小・中学校の施設や教育内容の充実 

満足・やや満足 14.8％以上 

（2019年市民意識調査） 

・経常収支比率 88.0％以下 

現状と課題

取組の方向性

事業

短期・中長期の工程表

３　人口減少等を踏まえた既存ストック（注25）のマネジメント強化

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（２） 拡散した都市機能の集約と生活圏の再構築 

国では、地域の高齢化と人口減少に対応するために都市機能の近接化による歩いて暮らせ

る集約型まちづくりの実現に向け、拡散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進めていく

こととしています。具体的には、医療施設、社会福祉施設、教育文化施設等の都市のコアとなる

施設の集約地域への移転を促進し、移転跡地の都市的土地利用を抑制する支援制度（集約都

市（コンパクトシティ（注26）形成支援事業）を平成25年度に創設し、平成26年８月の改正都市再

生特別措置法の施行にあわせ、立地適正化計画（注27）制度を支援の対象に追加しています。

立地適正化計画を策定し、集約都市（コンパクトシティ）形成支援事業を、本市の都市構造に

合った形で活用し、コンパクトシティの実現を目指します。 

】課画計市都【業事定策画計化正適地立）１

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。この計画を基に、居住誘導、

都市機能誘導を行い、コンパクトシティの実現を目指す。 

】課画計市都【業事定策画計化正適地立）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

都市構造の評価・分析、将来都市構造の

検討等 

必要施設・事業の検討、計画案の策定、

住民意見の聴取、協議会運営、計画の策

定・実施・評価・見直し等 

取組内容

2020年KPI

（成果目標）

【現状】 

－ 

【2020年の目標】 

コンパクトシティの形成、都市機能誘導施

設の整備 

（居住誘導区域内人口密度の向上） 

現状と課題

取組の方向性

事業

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る

50



（３） 空き家等対策の推進 

人口減少にともない、空き家による周辺への悪影響が各地で問題視されています。そのため、

空き家対策条例が全国の自治体で策定されており（355自治体 平成26年４月国土交通省調べ）、

本市においても、平成25年10月に坂戸市空き家等の適正管理に関する条例を施行しました。

また、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年11月に成立したことで、市町村は

国の基本指針に即した計画を策定できることとなりました。 

空家等対策の推進に関する特別措置法および坂戸市空き家等の適正管理に関する条例に

基づき、空き家対策を推進します。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

動した取組を実践します。 

】課全安災防【業事策対等家き空）１

市内における空き家等の実態調査を行い、特定空家等に対しては所定の措置を講ずるととも

に、除却を行う際には補助金を交付する。また、空き家等の利活用を進めるため空き家バンクを

実施する。  

】課画計市都【業事進推居同代世３）２

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相談窓口を運営する。 

】課画計市都【業事進促用活の度制げ上借ムーホイマ）３

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活用して、高齢者

（50歳以上）の所有する戸建て住宅を子育て世帯へ賃貸することを円滑化し、子育て世帯に広

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。 

】課画計市都【業事進促修改震耐宅住）４

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。 

現状と課題

取組の方向性

事業

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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】課全安災防【業事策対等家き空）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

空き家バンク制度の策定 空き家対策計画の策定 

空き家実態調査の実施 

空き家バンクの運用 

【現状】 

空き家件数：1,290件 

（H25総務省統計局住宅･土地統計調査） 

【2020年の目標】 

空き家の利活用件数：10件以上 

】課画計市都【業事進推居同代世３）２

降以度年6102度年5102・組取的急緊

３世代同居推進にかかる相談窓口の設置
検討

【現状】 

３世代同居推進にかかる相談窓口
相談件数 ０件 

【2020年の目標】 

３世代同居推進にかかる相談窓口
相談件数 100件 

３世代同居推進にかかる相談窓口の運営
及び周知 

】課画計市都【業事進促用活の度制げ上借ムーホイマ）３

降以度年6102度年5102・組取的急緊

マイホーム借上げ制度の周知 マイホーム借上げ制度の活用促進 

【現状】 

ＪＴＩ転貸戸数 ０戸 

【2020年の目標】 

ＪＴＩ転貸戸数 25戸 

】課画計市都【業事進促修改震耐宅住）４

降以度年6102度年5102・組取的急緊

既存木造住宅の耐震診断について、13万

円を上限として補助金を交付 

既存木造住宅の耐震改修工事について、

60万円を上限として補助金を交付 

継続的に実施 

取組内容

2020年ＫＰＩ

（成果目標）

取組内容

2020年ＫＰＩ

（成果目標）

取組内容

2020年ＫＰＩ

（成果目標）

取組内容

2020年ＫＰＩ

（成果目標）

【現状】 

補助実績 

（診断）　H26：６件

（改修）　H26：３件

【2020年の目標】 

耐震診断・耐震改修の補助実績 

件01間年

短期・中長期の工程表

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（１） 川越比企地域での連携 

今後、高齢化と人口減少が進むと、地方財政が一層厳しくなることが予想され、自治体間で

の公共施設の相互利用や広域での事務処理、連携しての対外活動を行うことの必要性が高く

なります。 

本市は、歴史・文化のつながりが深く、道路や鉄道により生活圏域が密着している地域として、

坂戸市、川越市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町の４市３町による埼玉県川越

都市圏まちづくり協議会（レインボー協議会）を形成しています。 

各市町がそれぞれに進めている地域特性を生かしたまちづくりを広域的視点から捉え、お互

いに連携・協力しながらひとつの都市圏として発展していくことを目指して、埼玉県川越都市圏

まちづくり基本構想・基本計画（レインボープラン）を策定しています。 

当協議会では、これまでに図書館の相互利用、広域情報などを統一紙面で掲載する「広報紙

の相互掲載」（レインボーニュース）、圏域内の自然、景観、歴史的遺産を紹介した「広域観光ガ

イド」の発行などを行ってきました。 

第３次埼玉県川越都市圏まちづくり基本構想・基本計画（レインボープラン）を策定・推進し、

圏域内の連携を強化するとともに、共通する行政課題に対し一体的に取り組んでいきます。 

】課画企策政【業事りくづちま圏市都越川）１

川越都市圏まちづくり協議会が主体で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。 

】課画企策政【業事りくづちま圏市都越川）１

降以度年6102度年5102・組取的急緊

広域行政、第２次レインボープラン（H18～

27）の推進 

広域行政、第３次レインボープラン（H28～

37）の推進 
取組内容

2020年ＫＰＩ

（成果目標）

【現状】 

公の施設相互利用者数（H26） 157,037人 

【2020年の目標】 

公の施設相互利用者数（H31） 174,000人 

現状と課題

取組の方向性

事業

短期・中長期の工程表

４　広域連携の推進

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る
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（参考） 総合戦略と本市の関連計画の対応 

基本目標１ 若い世代に選ばれ続ける都市をつくる
１　若い世代への定住支援
基本目標２ 将来の世代に選ばれ続ける都市をつくる
１　若者等の就職・職場定着、結婚・家族形成支援

２　妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

３　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
基本目標３ 産業に選ばれ続ける都市をつくる
１　地域産業の競争力強化（業種横断的取組）
２　地域産業の競争力強化（分野別取組）
３　農業・観光による地域の活性化
基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心な

くらしを守る
１　安心なふるさとづくりの推進
（１） 地域コミュニティの支援
（２） 市民活動・社会参加の推進
（３） シティプロモーションの強化
（４） 市内大学との連携強化

（５） 高齢者への支援

（６） 健康なまちづくりの推進

（７） 花と緑と清流に包まれたまちづくりの推進

２　将来を見据えた地域づくりの推進
（１） 住宅団地が抱える問題の解消
（２） PPP/PFI、公的不動産活用
３　人口減少等を踏まえた既存ストックの
マネジメント強化

（１） 公共施設等マネジメント計画の推進

（２） 拡散した都市機能の集約と生活圏の再構築
（３） 空き家等対策の推進
４　広域連携の推進

（１） 川越比企地域での連携

「坂戸市定住促進基本方針」

「坂戸市商工業ビジョン」（平成25～34年度）

「坂戸市農業振興ビジョン」（平成24～33年度）

「第２期坂戸市地域福祉計画」（平成27～31年度）

「坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
第６期（平成27～29年度）長生きプラン」
「第２次坂戸市健康なまちづくり計画」
（ 「第２次坂戸市健康増進計画」及び
 「第２次坂戸市食育推進計画」）
（平成26～35年度）
「第２次坂戸市環境基本計画」
（平成25～34年度）
「坂戸市緑の基本計画」（平成17～37年度）

「公共施設等マネジメント計画」
（平成27～56年度）

第３次埼玉県川越都市圏まちづくり基本構想・
基本計画（レインボープラン）（策定予定）

「坂戸市子ども・子育て支援事業計画」
（平成27～31年度）
「坂戸市定住促進基本方針」

総合戦略 関連計画等
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（１）ＰＤＣＡサイクルの実施

（２）多様な主体の参画 

５ 施策の推進

坂戸市においては、坂戸市総合振興計画をはじめとして、各計画に行政評価を導入し、
ＰＤＣＡサイクルを実施しています。
総合戦略の基本目標にある事業は、総合振興計画・実施事業に掲載し、ＰＤＣＡサイク
ルを実施するものとします。
重要業績評価指標（ＫＰＩ）などの達成状況をはじめ、各事業の実施状況や効果を把握・
検証し、基本目標の達成に向け効果的に取り組めるよう改善を図ります。

まち・ひと・しごとの創生には多様な主体の参画による取組が必要であることから、市
議会をはじめ、産・学・金・労・言なども参加して構成された「坂戸市総合振興計画審議
会」において、総合振興計画とともに、各団体の意見を踏まえて、実施・検証を行います。
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用語解説 

（注1）   P1  東京圏 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の１都３県。 

（注2）   P2  産・官・学・金・労・言 

産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、新聞などのメディアの略。 

（注3）   P2  ＰＤＣＡ 

地方版総合戦略は、以下のＰＤＣＡサイクルを通じて、客観的な効果検証を実施する、

とされている。 

・Ｐｌａｎ ：数値目標・客観的な指標を設定した効果的な地方版総合戦略を策定する。 

・Ｄｏ ：地方版総合戦略に基づく施策を実施する。 

・Ｃｈｅｃｋ ：数値目標や客観的な指標の達成度を通じて、地方版総合戦略の成果を客観

的に検証する。 

・Ａｃｔｉｏｎ：検証結果を踏まえて施策を見直すとともに、必要に応じて、地方版総合戦

略を改訂する。 

（注4）   P3  アウトカム 

地方版総合戦略において求められる行政活動の結果として住民にもたらされる便益。

政策分野ごとに５年後の基本目標として設定される。 

（注5）   P3  ＫＰＩ 

Key Performance Indicatorの略で、数値目標・重要業績評価指標を意味する。地方版

総合戦略においては、政策ごとの達成すべき成果目標を示す。 

（注6）   P9  政策パッケージ 

政策を総合的に達成するための施策のまとまり、組み合わせ。 

（注7）   P9  日本創成会議 

2011年５月に発足した有識者らによる政策発信組織。座長は増田寛也前岩手県知事（元

総務相）で、他に経済界や労働界の代表や大学教授などから構成される。地方における

人口減少問題を取り上げ、これを克服するための「ストップ少子化・地方元気戦略」を

2014年５月に提案した。この中で、独自推計により2010年から2040年までの間に「20～

39歳の女性人口」が５割以下に減少する896自治体を「消滅可能性都市」と定義し話題を

呼んだ。 

（注8）   P9  シティプロモーション 

市が有する地域資源を発掘したり魅力を高めて、戦略的・効果的に情報発信を市の内

外にしていくことで、市民や市外の人の市のイメージを向上させ、交流人口・定住人口

の増加、企業誘致、市内の生産物の販売促進などを図ること。 

用語解説
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（注9）   P10  ポータルサイト 

インターネットにアクセスするときに、玄関口となるウェブサイト。主に検索エンジ

ンやリンク集などを中心として、様々なサービスを提供することにより、利用者の増加

を図る。 

（注10）  P10  ＳＮＳ 

Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略。イン

ターネット上で提供される人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型

のウェブサイト。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を提供し、

趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」といったつながりを通じて新

たな人間関係を構築する場を提供する、会員制のサービス。代表的なサービスにフェイ

スブックやミクシィがある。 

（注11）  P26  業種横断的取組 

商業、工業などの業種にこだわらない取組。例としては、企業の発展段階に応じた創

業支援、中核企業支援、事業継承支援や、雇用者の福利厚生や労働時間短縮促進などの

取組がある。 

（注12）  P26  小規模企業振興基本法 

小企業者（概ね従業員５人以下）を含む小規模企業（製造業その他 従業員20人以下、

商業・サービス業 従業員５人以下）について、小規模企業の振興の基本原則として、

技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的発展」を位置づけ

た基本法。小規模企業施策について５年間の基本計画を定め、政策の継続性・一貫性を

担保する仕組みを作る法律であり、平成26年６月に公布・施行された。 

（注13）  P29  分野別取組 

農業、工業、商業などの産業分野別の取組。 

（注14）  P30  中間管理事業 

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農用地の利用の効率化及び高度化を促

進するため、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業のこと。具体的には、農地中間

管理機構が、耕作放棄地等について借り受け、基盤整備等の条件整備を行い、担い手（法

人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用できるよ

う配慮して、貸付けること等。   

（注15）  P30  高付加価値化 

生産物や商品が消費者から高く評価され、より高い価格で取引されるように、機能や

要素、形や名称、外形や包装、イメージを付加すること。 

（注16）  P37  葉酸 

ほうれん草の抽出物から発見された水溶性のビタミンＢ群の一種で、動脈硬化の危険

因子ホモシステインを下げる効果があり、認知症や脳梗塞の予防につながるとされる。 
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（注17）  P39  地域包括ケアシステム 

厚生労働省が2025年を目途に構築を目指している、高齢者が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な地域の包括的な支

援・サービス提供体制。 

（注18）  P41  クレアチニン値 

クレアチニンとは血液中の老廃物のひとつであり、通常であれば腎臓でろ過され、ほ

とんどが尿中に排出されるが、腎機能が低下していると、尿中に排出されずに血液中に

蓄積される。腎機能の低下をこの血液中のクレアチニンの値で測定することができる。 

（注19）  P42  ｅＧＦＲ 

推算糸球体濾過量（ｅＧＦＲ）は、慢性腎臓病の重病度の指標として使われる。腎臓にど

れくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示しており、この値が低いほど腎臓の働

きが悪いことになる。 

（注20）  P45  スマートウェルネス住宅･シティ 

2050年には高齢者人口が全人口の３割を占める超高齢社会が到来することに対応して、

高齢者をはじめ多様な世代がまちで交流し、安心して健康に暮らすことができる環境整

備のため、国土交通省が提唱している住宅・都市の概念。 

（注21）  P45  ＣＣＲＣ  

高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生活

支援サービス等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体

（Continuing Care Retirement Community）。米国では約2,000か所あるとされる。 

（注22）  P47  ＰＰＰ／ＰＦＩ 

ＰＰＰは、Public Private Partnership の略。官民連携のこと。公共的な社会基盤の

整備や運営を、行政と民間が共同で効率的に行う手法をいう。ＰＦＩは、Private Finance 

Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用して行う手法をいう。国や地方公共団体等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できる事業について実施される。国の総合戦略では「国

公有財産の最適利用の観点も踏まえつつ公共施設等の集約化・活用を進め、民間の技術

開発やＰＰＰ／ＰＦＩ等により効率化を図る」とうたわれている。 

（注23）  P47  公的不動産活用 

自治体の所有している公共施設などの不動産を活用して、まちに不足している生活

サービス機能の整備や、都市の中心部や生活拠点に公共サービス・医療・福祉・商業等

の生活に必要な機能を誘導すること。 

（注24）  P47  アクションプラン 

政策・施策の下で実施される具体的な事業、または事業の計画。 
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（注25）  P49  ストック 

公民館や学校などの公共施設や道路、橋、上下水道などのインフラの総称。 

（注26）  P50  コンパクトシティ 

国土交通省の定義によれば、都市的空間利用の郊外への拡大抑制と中心市街地の活性

化を目的として図られた、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市、 お

よびそれを目指した都市政策。 

（注27）  P50  立地適正化計画 

平成26年施行の都市再生特別措置法等の一部を改正する法律に定義された、居住機能

や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡

したマスタープランとして位置づけられる市町村マスタープランの高度化版。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計画。 
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資　　料
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策定体制 

市 民

市民参加・協働

（計画策定）

審議会
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市民意識調査
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広報、ＨＰ

諮 問

答 申

行 政
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（副課長、課長補佐、係長等）

各関係課

提 案
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市 議 会

議 会
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Ⅰ 審議会 
（１）条例 

坂戸市総合振興計画審議会条例 
昭和57年３月27日

条例第１号

改正 平成９年12月18日条例第13号 平成12年９月28日条例第27号
平成17年３月23日条例第３号 平成27年６月29日条例第23号

（目的）
第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、
坂戸市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
（設置）

第２条 市長の諮問に応じ、市の総合振興計画の策定及びまち・ひと・しごと創生法（平成
26年法律第136号）第10条第１項の規定に基づく坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以
下この条において「戦略」という。）の策定に関し必要な調査及び審議を行い、並びに戦
略に基づく施策の効果の検証を行うため、坂戸市総合振興計画審議会（以下「審議会」と
いう。）を置く。
（組織）

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
（１） 市内の公共的団体等の代表者
（２） 知識経験を有する者
（３） 公募による者
（任期）

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
（会議）

第６条 審議会は、会長が招集する。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに
よる。
（庶務）

第７条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
（雑則）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
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（他の条例の改正）
２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年坂戸町条例第
15号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
附 則（平成９年条例第13号）抄

（施行期日）
１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。

附 則（平成12年条例第27号）
この条例は、平成12年10月１日から施行する。

附 則（平成17年条例第３号）
この条例は、平成17年４月１日から施行する。

附 則（平成27年条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。
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（２）審議会組織 

坂戸市総合振興計画審議会委員名簿 

※選出区分 

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

選出区分

１号

１号

１号

１号

１号

１号

２号

２号

２号

２号

２号

２号

２号

３号

３号

選出対象団体等

坂戸市区長会

坂戸鶴ヶ島医師会

坂戸市民生委員・児童委員協議会連合会

坂戸市商工会

富士見工業団地工業会

いるま野農業協同組合

城西大学

女子栄養大学

元埼玉県職員

独立行政法人 都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

連合埼玉　川越・西入間地域協議会

㈱埼玉新聞社

㈱埼玉りそな銀行

氏　名

池田　敏己

丸山　元孝

佐藤　和恵

房野　　洋

沼尾　幸一

髙橋　光行

庭田　文近

井元　りえ

井上　　清

土山　琢治

及川　青児

小川　秀樹

山田　孝志

松田　　濃

田中　明雄

備 考

副会長

会　長

１号　市内の公共的団体等の代表者　２号　知識経験を有する者　３号　公募による者
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（３）諮問 

坂政発第 １６５ 号 

平成２７年７月２１日 

坂戸市総合振興計画審議会会長 様

坂戸市長 石 川  清

第６次坂戸市総合振興計画後期基本計画及び坂戸市まち・ひと・しごと

創生総合戦略の策定について（諮問）

第６次坂戸市総合振興計画後期基本計画及び坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定したいので、坂戸市総合振興計画審議会条例第２条の規定により、貴審議会

の意見を求めます。
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（４）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会審議経緯 

題議所場・時日催開
第１回 平 成 2 7 年 

7 月 21 日 （火）
午 後 ２ 時 か ら 
市 役 所 
3 0 1・3 0 2 会議室 

審議事項 

第 2回 ８月 26 日 （水）
午後 1 時 30 分から 
市 役 所 
3 0 1・3 0 2 会議室 

第 3回 12 月 15 日（火） 
午後 1 時 30 分から 
市 役 所 
2 0 1 会 議 室 

第 4回 平 成 2 8 年 
1 月 19 日（火） 
午後 1 時 30 分から 
市 役 所 
3 0 3・3 0 4 会議室 

答申 第 4 回審議会終了後 
市 役 所 
3 0 3・3 0 4 会議室 

答申書手交 

（1）会長及び副課長の互選について
（2）諮問書の交付
（3）第６次坂戸市総合振興計画後期基本計画の策定について
（4）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について
（5）策定スケジュールについて
（6）その他
説明事項
（1）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略素案策定経緯に

ついて
（2）坂戸市人口ビジョン素案について
審議事項
（1）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略素案について
（2）その他
説明事項
（1）総合戦略素案に対する市民コメントの意見と回答について
審議事項
（1）総合戦略最終案について
審議事項
（1）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について
（2）総合戦略に対する答申（案）について
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（５）答申 

坂総審発第 ５ 号
平成 28 年１月 19 日

坂戸市長 石川 清 様 

坂戸市総合振興計画審議会 
会   長   井   上    清  

坂戸市まち･ひと･しごと創生総合戦略の策定について（答申） 

平成 27 年７月 21 日付坂政発第 165 号により諮問のありました坂戸市まち･
ひと･しごと創生総合戦略の策定について、本審議会において慎重に審議した
結果、別添のとおり答申します。 
なお、別紙の審議会意見に留意しつつ、推進されるようご配慮願います。 
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坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に
当たっての坂戸市総合振興計画審議会意見

平 成 28 年 １ 月 1 9 日 
坂戸市総合振興計画審議会 

別 紙

　坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に当たっては、以下の点に留意を願いたい。

１　　若い世代の転入及び結婚・出産・子育て支援は本市の最重要課題として捉え、各種
施策の実施にあたっては、対象者の気持ちやプライバシーに十分に配慮し推進すること。

２　　高齢者への支援や健康なまちづくりへの推進に関しては、転入者、都内や市外への通
勤者などに対して、医療機関や医療体制の情報提供はもとより、医療･介護を始めとする
行政サービスについても適切に受けられるように留意すること。

３　　高齢者や住宅団地の支援に当たっては、一人一人のこれまでの生活や考え方、地域
の歴史や特性を十分に理解したうえで、個人や地域に合った施策・事業を展開すること。

４　　都市機能の集約や生活圏の再構築については、市内公共交通の利便性や魅力をさら
に高める施策の検討を行うこと。特に、本市の顔となる駅周辺については、定住促進に直
結することから、それらを念頭にしたまちづくりに取り組むこと。

５　　施策・事業については、市民にわかりやすく具体的な形にまとめるとともに、その位置
付けと内容のきめ細かい周知を図り、市民と市外に向けて、施策・事業も含めた坂戸市の
魅力を大胆に発信していくこと。

６　　施策･事業の具体化に当たっては、施策・事業間の連携を重視し、実施に際しては、部
門間、民間及び大学との連携を重視し進めること。なお、指標による成果測定については、
現状の結果に満足することなく常に高いレベルを目指し、指標を更新し続けていくこと。

以　上 

68



Ⅱ 市民コメント 
「坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画素案に対し、広く市民の
意見を計画に反映するため、次のとおり市民コメントを実施しました。 

○応募期間　平成２７年１０月１日（木）～１１月２日（月）

○公表・応募用紙設置場所 
市のホームページに掲載したほか、坂戸市役所１階の市政情報コーナー、
３階の政策企画課窓口、各出張所及び公民館、入西地域交流センター、中央 
図書館の各所に設置。 

○閲覧物及び意見応募要領 
①
②
坂戸市「人口ビジョン」と「まち･ひと･しごと創生総合戦略」の全体像 
坂戸市まち･ひと･しごと創生総合戦略素案 

③ 坂戸市人口ビジョン素案 
④ 意見応募要領（応募用紙含む） 

○結果 
４件（FAX ２件、E-mail ２件） 
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Ⅲ 庁内体制 
（１）坂戸市政策会議 
庁内における最終決定機関として、市長を中心に構成 
市長、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、総合政策部参与、総務部参与、市

民健康部長、福祉部長、環境産業部長、都市整備部長、議会事務局長、監査委員事務局
長、教育部長、教育部長、教育委員会事務局参与 

題議所場・時日催開

第 1回 

平 成 2 7 年 
8 月 1 9 日（水）
午 前 9 時 か ら 
市 役 所 
全 員 協 議 会 室 

第 2 回 

平 成 2 8 年 
2 月 9 日 （火）
午前 1 0 時から 
市 役 所 
第 ２ 応 接 室 

（２）坂戸市総合振興計画策定委員会 
各部を代表する課長中心に構成 
総合政策部（秘書課）、総務部（防災安全課）、市民健康部（市民生活課）、福祉部（高
齢者福祉課）、環境産業部（環境政策課）、都市整備部（道路河川課）、議会事務局次長、
教育委員会（学校教育課）、下水道組合事務局（総務課）、水道企業団事務局（庶務課）、
消防組合消防本部（庶務課）、坂戸地区衛生組合事務局 

題議所場・時日催開

第 1回 

平 成 2 7 年 
6 月 2 2 日（月）
午前 1 0 時から 
市 役 所 
303・304 会議室 

第 2 回 

8 月 1 1 日（火）
午前 1 0 時から 
市 役 所 
303・304 会議室 

第 3 回 

11 月 25 日（水）
午 後 2 時 か ら 
市 役 所 
303・304 会議室 

付議事項
（1）実施計画（平成 28～30 年度）掲載予定事業について
（2）坂戸市まち･ひと･しごと創生総合戦略（案）について

付議事項
（1）総合振興計画後期基本計画（案）について
（2）坂戸市まち･ひと･しごと創生総合戦略について

説明事項
（1）総合振興計画策定方針及びスケジュールについて
（2）総合戦略策定方針及びスケジュールについて
協議事項
（1）施策体系並びに総合振興計画検討部会の設置及び構成員に

ついて
（2）総合戦略検討部会の設置及び構成員について
説明事項
（1）坂戸市総合戦略検討部会骨子案策定経緯について
（2）坂戸市人口ビジョン骨子案及び総合戦略骨子案について
協議事項
（1）坂戸市総合戦略骨子案について
説明事項
（1）総合戦略素案に対する審議会及び市民コメントの意見と回

答について
協議事項
（1）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略最終案について
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（３）坂戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討部会 
副課長・課長補佐中心に構成 
総合政策部（広報広聴課・施設管理課）、総務部（防災安全課）、市民健康部（市民課・

市民健康センター）、福祉部（子育て支援課・保育課・高齢者福祉課）、環境産業部（環
境政策課・農業振興課・商工労政課）、都市整備部（都市計画課）、教育委員会（教育総
務課・学校教育課・社会教育課 ）

題議所場・時日催開

第 1回 

平 成 2 7 年 
6 月 2 9 日（月）
午前 1 0 時から 
市 役 所 
303・304 会議室 

説明事項 

第 2 回 

7 月 1 4 日（火）
午 後 2 時 か ら 
勤労女性センター
（ リ ー ベ ン ） 
新 館 会 議 室 

第 3 回 
7 月 2 7 日（月）
午前 1 0 時から 
中央公民館集会室 

第 4 回 

8 月 5 日 （水）
午 後 2 時 か ら 
市 役 所 
301・302 会議室 

第 5 回 

11 月 17 日（火）
午前 1 0 時から 
勤労女性センター
（ リ ー ベ ン ） 
新 館 会 議 室 

（1）総合振興計画策定方針及びスケジュールについて
（2）坂戸市人口ビジョンについて
協議事項
（1）総合戦略の策定について
（2）今後の予定
説明事項
（1）配布資料について
資料 1　坂戸市総合戦略構成（案）
資料 2　坂戸市総合戦略構成（案）（事業名入り）
資料 3　施策・事業提案フォーマット
協議事項
（1）総合戦略の基本目標及び施策・事業について
（2）施策・事業提案フォーマットについて
協議事項
（1）総合戦略骨子案について

協議事項
（1）総合戦略の骨子案について

協議事項
（1）市民コメント及び審議会意見への対応について
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