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平成２７年度 新座市地方創生総合戦略 進捗状況報告書

◆総合戦略の基本方針と全体に係る成果目標の達成状況◆

にぎわいと活力のある 緑豊かなふるさと新座

～新座らしい魅力が光る、選ばれるまちを創生します～

＜全体に係る成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ａ（期間内に目標値を上回るペースの指標値）

本市は首都近郊に在りながら、武蔵野の面影を残す雑木林や農地などの緑、

平林寺や野火止用水を始めとする歴史的文化資産など、人々の心を和ませるふ

るさとの風景を豊富に有しています。また、市中央部を中心に市域の約４２％

を市街化調整区域が占め、今後のまちづくり次第で飛躍的に発展していける他

の自治体にはない可能性を秘めています。

しかしながら、全国的に広がる人口減少と少子高齢化の進行は本市も例外で

はなく、現状の人口動態が続くと、平成７２（２０６０）年には約１３万

７，０００人まで減少する見込みとなっています。

そうした状況の中で、将来にわたって人口増加を維持し、少子高齢化を抑制

するため、都市間競争の中で多くの人に選ばれる魅力のあるまちづくりを進め、

これまで以上に定住人口及び交流人口の増加や地域経済の活性化を図り、成長

を続ける新座市らしいまちづくりの実現を目指しています。

具体的には、土地区画整理事業や合計特殊出生率の向上に向けた子育て支援

を主に進めるとともに、総合戦略に掲げた５つの基本目標の下に位置付けた各

施策を推進し、総人口を平成３１年度までに１６万５，７９８人とすることを

全体の成果目標としています。

平成２７年度には、以下に述べる事業を展開したことにより、総人口１６万

４，３８６人となり、総合戦略の推進期間内に成果目標の目標値を上回るペー

スでの増加となりました。今後についても、総合戦略に位置付けた各施策の事

業を推進することにより、目標人口の達成を目指していきます。

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

総人口

【企画課】

１６万３，１０７人

（平成２６年１０月）

１６万４，３８６人

（平成２８年３月末）

１６万５，７９８人

（平成３１年１０月）

基本方針
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◆基本目標ごとの進捗状況◆

田舎の心地よさと都会の便利さが調和したまち

～土地区画整理事業と緑地保全で良好な市街地形成を進めます～

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

事業進捗状況（平成２７年度）

［都市機能の拡充］

成果目標に対する平成２７年度の指標値（実績値）は基準値と比較し現状

維持となっていますが、市街化区域拡大に向けた方策として、「都市機能を集

積する拠点の整備」と「公共交通ネットワークとの連携」によるコンパクト

なまちづくりの方向性を明確化させるため、埼玉県で定める「新座都市計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更に係る手続を進め、大和

田二・三丁目地区土地区画整理事業の都市計画変更の実現に向けた準備を行

いました。また、今後、区域区分の変更が想定される地下鉄１２号線の延伸

実現に係る新駅周辺地区におけるまちづくり構想の推進や区域区分の変更を

必要とする地区（石神一丁目地区等）の選定調査及び検討を行いました。

［自然環境の保全］

緑地保全に関する取組としては、平林寺の境内林、妙音沢特別緑地保全地

区、憩いの森等において、市民ボランティアと協働しながら、実生苗の育成

や萌芽更新等の様々な手法を用いて維持管理を行いました。さらに、大和田

二・三丁目地区土地区画整理事業地内を生産緑地指定するための準備を行う

とともに、都市機能の充実に合わせた農地の集約についても検討を進めてい

ます。

今後の取組（平成２８年度以降）

新座駅北口地区における良好な市街地の形成を推進していくとともに、市

街化調整区域のうち新座駅周辺の市街化区域に隣接する菅沢・あたご等の地

区の積極的な土地の有効活用に向けた方策の検討を引き続き進めます。また、

大和田二・三丁目地区の土地区画整理については、引き続き市街化区域編入

及び土地区画整理事業の認可に向けた必要な作業を行うとともに、平成２８

年度秋の工事着工を目指して、戸別訪問による各地権者との仮換地案の調整

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

市街化区域の割合

【まちづくり計画課】

５８％

（平成２６年度）

５８％

（平成２７年度）

６９％

（平成３１年度）

基本目標１
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及び必要な測量設計を行います。

また、地下鉄１２号線の延伸については、平成２８年４月に国の交通政策

審議会の答申が示され、意義のあるプロジェクトの一つであると評価された

一方で、事業性の確保に必要な沿線開発や事業主体に係る課題も示されたこ

とから、こうした課題の解決に向けて、新駅周辺地区のまちづくり構想の熟

度を更に高めるとともに、埼玉県や近隣市区とこれまで以上に緊密に連携を

図りながら、東京都への働き掛けを行います。さらに、新座市都市高速鉄道

１２号線延伸促進期成同盟会を中心に、市民の機運の更なる醸成を図ります。

基本目標に対する各施策の取組状況（平成２７年度）

施策１ 土地区画整理事業や緑地保全等による良好な市街地形成の促進

新座駅北口地区及び市街化調整区域において、土地区画整理事業を推進し、

それぞれの地域の特性に合わせて、都市機能の充実と緑地の保全等をバランス

よく行うことで水と緑の潤いある良好な市街地の形成を進めます。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｂ（目標値を７割～８割程度達成するペースの指標値）

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

新座駅北口土地区画

整理事業の進捗率

【新座駅北口土地区

画整理事務所】

約１２％

（平成２６年度）

１９％

（平成２７年度）

６５％

（平成３１年度）

平成２７年度の新座駅北口土地区画整理事業の実施事業として、物件

調査積算業務委託（区画整理事業の施行に伴い、平成２８年度に移転等

が発生する物件の調査及び積算）、道路等実施設計業務委託（平成２８

年度施行予定の雨水管布設工事等の詳細設計）、道路築造等工事（雨水

浸透トレンチ工事、雨水管布設工事、宅地造成工事及び建物等解体工事

等）、建物移転等補償（建物移転補償１０件、工作物移転補償７件、借

家・借間・立毛等３７件）を行い、事業費予算ベースで執行率は約７５％

でした。
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主な成果

○ 地下鉄１２号線が平成２８年４月に示された交通政策審議会の答申にお

いて都心部とのアクセス利便性の向上に意義のあるものとして評価された。

また、光が丘から大泉学園町までの区間に加え、新座市方面を含む東所沢

までの区間が「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあ

るプロジェクトの一つとして位置付けられた。【地下鉄１２号線延伸促進室】

○ 新座駅北口地区の良好な市街地形成の推進及び大和田二・三丁目地区の

市街化区域編入及び土地区画整理事業の認可に向けた調整を行った。【まち

づくり計画課】【（仮称）大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室】

施策２ 雑木林とせせらぎ、農業に親しめる環境の保全・整備

都市機能の充実と合わせて、市域に残る雑木林や野火止用水といった水と

緑の保全を進めます。また、市民や来訪者が水や緑に親しむことができるよう、

緑地の維持管理や親水空間の整備等を行います。

また、農地については、集積や保全を進めるとともに、農業の更なる活性

化に向けた支援を行います。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

みどりの保全協定

緑地（市民憩いの

森）箇所数

【みどりと公園課】

１３か所

（平成２６年度）

１３か所

（平成２７年度）

２１か所

（平成３１年度）

平成２７年度については、既存のみどりの保全協定緑地（市民憩いの

森）を市民に利用していただくための維持・管理を主に行いました。

また、土地の所有者の方から、所有する土地を市民憩いの森として活

用してほしいとの相談があり、活用の検討を行いましたが、土地の所在

地や形状、開設後の利便性等を考慮し、当該土地の活用は断念しました。

今後については、地権者等が所有する土地を市民憩いの森としての活

用させていただけるよう働き掛けを行います。
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主な成果

○ 十文字学園女子大学の「地（知）の拠点整

備事業（大学ＣＯＣ事業）」※の一環として「ふ

るさとの緑と野火止用水を育む会」による野

火止用水沿いの樹木へのネームプレート設置

に協力し、緑に親しむ機会を作った。【生涯学

習スポーツ課】

○ ふるさと納税に係る返礼品（新座市産野菜の詰め合わせ）を設けたこと

により、市外の個人からみどりのまちづくり基金への寄附があった。【企画

課】【みどりと公園課】

○ 新座市産農産物の販路拡大のため、市役所庁舎においてファーマーズ

マーケットを計１５回開催した。【経済振興課】

※ 文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」は、大学等が自治体を中心
に地域社会と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める中で、地域の
課題（ニーズ）と大学の資源（シーズ）の効果的なマッチングによる課題解決や地域振興の
立案・実施を推進するものであり、本市に在る十文字学園女子大学は平成２６年度に当該事
業の採択を受けました。

樹木ネームプレート



- 7 -

地域の心でもてなす、住んでみたいまち、また訪れたいまち

～自然・歴史・文化を楽しめる体験型観光都市づくりを地域一体で進めます～

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｄ（事業開始前より悪化している）

事業進捗状況（平成２７年度）

[新たな魅力の創出]

成果目標に対する平成２７年度の指標値（実績値）が減少に転じてしまった

要因は、イベント開催時の天候不良や紅葉シーズンが例年に比べ遅れたため、

予定した集客ができなかったことによるものです。

しかしながら、平成２７年度は新たな取組として、睡足軒において、夜の時

間帯に演奏会と朗読劇を行う「真夏の夜の集い」を８月に開催したところ、ほ

ぼ満席の盛況ぶりでした。また、伝統文化体験等講座においては、子ども茶道

教室、坐禅体験、写真教室を開催し、例年を上回る人数の方に御参加いただく

など、本市の観光促進事業として、効果を上げている事業も増えてきている状

況です。

[受入れ体制の強化]

本市の観光資源である平林寺周辺の安全対策として、平林寺大門通り及び陣

屋通りの車道拡幅と歩道整備を行い、観光しやすい環境の整備を推進しました。

また、市内の散策ルートにある文化財を紹介する説明板を設置し、市民及び

来訪者が見学できるようにしました。

さらに、平林寺周辺の観光拠点ともなる市役所新庁舎の建設においては、平

成２６年度から実施していた基本設計及び実施設計を完了させ、平成２８年

２月から第１期工事に着手しました。

今後の取組（平成２８年度以降）

平成２７年度に策定した第２次観光都市にいざビジョン及び第２次観光都市

にいざづくり前期アクションプランに基づき、ウォーキングルートや周辺環境

の充実、来訪者への情報提供の強化など、具体的な施策を展開します。

また、観光しやすい環境の整備として、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の設

置に向け、国の補助事業についても注意を払うなど情報収集を行いながら、市

内公共施設への導入を継続して検討します。

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

観光入込客数

【観光推進課】

５３万５，０９０人

（平成２６年）

５０万５，０１９人

（平成２７年）

１００万人

（平成３１年）

基本目標２
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さらに、本市が目指すシイタケの里づくりやワイナリーの整備等において、

高齢者や障がい者を始めとする市民にも御協力いただき、生産加工されたシイ

タケやワインを商品化し、販売することで、市民の生きがいづくりの新たなフ

ィールドとするユニバーサル農業の推進体制の構築を図ります。

基本目標に対する各施策の取組状況（平成２７年度）

施策１ だれもが安全かつ快適に観光を楽しめる環境の整備

市民及び外国人観光客を含めた来訪者が、市内の見どころを安全かつ快適

に巡ることができるよう、ウォーキングルート及び周辺環境の整備を進めると

ともに、ボランティアガイドや観光マップ等を通じた情報提供の充実を図りま

す。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

観光ボランティアガ

イド登録者数

＜うち、外国語対応

可能者数＞

【観光推進課】

６１人

＜２人＞

（平成２６年度）

６９人

＜０人＞

（平成２７年度）

１５０人

＜５０人＞

（平成３１年度）

観光ボランティアガイドの登録に当たっては、市民総合大学観光学部

観光都市づくり学科を修了し、新座市観光都市づくりサポーターの委嘱

を受けていることが条件となっており、平成２７年度はこれまでの委嘱

者１６１名に観光ボランティアガイド養成講座の受講の案内をしたと

ころ、９名の応募があり、うち８名が観光ボランティアガイドとして新

たに登録されました。

しかしながら、外国語対応が可能なガイドについては、該当者の退会

に伴い、現在のところ不在となっています。

今後については、引き続き観光ボランティアガイド養成講座によるガ

イド養成を進めるとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピックにおける来訪者数の増加も見込まれることから、外国語対応可能

な方も含めてボランティアの募集方法等の検討を行います。
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主な成果

○ 市役所新庁舎の基本設計及び実施設計を完了し、平成２８年２月から第

１期工事に着手した。【新庁舎建設推進室】

○ 市道第４１－０１号線（平林寺大門通り）

及び市道第４２－０１号線（陣屋通り）の車

道拡幅と歩道整備を行った。【道路課】

○ ウォーキングコースに設置した埼玉県指

定史跡「野火止用水」の説明板（２基）の

改修及び「法臺寺」の説明板（１基）の改
だ い

修、平成２６年度に市指定文化財となった法臺寺所有の「木造観智国師坐

像」の説明板（１基）を新設した（「木造観智国師坐像」については特別公

開を実施した。）。【生涯学習スポーツ課】

○ 小学校・中学校における英語教育を推進する中で、小学校における英会

話講師（ＥＥＴ）や中学校における英語指導助手（ＡＥＴ）を配置するこ

とにより、児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上を図った。

【指導課】

施策２ 観光の魅力向上とシティプロモーションの推進

本市の魅力の更なる向上と市内外への発信に取り組むシティプロモーショ

ンを推進することにより、多くの人を呼び込み、地域の活性化を図ります。

具体的には、本市の観光資源の魅力を更に高めるため、市民協働の取組に

より各見どころの拡充を図るほか、地域経済の活力につながる農業・商工業

を支援します。また、新たな取組として、川越市や三芳町など歴史や文化で

つながりのある近隣自治体と連携した広域的な観光事業の推進に向けた検討

を行います。あわせて、様々なメディアの活用に加え、観光親善大使との連

携によるＰＲ活動を推進します。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

ユニバーサル農業に

よる生産量

【経済振興課、観光

推進課、みどりと公

園課、障がい者福祉

課、長寿支援課】

シイタケの生産量０kg

ブドウの生産量０kg

（平成２６年度）

シイタケの生産量０kg

ブドウの生産量１５kg

（平成２７年度）

シイタケの生産量１００kg

ブドウの生産量６００kg

（平成３１年度）

歩道整備後の平林寺大門通り
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主な成果

○ 都市住民の農業に対する理解を促進するため、新大和田レジャー農園を

開設するとともに（旧大和田レジャー農園は閉鎖）、全１０か所のレジャー

農園の給水施設及び仮設トイレの維持管理を行った。【経済振興課】

○ 市制施行４５周年記念式典において、「手打ちうどん名人」２２名の認定

を行った。【観光推進課】

○ 川越市及び三芳町と連携した日本遺産の認定申請を行った（タイトル：

「武蔵野を拓く！江戸に最も近い川越藩の挑戦」）。※平成２８年度は不採
ひ ら

択【観光推進課】【生涯学習スポーツ課】

○ 「新座ブランド認定事業」において、第１回認定品（食分野、１０品）

を選定するとともに、各商品のＰＲを行った。【観光推進課】

○ 観光親善大使の方々に観光都市にいざのＰＲ活動に御協力いただいた。

（声楽家・上江理都氏：戦後７０周年新座市平和記念事業における平和コ

ンサート及び新座市暴力追放・地域安全市民大会への出演、料理研究家・

藤原美樹氏：新座ブランド選考委員を依頼、お笑いタレント・今野浩喜氏：

個人への再委嘱）【コミュニティ推進課】

○ 睡足軒を活用した文化事業を実施した【生涯学習スポーツ課】

・ 春の文化の祭典（５月１５日～１８日）：

音楽会や作品展などに延べ９６２名が来場

した。

・ 真夏の夜の集い（８月２２日・２９日）：

演奏会と朗読劇を開催し、延べ８８名が来

場した。

・ 紅葉ライトアップ（１１月２１日～１２月１日）：紅葉ライトアップに

加え、呈茶や作品展に延べ１０，９６１人が来場した。

・ 伝統文化体験等講座：子ども茶道教室、坐禅体験、写真教室を開催し、

１４１人が受講した。

平成２７年度については、ユニバーサル農業の推進体制について検討

し、経済振興課（農業支援担当）を中心に、観光推進課、みどりと公園課

に加え、障がい者や高齢者の参加を見込んでいることから、障がい者福祉

課、長寿支援課の各課が連携して推進していくこととなりました。

真夏の夜の集い
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家族に選ばれる、子育てに優しいずっと住み続けたいまち

～充実した子育て支援と地域の特長をいかした学びの場の提供を進めます～

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：―（実績値発表前のため、未評価）

※ 目標値は、合計特殊出生率が年に０．０１７ずつ上昇した場合の値

事業進捗状況（平成２７年度）

[子育てしやすい環境づくり]

平成２７年度は子ども・子育て支援新制度が始まり、本市では利用者支援事

業を新たに開始するとともに、保育施設の確保に関しては、小規模保育施設を

３園整備し、家庭保育室から小規模保育施設へ１園が移行するなど、計４３名

の定員増となりました。

また、平成３０年４月の開園を目指している福祉型児童発達支援センターに

ついては、施設規模や人員、事業内容等の検討を行うとともに、平成２８年度

から開始予定であった実施設計を平成２７年度に前倒して着手しました。

こども医療費に関しては、１８歳年度末までの子どもがいる保護者に対して、

入通院に係る保険診療の自己負担分の医療費の助成を引き続き行い、保護者の

経済的負担を軽減しました。

子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）においては、栗原小学校

で新たに開設し、合計７校で事業を展開しました。

[国際教育と自然体験]

国際教育の取組としては、市立小学校の全校において英会話講師（ＥＥＴ）

を配置し、担任教員とのチームティーチングによる英会話指導を行いました。

また、市の国際交流事業として、中華人民共和国河南省済源市から済源市長を

団長とする視察団６名が本市を訪れ、市内各所を視察するとともに、平林寺の

見学や睡足軒での呈茶などを通じて日本の伝統文化に触れていただき、両市の

友好関係を更に深めました。

子どもたちが自然を体験する機会として、学校教育の場では、学校教育農園

や学校教育林を活用し、農業支援員にも御協力いただき、農業体験活動及び林

でのコンサートや自然散策などの自然体験活動を実施しました。

また、観光分野では、新座の自然を生かして、ボランティア団体と連携しな

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

合計特殊出生率※

【企画課】

１．２９

（平成２６年度）

未確定

（平成２７年度）

１．３８

（平成３１年度）

基本目標３
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がら、タケノコ掘り体験やカブトムシが生育できる環境を整備し、子どもたち

が自然を体験できる事業を実施しました。

さらに、市内の公園や児童センターのキャンプ場を会場に「土曜外遊びデー」

や「あおぞら児童館」を開催するなど、季節によって変化する公園の中で自然

を生かした外遊びを実施しました。

今後の取組（平成２８年度以降）

引き続き、子育てに関する情報提供や相談体制の充実を図るほか、平成２８

年度には、待機児童解消のため、認可保育所を１園開設するとともに、既存の

保育施設の改修による定員増や家庭保育室から認可保育所への移行を行う予定

です。

また、福祉型児童発達支援センターについては、実施設計を完了させ、設計

と並行して、人員、事業内容等の検討を引き続き行い、平成３０年度を予定し

ている開園時から児童発達支援と地域支援事業を提供することができるよう事

業を進めます。

若者・女性への就労支援については、相談事業やセミナーの開催を引き続き

実施するとともに、仕事・社会参加と子育ての両立支援として、延長保育や休

日保育などの多様な保育サービスの充実や、自宅と保育園に一定の距離がある

世帯を対象とした送迎サービスの実施など、子育て世帯の負担を減らす取組を

実施していきます。

基本目標に対する各施策の取組状況（平成２７年度）

施策１ 安心して出産・子育てできる環境の整備

出産及び子育てを希望どおりに実現するため、医療環境や保育環境の整備

を始めとする子育て支援施策の充実を図るとともに、若者や女性の就労支援

等により、仕事と子育ての両立を促進します。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｄ（事業開始前より悪化している）

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

待機児童数

（市基準）

【子育て支援課】

１２７名

（平成２６年４月）

１５８名

（平成２８年４月）

０名

（平成３１年４月）
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主な成果

○ 小規模保育施設を３園整備するとともに、家庭保育室から小規模保育施設

へ１園移行したこと等により４３名の定員増となった。【子育て支援課】

○ 保育・教育施設の利用相談を専門に行う利用者支援事業を新たに開始し、

利用者支援専門員（地域の子育て支援に関して意欲的で、子育ての知識と経

験を有する専任の職員）１名を子育て支援課に配置した。【子育て支援課】

○ ファミリー・サポート・センターの会員の募集・登録（１，３７５人）、

援助活動の支援（延べ４，５２５回）、講習会・研修会（全１７回、延べ

１４６人）を実施した。【子育て支援課】

○ 子育て情報誌を４，０００部発行し、３，５７９冊を子育て世帯に配布し

た。【子育て支援課】

○ 市内中学校５校において子育て理解講座を実施し、１，０３０名の生徒が

参加した。【子育て支援課】

○ 子育てネットワークフェスティバルとして「あそびフェスタ」を開催し、

４８組１０２名の親子が参加した。【子育て支援課】

○ 東北放課後児童保育室（２棟目）を東北小

学校敷地内に整備するとともに、新堀放課後

児童保育室（２棟目）の工事設計を行った。【子

育て支援課】

○ 長時間預り保育を市内幼稚園３園で実施し、

延べ１，７６３名が利用した。【子育て支援課】

○ 第３子以降の保育料を原則無料化とし、計１２８名の対象者の保育料を免

除した。【子育て支援課】

○ 子育て講座及び子育て支援交流事業（子育てサロン）を行い、延べ

３，９２９人の参加があった。【子育て支援課】

平成２７年度は子ども・子育て支援新制度開始に当たり、利用者支援

事業を新たに開始するとともに、様々な地域子ども・子育て支援事業を

実施しました。保育施設の確保に関しては、小規模保育施設を３園整備

（１園は平成２７年度中に開園、２園は平成２８年４月開園）、家庭保

育室から小規模保育施設へ１園が移行したこと等により４３名の定員

増となりました。

平成２８年度は引き続き地域子ども・子育て支援事業の充実を図ると

ともに、待機児童解消のため認可保育所の１園新設、既存の保育施設の

改修等による定員増、家庭保育室から認可保育所への移行を行います。

東北放課後児童保育室
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施策２ 新座ならではの国際教育及び自然体験学習の推進

子どもたちが、快適で安全な環境で学校教育を受けられることはもちろん、

全国に先駆けて取り組んできた小学校における英会話教育を始めとした国際

教育の充実を図ります。

また、本市の特長である田舎の心地よさを感じさせる雑木林や農地を活用

した学習、遊びの機会を提供し、地元の自然の中で子どもが地域への愛着を

育みながら成長していける環境を整備します。

さらに、地域ぐるみで子どもを見守り育むコミュニティづくりやボランテ

ィア団体の活動等を促進・支援します。こうした魅力的な教育環境づくりに

より、子育て世帯の転入・定住の促進を図ります。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

主な成果

○ 第三中学校にエレベーターを設置した。また、第二中学校及び第四中学

校の屋内運動場、新座中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校及び

第六中学校の武道場の非構造部材の耐震対策を行った。【教育総務課】

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

子どもの放課後居場

所づくり事業（ココ

フレンド）実施校数

【生涯学習スポーツ

課】

６校

（平成２６年度）

７校

（平成２７年度）

１７校

（全小学校）

（平成３１年度）

子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）は、放課後に小学

校の余裕教室や体育館、図書室等の学校施設を借りて、子どもたちに安

心・安全な居場所を提供する事業として、平成２４年度に開始しました。

平成２７年度は、市内小学校１７校のうち、未開設であった１１校の

中から３校で新規開設することを目指していましたが、厳しい財政状況

等から栗原小学校のみの開設となり、計７校での展開となりました。

平成２７年度は、1 日当たり平均３０名～４０名の参加があり、懇談
会などの学校行事のある日やイベント実施日には、参加人数が１００名

を超える日もありました。

今後は、市内３大学の学生に御協力を頂くなど、引き続き子どもたち

の放課後の居場所づくり事業を推進していきます。
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○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）において、新たに栗

原小学校を開設し、合計７校で実施した。【生涯学習スポーツ課】

○ 本多児童センターにおいて、「土曜外遊びデー」を計９回開催した。延べ

６６８名の子どもが参加し、泥や水、ダンボールなどを使い、プログラムの

ない自由な遊びを行った。【子育て支援課】

○ 子どもたちの休日の学習・スポーツ・体験活動の場として実施している

「新座っ子ぱわーあっぷくらぶ」を市内全小学校１７校で計３８のクラブ

を開設し、前年比約６０名増の８２３名の児童が活動に参加した。【生涯学

習スポーツ課】

○ 地域の大学や市町村、企業・団体が連携して、子どもの知的好奇心を刺

激する学びの機会を提供する「子ども大学にいざ」を、十文字学園女子大

学、ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク、ボランティア団体雑木の会、埼

玉南部漁業協同組合と協力し、全４回の講義を行い、小学４～６年生４９

名が参加した。【生涯学習スポーツ課】

○ 地域で子どもを見守る環境づくりとして、市・警察署・町内会連合会で「新

座市犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結し、市内で発生する犯罪情

報の周知について協力体制を構築した。また、協定に基づき、防災行政無線

を利用して犯罪情報（凶悪犯罪・振り込め詐欺等）を放送した。【市民安全

課】
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生涯現役、市民が主役の健康長寿のまち

～健康づくりと地域活動の支援でだれもが活躍できるまちづくりを進めます～

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

【健康寿命について】

埼玉県では健康寿命を「６５歳以上の人が要介護２（※１）以上になるまで

の期間」と定義している。これに基づく本市の平成２５年実績値は男性が１６．

９７年、女性が１９．８７年である。本市の総合戦略では、６５歳にこの期間

を加えた年齢を基準値とした。

なお、０歳児の平均余命である平均寿命（※２）と６５歳からの健康寿命は

算出の対象年齢が異なるため、一致しない。

※１ 要介護２…歩行や立ち上がり、入浴や排泄、食事の際に何らかの介助必

要とするなど、日常生活において介護が必要な状態

※２ 平均寿命…その年に生まれた０歳児の寿命の平均を示した指標のこと。

新座市の実績は男性８０．１３歳、女性８６．２３歳（平成２５年）。

事業進捗状況（平成２７年度）

[健康の保持・増進]

成果目標として設定した健康寿命については、基準値からわずかに上昇した

状況です。健康寿命を更に伸ばすため、市民の健康づくりに寄与する取組や予

防医療に関する取組を積極的に推進しています。

平成２７年度は、平成２６年度から開始した特定健診の無料化が２年目を迎

え、開始前の受診率３３．２％（平成２５年度）から、今年度は速報値で３７．０

％まで上昇しました。

また、市内２６か所の集会所等で「にいざ元気アップ広場」を開催したほか、

大学や民間事業者等と連携したウォーキングイベントを開催するなど、介護予

防や健康づくりの事業を実施しました。

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

健康寿命

【保健センター】

男性８１．９７歳

女性８４．８７歳

（平成２５年）

男性８１．９９歳

女性８４．９３歳

（平成２６年）

男性８４歳

女性８７歳

（平成３１年）

基本目標４
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[生きがいづくりへの支援]

市民総合大学に新たに「健康増進学部健康づくり学科」を開設し、「健康長寿

のまちにいざ」の実現のため、介護予防・健康増進の観点から自分自身も地域

全体も元気にする方法論を講義と実技を交えて学ぶ講座の受講者を募集したと

ころ、定員４０名に対して約３倍の応募があり、抽選によって受講者を決定す

る状況となりました。講座修了後は、３０名の方に「にいざの元気推進員」を

委嘱し、健康増進に係るボランティア活動を行っていただいています。

また、団塊世代やシニア世代を対象に、社会貢献活動（ボランティア）を始

めとする地域活動への第一歩を踏み出すきっかけづくりとして開催している

「地域デビューセミナー」には１４７名の方に参加いただき、前年度に比べて

３４名の増加となりました。

今後の取組（平成２８年度以降）

将来にわたって活力のあるまちを実現するため、市民一人一人が健康に歳を

重ね、高齢になっても生きがいを持って活躍できるような地域社会をつくるこ

とを目指した施策を引き続き実施します。

予防医療の推進として、特定健診の受診率５１％（平成２８年度）を目標と

し、引き続き未受診者及び単年度受診者に対する受診勧奨に力を入れていきま

す。

また、介護予防や健康づくりの取組として、にいざ元気アップ広場の会場数

の拡大や市内をフィールドとした各種ウォーキング事業の実施、保健センター

におけるこころとからだの健康づくりに関する取組（一日健康教室、ニコ筋半

日教室、健康・栄養相談など）の充実を図ります。

さらに、高齢者や障がい者を始めとする市民の生きがいづくりの新たなフィ

ールドとして、市が進めるシイタケやミカンの栽培、ワイナリーの整備に向け

たブドウ栽培等に参加していただくユニバーサル農業の推進体制の構築を図り

ます。

基本目標に対する各施策の取組状況（平成２７年度）

施策１ 市民の健康の保持・増進への支援

市民の健康の保持増進と将来的な医療費削減を図るため、予防医療の受診

を促進します。あわせて、ウォーキング事業の拡充を図るほか、各地域で健

康教室や健康相談を実施するなど、介護予防や健康づくりの推進に取り組み

ます。
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＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｂ（目標値を７割～８割程度達成するペースの指標値）

主な成果

○ 市内公共施設や病院等の利用者の利便性を図るため、市内循環バス「に

いバス」を運行し、高齢者等の外出による健康づくりの一助となった。【市

民安全課】

○ 野火止用水ご当地グルメ・ゆるキャラフェスティバルと同時開催した西

武鉄道株式会社主催「ウォーキング＆ハイキング」やＪＲ東日本主催「学

生が考えた駅からハイキング」、十文字学園女子大学主催「黒目川ウォーキ

ング」への協力を行った。【観光推進課】

○ 市民との協働による地域福祉向上のため、その中心的役割を担う社会福

祉協議会に対し助成を行った。【生活福祉課】

○ にいざ元気アップ広場や月例ウォーキング等の実施により、高齢者の介

護予防や健康づくりを推進した。【長寿支援課】

○ こころとからだの健康づくりに関する取組（健康教室、健康相談、講演

会等）を実施したところ、参加された方に好評であり、健康づくりに対す

る関心を高められた。【保健センター】

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

にいざ元気アップ

広場実施会場数

【長寿支援課】

１６会場

（平成２６年度）

２６会場

（平成２７年度）

６１会場

（全町内会）

（平成３１年度）

にいざ元気アップ広場は、昨年度の１６会場から、平成２７年度は２６

会場に会場数を増やして実施しました。市民総合大学健康増進学部健康

づくり学科を修了した「にいざの元気推進員」３１名にも御協力を頂く

中で、参加者は延べ５，９７１人となり、多くの高齢者の方に参加いた

だくことができました。

開催会場については、各地域に満べんなく設置できるよう検討すると

ともに、町内会長を始め地域の皆様にも御協力を頂きながら、全町内会

での開催に向けて今後も会場数の拡大を推進していきます。



- 19 -

施策２ 市民の生きがいづくりへの支援

高齢者を始めとする市民のだれもが生きがいを持って暮らし地域で活躍で

きるように、生涯学習や地域活動への支援を行います。また、就労意欲のある

高齢者等に対して関係機関と連携した就労支援に取り組みます。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

主な成果

○ 観光都市づくりサポーターや観光ボランティアガイド等が各種事業に参

加して活躍した。【観光推進課】

○ ボランティアを始めとした市民活動への

参加を希望する方に対し、市内ボランティ

ア団体等の情報提供を行うとともに、地域

デビューセミナーを開催し地域活動団体同

士の相互交流を促進した。【コミュニティ推

進課】

○ 老人クラブ活動への支援やシルバー人材センターへの助成により、高齢

者の生きがいづくりや就労支援の拡大を図った。【長寿支援課】

○ 生涯学習ボランティアバンクへの登録者数が１２８（団体５４、個人

７４）に上り、依頼件数１４５件のうち、９４件が成立した。（不成立の５

１件については、日程が合わない、派遣先が遠い、交通費等の実費負担がで

きない等の理由によるもの）【生涯学習スポーツ課】

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

ユニバーサル農業に

おける就労者数

【経済振興課、観光

推進課、みどりと公

園課、障がい者福祉

課、長寿支援課】

０人

（平成２６年度）

０人

（平成２７年度）

１００人

（平成３１年度）

平成２７年度については、ユニバーサル農業の推進体制について検討

し、経済振興課（農業支援担当）を中心に、観光推進課、みどりと公園課

に加え、障がい者や高齢者の参加を見込んでいることから、障がい者福祉

課、長寿支援課の各課が連携して推進していくこととなりました。

地域デビューセミナー
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地域みんなで守る安全・安心のまち

～地域コミュニティの活性化で防災・防犯・交通安全の取組を進めます～

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

※ 加入率の算出方法を変更したことに伴い、数値が減少しているが、実際の加入者数に

大きな変動はない。

事業進捗状況（平成２７年度）

[町内会活動の支援]

本市では、全ての町内会で自主防災会が組織されており、地域で災害に対応

できる体制が整っています。平成２４年度からブロックごとに実施してきた総

合防災訓練が平成２７年度に全ブロックで終了し、市内全域において、自主防

災会や消防署、消防団等の関係機関の相互協力体制を整備・確認することがで

きました。

また、地域活動の中心としての役割がますます増大している町内会活動に対

する活動支援として、新座市町内会等補助金を増額しました。

さらに、町内会加入促進事業の一環として、町内会連合会と連携し、新たに

市ホームページ内に各町内会の活動紹介ページを設け、若い世代や新規転入者

に対し、町内会への理解促進を図りました。

[ハード面での災害対策]

平成２７年度においては、公共施設や住宅等の耐震化整備により、地域の防

災力の向上を図る取組を推進しました。

耐震診断・耐震改修助成制度の利用促進を図るため、広報紙や市ホームペー

ジへの記事掲載を始め、木造一戸建て住宅を所有されている対象者に対し、ダ

イレクトメールによる助成制度の案内送付や住宅耐震化説明会等の開催により

ＰＲを行ったところ、耐震診断助成件数８７件、耐震改修助成件数６０件とな

り、一定の効果が得られたものと考えています。

また、道路や橋りょう、水道設備についても自然災害等に対応するための改

修工事を各所で実施しました。

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

町内会（自主防災会）

加入率

【コミュニティ推進課、

市民安全課】

７３．１％

（平成２６年度）

６７％※

（平成２７年度）

７５％

（平成３１年度）

基本目標５
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さらに、市役所新庁舎の建設においては、高い耐震性能を確保するため免震

構造を採用し、平成２６年度から実施していた基本設計及び実施設計を完了さ

せるとともに、平成２８年２月から第１期工事に着手しました。

[防犯・交通安全対策]

平成２７年度は、空家対策の推進、防犯に関する協力体制の構築、交通事故

防止の啓発を行いました。

市内の空家対策としては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「新座

市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき、所有者に対する改善依頼によ

り自主的な管理を促すとともに、平成２７年１１月に「新座市空家等対策協議

会」を設置し、法に基づいた指導等の対象となる特定空家を認定するための「特

定空家等判定基準」を作成しました。

また、防犯に関する協力体制を構築するため、「新座市防犯推進計画」を策定

するとともに、市、警察署、町内会連合会で「新座市犯罪情報の住民提供等に

関する協定」を締結し、市内で発生する犯罪情報の周知について協力体制を構

築しました。

さらに、交通事故防止の啓発として、交通安全教室を３７回開催し、合計

３，９２８名の参加者に対して、交通マナーの遵守を訴えるとともに、例年参

加者の少ない高齢者への啓発として、市内各老人福祉センターでの呼び掛けを

行いました。

今後の取組（平成２８年度以降）

町内会活動の更なる活性化や地域の防災意識の向上を図るため、各町内会（自

主防災会）が単独又は合同で実施する防災訓練に資機材の貸与や市職員の派遣

などを行うとともに、市職員を各町内会の総会等に派遣し、市政情報等の提供

を行う「地域担当職員制度」を実施することで、町内会との連携を更に強化し

ます。

また、災害に強いまちづくりを推進するため、市内の道路、橋りょう、水道

施設等の災害対策を実施するとともに、住宅の耐震化を図るため、分譲マンシ

ョン等の耐震化に係る情報提供について検討します。

空家等の対策については、特定空家等判定基準に基づき、管理不全な空家等

を認定し、法に基づく指導等を実施します。

交通安全対策としては、志木駅南口周辺整備事業として、自転車地下駐車場

の整備やロータリーの大屋根整備などを推進していきます。



- 22 -

基本目標に対する各施策の取組状況（平成２７年度）

施策１ 町内会活動等の活性化

防災、防犯、交通安全の取組を推進する上で重要な地域コミュニティの核

である町内会の活動を支援するとともに、転入者等への案内を通じて、町内

会への加入を促進し、町内会活動等の更なる活性化を図ります。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｃ（事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持）

主な成果

○ 総合防災訓練を２ブロック（第２ブロック、第５ブロック）で開催し、

計８２２名の参加の下、地域の防災力の向上を図った。平成２７年度をも

って全８ブロックでの訓練が終了した。【市民安全課】

○ 全町内会で構成する新座市民清掃の日推進協議会を中心に、春と秋に市

民清掃を実施し、計４日間で４１，４００ｋｇのごみの回収を行った。【環

境対策課】

○ 自主防災会に対し自主防災組織育成補助金及び防災資機材整備費補助金

を交付し、防災備蓄を進めてもらうなどの防災力の向上を図った。【市民安

全課】

○ 避難行動要支援者名簿の更新、避難行動要支援者全体計画（避難支援プ

ラン）の作成、個別計画（個別避難支援計画）の作成、避難行動要支援者

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

防災訓練を実施す

る自主防災会数

【市民安全課】

５０団体

（平成２６年度）

５０団体

（平成２７年度）

６１団体

（全自主防災会）

（平成３１年度）

防災訓練を実施する自主防災会数を増やすため、毎年、全自主防災会

（６１団体）が参加する防災組織連絡協議会総会において実施を依頼し

ています。

防災訓練の実施に当たっては、市職員や消防団員の派遣、資機材等の

貸与、啓発として備蓄食糧の提供を行うなどの支援を行いました。

防災訓練を実施したことがない自主防災会については、他の自主防災

会の実施例の情報提供などを通じて、今後も実施の依頼を行っていきま

す。
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配置地図の配布等により、避難行動要支援者を支援する地域支援者の決定

率が増加した。【長寿支援課】

施策２ 災害に強いまちづくりの推進

地震災害への対策として、公共施設や住宅等の耐震化を進めるとともに、

近年増加する大雨による災害への対策として、溢水地域の解消に向けた浸水対

策を推進します。また、地域の防災力の強化を図るため、避難所における生活

環境の整備や市民、関係機関と連携した防災訓練等を実施します。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｂ（目標値を７割～８割程度達成するペースの指標値）

主な成果

○ 栗原橋、貝沼橋の耐震補強工事及び山川橋、千代田橋の耐震補強に向け

た実施設計を行った。【道路課】

○ 既設消防水利の標識及び路面標示（オレンジライン）の改修工事１０か

所・維持補修工事９１か所、消火栓３基の改修工事、防火水槽２基の内部

補修工事を実施した。【市民安全課】

○ 避難所における生活環境の整備として、子どもや女性に配慮した備蓄品

を購入した。【市民安全課】

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

耐震化率（住宅戸数

の耐震化率）

【建築開発課】

８８％

（平成２６年度）

８９％

（平成２７年度）

９４％

（平成３１年度）

木造一戸建て住宅の耐震化促進の一環として、耐震診断・耐震改修助

成制度の利用促進を図るため、広報紙や市ホームページへの記事掲載を

始め、木造一戸建て住宅を所有されている方に対し、ダイレクトメール

による助成制度の案内送付や住宅耐震化説明会の開催等によりＰＲを

行ってきました。

平成２７年度は、耐震診断助成件数が８７件、耐震改修助成件数が

６０件となり、一定の成果が得られたものと考えています。

今後は、木造一戸建て住宅のみならず、分譲マンションの耐震化促進

を図るため、分譲マンションの管理組合又は居住者の方を対象とした耐

震化に係る情報提供を検討していきます。
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○ 水道施設の整備として、約２ｋｍの老朽管、配水本管を耐震管に布設替

工事を行い、平成２７年度末の耐震適合性のある管も含めた耐震化率は４２．１

％となった。【水道施設課】

○ 英幹線、平林寺第五幹線、沼袋幹線、野火止中央第二枝線のそれぞれに

おいて、溢水対策のための事業を進行している。【下水道課】

施策３ 犯罪や交通事故の少ない安全なまちづくりの推進

市民が安心して安全な暮らしを送ることができるまちであり続けるように、

市民及び関係団体と連携して防犯及び交通安全の更なる推進を図ります。

＜成果目標の達成状況＞

達成度評価：Ｄ（事業開始前より悪化している）

主な成果

○ 交通安全を図るため、市道第４１－０１号線（平林寺大門通り）及び市

道第４２－０１号線（陣屋通り）交差点、市道第４１－０２号線（水道道

路）、市道第１２－０６号線（恵山通り）に歩道整備を行った。【道路課】

○ 消費者被害（振り込め詐欺など）の未然防止と拡大防止を図るため、啓

発品を作成するとともに、埼玉県南西部地域振興センター、新座警察、市

内防犯パトロール団体などと協力して志木駅南口で「振り込め詐欺撲滅

キャンペーン」を行った。【経済振興課】

指標 基準値 指標値（実績値） 目標値

自主防犯パトロー

ル団体数

【市民安全課】

９０団体

（町内会 48、ＰＴＡ23、他 19）

（平成２６年度）

８８団体

（町内会 48、ＰＴＡ23、他 17）

（平成２７年度）

１１３団体

（町内会 61、ＰＴＡ23、他 29）

（平成３１年度）

平成２６年度から２団体減となってしまった理由として、団体の高齢

化により継続が困難となったことが挙げられます。

パトロールを実施する団体に対しては、防犯資機材の貸与や不審者情

報の提供、県が実施する防犯パトロールに関する講演会の案内等を行

い、活動を支援しています。

今後は、新たに自主防犯パトロールを開始する団体を増やすため、現

在実施している各町内会に対しての防犯パトロールに関するアンケー

トを基に個別の働き掛けを行います。
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○ 市、警察署、町内会で「新座市犯罪情報の住民提供等に関する協定」を

締結し、市内で発生する犯罪情報の周知について協力体制を構築した。【市

民安全課】

○ 空家等の適切な管理のため「新座市空家等対策協議会」を設置し、法に

基づいた指導等の対象となる特定空家を認定するための「特定空家等判定

基準」を作成した。【市民安全課】

○ 安全で円滑な道路交通を確保するため、新規の道路照明灯を２４基、新

規の道路反射鏡を１６基設置した。【市民安全課】

○ 交通マナーの遵守を普及するため、交通安全教室を全３７回実施し、

３，９２８人の市民に参加いただくとともに、例年参加者が少ない高齢者へ

の啓発として、市内各老人福祉センターで呼びかけを行った。【市民安全課】


