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平成２８年度

新座市地方創生総合戦略

進捗状況報告書

※ 当該報告書は、平成２８年度当時の組織で作成しています。

＜成果目標の達成状況 凡例＞

評価Ａ：期間内に目標値を上回るペースの指標値 など

評価Ｂ：目標値を７割～８割程度達成するペースの指標値 など

評価Ｃ：事業開始前よりも改善が見られる又は現状維持 など

評価Ｄ：事業開始前より悪化している など
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平成２８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）

※ 平成２７年度：１６万４，３８６人

新座市地方創生総合戦略では、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、土地区画整理事業の実施や、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２８年度の実績は、１６万５，０８１人となり、平成２７年度の１６万

４，３８６人から６９５人増加しました。計画期間内の成果目標である１６万

５，７９８人を達成するためには、１年当たり約５４０人の増加が必要ですの

で、期間内に目標値を上回るペースとなりました。

今後についても、目標人口の達成を目指し、総合戦略に位置付けた各施策の

事業を推進していきます。

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）

１６万５，０８１人

（平成２９年３月末）

１６万５，７９８人

（平成３１年１０月）

基本方針
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◆基本目標ごとの成果目標の達成状況◆

＜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）

※平成２７年度：５８％

事業進捗状況

［都市機能の拡充］

成果目標に対する平成２８年度の指標値（実績値）は、基準値と比較して

増加となっています。これは、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、平成２８年８月３０日に

「新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更を行い、

大和田二・三丁目地区が市街化区域に編入されたことから、指標値が増加し

たものです。当該土地区画整理事業は、同年９月に認可を取得し、仮換地指

定及び物件移転補償を経て、都市計画道路の整備（仮設道路築造）等に着手

しました。

また、新座駅北口地区においては、平成２５年４月１６日に都市計画決定

した新座駅北口地区地区計画並びに新座市景観条例及び新座市景観計画に基

づく事前協議及び届出の運用を行いました。

このように、土地区画整理事業の実施により、良好な市街地形成を推進し

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

き続き進めていきます。

［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。

基本目標１ 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～

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）

６１％

（平成２８年度）

６９％

（平成３１年度）
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基本目標に対する各施策の取組状況

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

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）

※ 平成２７年度：１９％

【主な取組とその成果】

○ 新座駅北口土地区画整理事業については、物件調査積算業務委託、道路

等実施設計業務委託、道路等築造等工事、建物移転等補償事業を行い、事

業費予算ベースで執行率約７０％であった。【新座駅北口土地区画整理事務

所】

○ 地下鉄１２号線の延伸実現に向けたまちづくり構想について、馬場、畑

中地区の周辺地権者に対して説明会を行った。【地下鉄１２号線延伸促進室】

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

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）

※ 平成２７年度：１３か所

【主な取組とその成果】

○ 例年実施している「野火止用水クリーンキャンペーン」は荒天のため中

止となったが、市内の中学生やボランティア団体を中心に９７０名の申込

みがあった。また、十文字学園女子大学のＣＯＣ事業と連携し、「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のネームプレー

トの設置や子ども向けの自然体験講座等の事業に対する協力を行った。【生

涯学習スポーツ課】

○ 農業近代化資金利子等補給金制度の啓発を行うとともに、農業団体への

支援として、新座市農業振興協議会に補助を行った。

また、農業経営者の意向を聴きながら新座市都市農業推進対策事業費補助

金交付要綱を見直し、新たな農業技術、環境保全型農業の導入に対して補助

を行った。【経済振興課】

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）

２４％

（平成２８年度）

６５％

（平成３１年度）

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２８年度）

２１か所

（平成３１年度）
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＜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）

※ 平成２７年度：５０万５，０１９人

事業進捗状況

［新たな魅力の創出］

平成２８年度の実績は、基準値を下回る結果となりましたが、平成２７年

度と比較すると、約１万人の増加となりました。平成２７年度は、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、集客が伸びなか

ったことに対し、平成２８年度はこうした影響が少なかったため、増加した

ものと考えられます。

また、観光客誘致の取組の一つとして、睡足軒において様々なイベントを

行っており、音楽会や作品展を行う「春の文化の祭典」や、夜の時間帯に演

奏会と朗読劇を行う「真夏の夜の集い」などを開催しました。

さらに、夜間の紅葉ライトアップについては、比較的天候に恵まれたこと

もあり、前年を上回る人数の方に御参加いただくなど、本市の地域資源をい

かした事業が成果を上げているところです。

本市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の会場市で

あるとともに、ブラジルのホストタウンであることから、市をＰＲする絶好

の機会と捉え、様々な取組を推進していきます。

［受入れ体制の強化］

睡足軒の森と同様に、本市の地域資源である平林寺周辺の安全対策として、

陣屋通りの歩道拡幅に向けて樹木伐採を行い、観光しやすい環境の整備を推

進しました。

また、平林寺周辺の新たな観光拠点となる市役所新庁舎の建設においては、

平成２８年２月から着手した第１期工事を引き続き進めたほか、第２期工事

の見直しを行い、低層棟の建設先送りを決定しました。

基本目標２ 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～

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）

５１万５，４６４人

（平成２８年）

１００万人

（平成３１年）
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基本目標に対する各施策の取組状況

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

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）

※ 平成２７年度：６９人＜０人＞

【主な取組とその成果】

○ 観光ボランティアガイドは平成２７年度と比較し、５名増加した。その

一方で、外国語対応可能なガイドは、平成２７年度と同様、不在であるた

め、人材の発掘・育成に向けて、ボランティアの募集方法等の検討を行っ

た。【観光推進課】

○ 平林寺周辺の散策道（陣屋通り）の整備を行うため、樹木の伐採を行っ

た。【道路課】

○ 公共施設を起点とし、周辺の自然や歴史を巡るウォーキングルートの検

討や、来訪者への情報提供の充実などを行った。【観光推進課】

○ 妙音沢緑地の隣接地に休憩施設やトイレ等を整備し、新たな観光拠点を

創出した。【みどりと公園課】

○ 歴史民俗資料館の事業として、文化財看板を活用した市内文化財めぐり

を実施した。【生涯学習スポーツ課】

○ 公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備としては、平成３０年１月開

庁の市役所新庁舎の各フロアに公衆無線ＬＡＮを整備するとともに、平成

３０年度から指定管理者制度を導入するふるさと新座館においても、制度

導入を機に公衆無線ＬＡＮ環境を整備する予定である。今後は、東京

２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、市内公共

施設への公衆無線ＬＡＮ整備に係る基本方針を策定し、市の財政状況を踏

まえ順次整備を進めていく予定である。【市政情報課】

施策２ 観光の魅力向上とシティプロモーションの推進

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）

※ 平成２７年度：シイタケの生産量０kg、ブドウの生産量１５kg

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）

７４人

＜０人＞

（平成２８年度）

１５０人

＜５０人＞

（平成３１年度）

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

２５kg

（平成２８年度）

シイタケの生産量

１００kg

ブドウの生産量

６００kg

（平成３１年度）
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【主な取組とその成果】

○ 障がい者・高齢者の就労や社会参加の機会を提供するユニバーサル農業

の推進に向けて、「ユニバーサル農業検討委員会」を設置し、協議・検討を

行った。【経済振興課】

○ 睡足軒を活用した文化事業（春の文化の祭典、真夏の夜の集い、紅葉ラ

イトアップ、睡足軒の森主催講座）を実施し、平成２７年度よりも多くの

来場者があった。特に、紅葉ライトアップの来場者は、平成２７年度の

１０，９６１人から約８，０００人増加し、１９，２９３人となった。【生

涯学習スポーツ課】

○ ホタルの里づくりについては、西分町内会との共催により、第１４回野

火止用水ホタルの夕べを開催するとともに、ホタル飼育に取り組む畑中町

内会と新栄町内会に対し、飼育費用の助成を行った。【コミュニティ推進課】

○ 川越市及び三芳町と連携し、日本遺産の認定申請を行ったが、結果は不

採択となった。【観光推進課】

○ 新座市観光親善大使の三宅宏実選手のリオ五輪出場を応援するため、懸

垂幕や横断幕を掲出するとともに、メダル獲得を祝した祝勝会を開催した。

また、新たに俳優の黄川田将也さんを大使として委嘱し、合計８名の方々

に観光都市にいざのＰＲ等に御協力いただいた。【コミュニティ推進課】
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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）

※ 平成２７年度：１．４３

※ 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

[子育てしやすい環境づくり]

平成２８年度は、平成２７年度から開始した、子ども・子育て支援新制度

に伴う利用者支援事業を引き続き実施するとともに、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４８名の定員増となりました。

また、（仮称）児童発達支援センターについては、平成２８年８月に実施設

計が完了し、平成３０年度以降に建設工事を行うこととしました。

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、新開小学

校で新たに開設し、合計８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、英会話講師を全ての市立小学校において配置し、

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っており、高学年か

らは英語を「読むこと」、「書くこと」に焦点を当てた学習活動を取り入れま

した。

子どもたちが自然を体験する機会として、学校教育農園や学校教育林を活

用し、農業支援員の協力を受けての農業体験活動や、自然散策、椎茸栽培な

どの自然体験活動を実施しました。

また、観光分野では、新座の自然をいかして、ボランティア団体と連携し

ながら、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「あおぞら児童

館」や「土曜外遊びデー」を開催するなど、季節によって変化する公園の中

で自然をいかした外遊びを実施しました。

基本目標３ 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～

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）

１．３４

（平成２８年度）

１．３８

（平成３１年度）
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施策１ 安心して出産・子育てできる環境の整備

達成度評価：Ｄ（事業開始前より悪化している）

※平成２７年度：１５８名

【主な取組とその成果】

○ 保育施設の確保について、小規模保育施設を３園整備（２園は平成２８

年４月開園、１園は平成２８年１０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４８名の定員増となった。【子育て支援課】

○ 妊婦健康診査については、他自治体の医療機関と契約を結び、新座市の

助成券を利用できるようにしたり、妊婦健康診査助成金制度で対応したり

することにより、医療機関への委託料や助成金件数が増加している。【保健

センター】

○ 子どもの放課後居場所づくり事業（ココフレンド）については、東北小

学校で試験的に夏季休業中の午後に開室したところ、放課後児童保育室の

夏の入室者数が減少し、一定の効果が得られた。平成２８年度は一日平均

３０～４０人の参加があり、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人を超える日もあった。【生涯学習スポーツ課】

○ 在宅ワークについて、埼玉県女性キャリアセンターと連携し、県主催の

セミナー等の情報提供を行うとともに、市との共催による入門編セミナー

を開催した。また、同センター及び志木市との共催による女性向け就労支

援セミナーを２回行った。【経済振興課】

○ 就業機会の拡充を図るため、ふるさとハローワークと連携した効果的な

求人情報の提供や、市主催のセミナー・相談事業の利用促進に努めるとと

もに、朝霞地区雇用対策協議会と連携し、合同面接会を開催した。【経済振

興課】

○ 女性活躍推進法が制定されたことに伴い、事業者向けに各種補助制度等

について市ホームページ等で周知を行った。【経済振興課】

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）

１９０名

（平成２９年４月）

０名

（平成３１年４月）
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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

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）

※平成２７年度：７校

【主な取組とその成果】

○ 大和田小学校の児童増加に伴い、校舎の増築工事を行った。また、東野

小学校及び新座小学校において、埼玉県の「みどりいっぱいの園庭・校庭

促進事業補助金」を活用し、校庭の一部に芝生を植栽した。【教育総務課】

○ 友好都市である中華人民共和国河南省済源市に市長を団長とする市民訪

問団２０名が訪問し、友好を深めた。また、市内に済源市の省花でもある

牡丹の苗木７５０本と記念木からなる「新座牡丹園」を整備した。【コミュ

ニティ推進課】

○ 子ども大学にいざでは、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と協力し、全４回の講義を行い、

小学４～６年生 ４０名が参加した。【生涯学習スポーツ課】

○ 新座っ子ぱわーあっぷくらぶについて、市内全１７小学校で計３７クラ

ブを開設し、８７１名の児童が活動に参加した。参加児童数は平成２７年

度と比較して約５０名増加した。【生涯学習スポーツ課】

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）

８校

（平成２８年度）

１７校

（全小学校）

（平成３１年度）
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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）

※ 平成２７年度：男性８１．９９歳、女８４．９３歳

事業進捗状況

［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、基準値から上昇してきてい

る状況です。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。総合健診の定員数を増

やすなど、受診しやすい環境整備を進めており、平成２６年度から開始した

特定健診の無料化が３年目を迎え、開始前の受診率３３．２％（平成２５年

度）から、平成２８年度は３７．８％まで上昇しました。

［生きがいづくりへの支援］

市民総合大学において、「健康増進学部健康づくり学科」への受講者を募集

したところ、定員４０名に対して約２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、希望者に対して「にいざの元

気推進員」を委嘱し、地域での健康づくりに向けた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１２９名の方に参加いただきました。

基本目標４ 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～

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８２．３６歳

女性８４．９７歳

（平成２７年）

男性８４歳

女性８７歳

（平成３１年）
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施策１ 市民の健康の保持・増進への支援

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）

※ 平成２７年度：２６会場

【主な取組とその成果】

○ にいざ元気アップ広場は、昨年の２６会場から３６会場に会場数を増や

して実施したほか、大学や民間事業者等と連携したウォーキングイベント

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】

○ 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」を運行しており、平成２８年７月には利便性の改善を図るための

路線変更を行い、野火止五丁目・北野地区への乗り入れを開始した。【市

民安全課】

○ ＪＲ東日本主催「学生が考えた駅からハイキング」への協力を行い、

ウォーキング事業の充実を図った【観光推進課】

施策２ 市民の生きがいづくりへの支援

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）

※ 平成２７年度：０人

【主な取組とその成果】

○ ユニバーサル農業の推進に向けて、「ユニバーサル農業検討委員会」を

設置し、協議・検討を行った。【経済振興課】

○ 観光都市づくりサポーター、観光ボランティアガイド等が各種事業で

活躍した。【観光推進課】

○ 団塊世代やシニア世代を対象とした地域デビューセミナーを開催し、

平成２８年度は１２９名の方が来場した。【コミュニティ推進課】

○ 市内大学公開講座を市内３大学と共催で開催し、９～１２月にかけ、

歴史、文化史、観光学、クリスマスコンサートなど、様々な分野の講座

を開講し、受講者数は延べ１，０８３名であった。【生涯学習スポーツ課】

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）

３６会場

（平成２８年度）

６１会場

（全町内会）

（平成３１年度）

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２８年度）

１００人

（平成３１年度）
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＜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）

※ 平成２７年度に加入率の算出方法を変更した。平成２７年度：６７％

事業進捗状況

［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。この自主防災会に対する支援として、活動費

としての自主防災組織育成補助金や、備蓄強化を図るための防災資機材整備

費補助金の交付などを行っています。

また、地域活動の中心としての役割を担っている町内会に対する加入促進

事業として、町内会加入啓発用チラシ及び啓発品（ポケットティッシュ）を

作成し、市民課での転入手続時に配布を行いました。併せて、町内会活動に

関心を持っていただくきっかけづくりとして、新座市町内会連合会と連携し、

市ホームページに各町内会の活動紹介ページを掲載するなど、町内会に対す

る理解促進を図りました。

［ハード面での災害対策］

平成２８年度においても、引き続き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、広報紙や市のホーム

ページへの記事掲載を始め、木造一戸建て住宅を所有する制度の対象者に対

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を行いました。

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。

さらに、市役所新庁舎の建設においては、平成３０年１月からの供用開始

に向け、平成２８年２月に着手した第１期工事を引き続き進めました。

［防犯・交通安全対策］

防犯の推進の一環として、防犯に関する協力体制を構築するため、「平成

２８年度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

基本目標５ 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～

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）

６４．９％

（平成２８年度）

７５％

（平成３１年度）
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合会で締結した「新座市犯罪情報の住民提供等に関する協定」に基づき、防

災行政無線を利用した、市内で発生する犯罪情報についての放送を実施しま

した。

また、交通事故防止の啓発として、交通安全教室を３３回開催し、合計

３，８６７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

けを引き続き行いました。

本市における空家等対策の推進及び利活用の促進を図り、安全で安心なま

ちづくりの推進に寄与することを目的として、平成２８年８月２９日に「新

座市空家等対策計画」を策定しました。

また、空家対策の取組としては、「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、改善依頼により所

有者に自主的な管理を促しました。

施策１ 町内会活動等の活性化

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）

※ 平成２７年度：５０団体

【主な取組とその成果】

○ 自主防災会単独や合同で実施する防災訓練を推進し、防災知識の構築

を図るよう、全自主防災会が参加する防災組織連絡協議会総会にて訓練

の実施について依頼した。【市民安全課】

○ 自主防災会役員や市職員が避難所開設から運営までの全体の流れを把

握するための「避難所参集・開設訓練」を実施した。【市民安全課】

○ 町内会加入率は結果的に減少となった。新規転入者や若い世代の未加

入者が多く、また、既存の会員の高齢化などにより、役員や班長の担い

手不足が課題となっているため、積極的に加入促進事業を推進した。【コ

ミュニティ推進課】

○ 避難行動要支援者名簿の更新、個別計画（個別避難支援プラン）の作

成、避難行動要支援者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】

○ 全６１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、春及

び秋の市民清掃を行った。【環境対策課】

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）

５１団体

（平成２８年度）

６１団体

（全自主防災会）

（平成３１年度）
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施策２ 災害に強いまちづくりの推進

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）

※ 平成２７年度：８９％

【主な取組とその成果】

○ 耐震化促進の一環として、木造一戸建て住宅を所有する、助成制度の

対象となる方に対し、ＰＲを行った結果、平成２８年度は耐震診断助成

件数１１３件、耐震改修助成件数５３件となった。【建築開発課】

○ 地震災害への対策として、樋の橋、千代田橋、山川橋の耐震補強工事

を実施するとともに、石神橋歩道橋及び柳瀬川ふれあい橋の耐震補強実

施設計委託を実施した。【道路課】

○ 分譲マンションの耐震化促進を図るため、新座市マンションネット

ワーク登録制度の設立や、ダイレクトメールによる分譲マンションの耐震

化に係る助成制度の案内の送付や分譲マンション耐震化説明会等を行っ

た。【建築開発課】

○ 水道施設の地震災害への対策として、約２．０ｋｍの老朽管、配水本

管を耐震管への布設替工事を行った結果、平成２８年度末の耐震適合性

のある管も含めた耐震化率は４２．７％となった。【水道施設課】

○ 溢水対策としての雨水管整備については、野火止中央第二枝線工事が

完了した。また、野火止三丁目付近の溢水箇所の解消に向けた、平林寺

第五幹線について、実施設計を行った。【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

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）

※ 平成２７年度：８８団体

【主な取組とその成果】

○ 防犯パトロール団体に対して、防犯資材の貸与を行うとともに、不審者

情報の提供を行った。防犯パトロール団体は高齢化が進んでおり、活動が

困難となる団体もあることから、団体の増加を目指し、各町内会や関係団

体に対し、引き続き周知啓発に取り組んだ。【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）

８９.６％

（平成２８年度）

９４％

（平成３１年度）

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）

８９団体

（町内会 49、ＰＴＡ23、他 17）

（平成２８年度）

１１３団体

（町内会 61、ＰＴＡ23、他 29）

（平成３１年度）
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○ 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

発品を作成し、講座やイベントなどで配布した。

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】

○ 空家等の適切な管理として、条例に基づいた改善依頼により所有者に自

主的な管理を促すことに加え、９件の管理不全な空家等を「特定空家等」

に認定するとともに、法律に基づく指導を実施し、１件の特定空家が更地

化された。【市民安全課】

○ 交通安全を図るため、水道道路に１１６ｍの歩道整備を行った。【道路課】


