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第５次八潮市総合計画（案）における主要事業一覧 

 

本資料は、現在策定中の第５次八潮市総合計画（案）における主要事業を抜粋したもの

です。 

 

 

 

基本目標１ 産業の振興（仮）関連 

第 4章 第 1節 農業 

事業名 内容 担当課 

経営体支援事業 
・農業経営体等の経営基盤の強化と農業生産施設の整備

等を支援します。 
農政課 

農業の担い手育成事業 
・農業の担い手となる農業従事者の確保と後継者の育成

を支援します。 
農政課 

環境保全型農業推進事業 

・化学肥料や化学農薬等の使用量の削減と有機堆肥の使

用の促進により、安全な農産物の栽培を推進します。 

・農業で発生する廃棄物の適正処理を進め、環境にやさし

い都市型農業を推進します。 

農政課 

ふれあい農業促進事業 

・都市型農業と市民が共生するために、市民が農業を理

解、体験するふれあい農業を支援します。 

・幼児・児童・生徒を対象とした農業体験を通じて農業へ

の理解を促進する取組を行い、食育活動を推進します。 

農政課 

地産地消推進事業 

・生産者の顔が見え、安全・安心で新鮮な農産物を購入で

きる直売事業の充実を図り、地産地消の拡大を促進し、

八潮の八つの野菜のブランド化を推進します。 

農政課 

都市農地の保全事業 
・災害時において避難場所等を提供できる農地を増やす

とともに、景観に配慮した農地の保全を促進します。 
農政課 

６次産業化促進事業  

・農産物等の生産と関連する加工又は販売等に係る事業

の融合等により、地域ビジネスの展開と新たな業態の創

出を促進します。 

農政課 
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第 4章 第 2節 商業・サービス業 

事業名 内容 担当課 

商工団体補助事業 
・小規模事業者の振興と経営の安定を図るため、その支援

を行う八潮市商工会等に対して補助金を交付します。 
商工観光課 

商店街活性化推進事業 
・イベント、売り出し、空き店舗等を活用した各種共同事業

等を実施する商業者団体に対して補助金を交付します。 
商工観光課 

商業振興事業 

・ホームページ「やしお商業＆観光元気ＵＰサイト」を活用

し、商業に関する情報を積極的に発信します。 

・農商工連携事業に取り組む商業者を支援します。 

商工観光課 

中小企業向け制度融資事

業 

・小口融資、近代化融資及び不況対策融資等を充実しま

す。 
商工観光課 

商業支援事業 

・「夏祭り夜市」等の各種イベントに参加し、市内商品のＰＲ

を行います。 

・新商品の開発を支援します。 

商工観光課 

中心商業拠点の形成事業 

・中心商業拠点の形成を図るため、八潮駅周辺の事業者

の組織化を推進し、市内商店街との連携を支援して、市

内全域の商業活性化に努めます。 

商工観光課 

 

第 4章 第 3節 工業 

事業名 内容 担当課 

中小企業向け制度融資事

業 

・小口融資、近代化融資及び不況対策融資等を充実しま

す。（再掲） 
商工観光課 

経営革新取組企業支援事

業 

・経営課題に即応するための新たな事業活動や経営目標

を盛り込んだ経営革新計画の承認取得に向け、アドバイ

ザーを派遣します。 

商工観光課 

企業立地推進事業 
・関係機関と連携を図り、空き不動産の情報提供を行うな

ど、企業誘致を推進します。 
商工観光課 

工業振興事業 

・市内建築関連事業者の受注機会の拡大を図るため、住

宅改修費用の一部を補助します。 

・経営の安定に資する事業を対象に、経費の一部を補助

します。 

・八潮ブランドを確立し、市内で製造されている工業製品

の特長等について市内外に情報発信します。 

・農商工連携事業に取り組む工業者を支援します。 

・小規模事業者の振興と経営の安定を図るため、その支援

を行う八潮市商工会に対し補助金を交付します。（再掲） 

商工観光課 
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基本目標２ 八潮市の魅力発信（仮）関連 

第 4章 第 4節 観光 

事業名 内容 担当課 

観光資源開発事業 

・中川やしおフラワーパークを運営・管理する一般社団法

人八潮市観光協会等や水辺の楽校を運営・管理する中

川やしお子どもの水辺運営協議会の活動を支援します。 

・「川の駅」の設置等、新たな観光資源の創出や観光イベ

ントの創設に取り組みます。 

・収益を確保することができる観光事業の取組を支援しま

す。 

商工観光課 

ものづくり体験見学会実施

事業 

・ものづくりを行う工場見学や体験に取り組む事業所を支

援します。 
商工観光課 

観光情報充実事業 

・本市が運営するホームページ「商業＆観光元気ＵＰサイ

ト」を充実し、花桃の開花情報やイベント情報等を提供し

ます。 

・多言語による観光情報の提供を進めます。 

商工観光課 

 

第 6章 第 2節 情報共有 

事業名 内容 担当課 

広報事業 

・市政の情報を、広報紙、ホームページ、やしお 840メール

配信サービス、ソーシャルネットワーキングサービス等

様々な媒体を利用し、広く市民に提供します。 

広聴広報課 

広聴事業 
・市民の声ボックス制度、市長ふれあい訪問及び市長とま

ちづくりを語る集い等を通して、広聴活動を充実します。 
広聴広報課 

駅前出張所管理・サービ

ス事業 

・行政サービスの充実を図り、市民の利便性向上を推進し

ます。 
市民課 
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基本目標３ 子育て支援と教育（仮）関連 

第 1章 第 2節 幼児教育・学校教育 

事業名 内容 担当課 

小中一貫教育推進事業 

・小中一貫教育を核に、９年間を通したきめ細やかな指導

を充実させ、児童生徒の学力の向上と豊かな心の育成に

努めます。 

小中一貫教育推

進室 

学校運営改善事業 

・学校の適正配置を進めるため、八潮市立小中学校通学

区域審議会を開催し、通学区域の見直しを行います。 

・学校評議員の活動を更に活性化させ、学校運営の改善

を促進します。 

学務課 

小中学校施設整備事業 
・小中学校施設の修繕及び改修工事を行い、児童の安

全、良好な教育環境を確保します。 
教育総務課 

教職員資質向上事業 

・一人ひとりの子どもたちへの指導を充実するために、指

導の工夫・改善を促進します。 

・体罰等の教職員事故を防止するために、教職員の各階

層に応じた研修機会を充実します。 

指導課 

学校給食・食育推進事業 

・食物アレルギーへの対応を行うとともに安全な食材を使

用した、質の高い学校給食を提供します。 

・栄養士の給食指導学校訪問等を通して食育を推進しま

す。 

学務課 

特別支援教育推進事業 
・特別支援教育介助員を配置し、障がいの種別や程度に

適した、きめ細やかで手厚い指導を行います。 
指導課 

教育相談所運営事業 

・市内の児童生徒のカウンセリングや発達検査を行いま

す。 

・一人ひとりの子どもたちの成長を支援するため、保護者

の相談に対応します。 

指導課 

教育相談体制整備事業 

・中学校各校にさわやか相談員を配置します。 

・不登校の子どもを持つ保護者が、気軽に相談できる体制

を充実します。 

指導課 

学校・家庭・地域相互連携

体制促進事業 

・学校評議員や学校応援団等と連携を図りながら、地域の

教育力を活かした教育体制を充実します。 
指導課 

 

第 1章 第 9節 男女協働参画社会 

事業名 内容 担当課 

男女共同参画促進事業 

・審議会等の委員への女性の登用を推進するとともに、町

会・自治会等の方針決定の場への女性参画を促進しま

す。 

人権・男女共同

参画課 

相談体制等の充実 

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）をはじめとする女性の抱

えるあらゆる問題の解決に向け、専門相談員等による相

談事業を充実します。 

・婦人相談所等の関係機関と連携し、ドメスティック・バイオ

レンス（ＤＶ）等の被害者の自立に向けた支援を推進しま

す。 

人権・男女共同

参画課 

男女共同参画環境づくり

事業 

・市民、事業者と連携し、男女共同参画社会実現のための

環境づくりとして、ワーク・ライフ・バランスの意識啓発や講

座を実施します。 

人権・男女共同

参画課 
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第 2章 第 2節 医療 

事業名 内容 担当課 

地域医療促進事業 

・各種の健康づくり事業を通じて、かかりつけ医（歯科医を

含む）の必要性について啓発します。 

・医師会等の協力を得ながら、専門的な医療機関（産科

等）の誘致活動を推進します。 

健康増進課 

休日診療所運営事業 ・初期救急医療を担う休日診療所を円滑に運営します。 健康増進課 

救急医療支援事業 
・埼玉県東部南地区の第二次救急医療に協力する医療

機関の運営等を支援します。 
健康増進課 

 

第 2章 第 8節 児童福祉・ひとり親家庭福祉 

事業名 内容 担当課 

赤ちゃんの駅整備事業 

・公共施設等におむつ交換台、授乳室及びベビーチェア

ー等を設置することにより「赤ちゃんの駅」を推進し、乳幼

児を持つ家庭が、安全・安心に外出できる環境を整備し

ます。 

子育て支援課 

ホームスタート事業 

・在宅子育てをしていて、地域へ踏み出すきっかけがつか

めず、孤立していく家庭への支援をする環境を整備しま

す。 

子育て支援課 

利用者支援事業 

・地域子育て支援拠点（子育てひろば）において、子育て

コーディネーターを配置し、教育・保育施設や地域子ど

も・子育て支援事業等の情報の集約、提供や利用者の相

談等を行える環境を整備します。 

子育て支援課 

保育所整備事業 

・「子ども・子育て支援新制度」による保育要件の緩和を踏

まえ、保育需要の増加や多様化に対応するため、保育所

の充実に努めます。 

子育て支援課 

認定こども園事業 

・「子ども・子育て支援新制度」に対応した質の高い教育・

保育や幼稚園・保育所と小学校との円滑な連携の取組を

推進するため、幼保連携型認定こども園を普及・促進しま

す。 

子育て支援課 

放課後児童健全育成施設

整備事業 

・八潮駅周辺における学童保育需要の増加に対応するた

め、駅周辺における学童保育所の整備について検討しま

す。 

子育て支援課 

ひとり親家庭等支援事業 

・ひとり親家庭等医療費及び児童扶養手当の支給による

経済的支援や自立支援給付金の支給による就業支援を

はじめ、自立に向けた総合的な支援を充実します。 

子育て支援課 
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第 4章 第 5節 労働 

事業名 内容 担当課 

勤労青少年福祉推進事業 

・働く若者を対象とした講座等を実施します。 

・若年者の就労能力及び意欲向上のため、職業相談や就

職支援講座を実施します。 

商工観光課 

就業環境整備事業 

・市内中小企業で働く従業員の福祉の増進と雇用の安定

を増進するため、中小企業退職金共済制度を支援しま

す。 

・労働者の福祉の向上と市内事業所の労働力を確保する

ため、労働者住宅資金の融資をあっせんします。 

商工観光課 

雇用安定事業 

・市内事業所の労働力確保を推進するため、関係機関と

連携し求人情報の提供を実施します。 

・家庭外で働くことが困難な人に対して、内職に関する求

人、求職の相談及びあっせんを行います。 

・企業に就職し、業務に当たっての適正や能力等を見極

め、常用雇用への移行を推進するため、若年者雇用定

着支援補助を実施します。 

商工観光課 

 

 

基本目標４ 地域づくりと安全・安心（仮）関連 

第 1章 第 1節 生涯学習 

事業名 内容 担当課 

やしお生涯楽習館運営事

業 

・市民活動団体や人財バンク登録者を活用し、各種講座

を開催します。 

市民協働推進課 

（楽習館） 

生涯学習活動推進事業 
・市民活動団体、人財バンク登録者との協働により、学習

成果の発表と交流を目的としたイベントを実施します。 

市民協働推進課 

（楽習館） 

 

第 1章 第 3節 青少年教育 

事業名 内容 担当課 

青少年育成体制づくり事

業 

・青少年育成関係団体の活動を支援します。 

・八潮市青少年育成推進員協議会の活動を支援します。 

・市民、青少年関係団体の連携によって組織された青少

年育成八潮市民会議との協働を推進します。 

社会教育課 

青少年指導者養成事業 

・ジュニアリーダー養成研修会を開催します。 

・八潮市子ども会育成者連絡協議会等と連携し、指導者

のための研修会やレクリエーション講習会等を実施しま

す。 

社会教育課 

社会参加促進事業 

・八潮市ジュニアリーダー会等が行う青少年ボランティア活

動や社会参加への活動を支援します。 

・市民まつり、資源回収、ゴミゼロ運動等への青少年の参

加を促進します。 

・八潮市成人式実行委員会の活動を支援します。 

社会教育課 

青少年の居場所づくり事

業 

・家庭・学校・地域、青少年関係団体等と連携し、放課後

子ども教室や自然体験活動等を実施し、小・中・高校生

の居場所づくりに努めます。 

・やしお子ども週末活動実行委員会との協働により居場所

の確保を進めます。 

社会教育課 
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第 1章 第 4節 社会教育 

事業名 内容 担当課 

地域学習活動推進事業 
・小中学校において、生涯学習学校開放講座を開催しま

す。 
社会教育課 

図書館情報提供事業 

・図書館において、図書館資料の貸出しや特集図書の展

示を行います。 

・定期的に朗読会や上映会等を行います。 

社会教育課公民

館・図書館 

市民大学・大学院運営事

業 

・まちづくりの担い手づくりのため、市民大学及び市民大学

大学院の内容を充実します。 
社会教育課 

公民館運営事業 
・市民のニーズや社会の要請に応えた公民館講座を開催

します。 

社会教育課公民

館・図書館 

家庭教育推進事業 

・市内小中学校において家庭教育学級を開催します。ま

た、子育て中の親等を対象として子育てに必要な知識や

技能を学ぶ親のための講座や近い将来親になる中学生

等を対象として親になるための講座を開催します。 

社会教育課 

 

第 1章 第 8節 コミュニティ 

事業名 内容 担当課 

コミュニティ意識の高揚事

業 

・町会・自治会や八潮市コミュニティ協議会と連携を図り、

様々な情報提供、地域会議や研修会を実施し、町会・自

治会への加入、参加を促進するとともに、地域が必要と

する人材の育成・発掘を支援します。 

市民協働推進課 

市民活動支援事業 
・市民活動支援コーナーを拠点として情報の収集や発信、

相談等を充実し、市民活動団体等を支援・育成します。 

市民協働推進課 

（楽習館） 

コミュニティ関係団体育

成･活動支援事業 

・市と協働してまちづくりに参画する町会・自治会、市民活

動団体、ＮＰＯ法人その他サークルの活動を支援し、活

動の活性化に努めます。 

市民協働推進課 

コミュニティ施設整備事業 

・町会・自治会館の改修・修繕、掲示板作製等に対する支

援を実施します。 

･多様な機能を持つ施設整備の検討を実施します。 

市民協働推進課 

多文化交流活動支援事業 

・日本の生活、文化、慣習等を学ぶ場や機会を提供しま

す。 

・研修会やイベント等を開催し、日本語ボランティアを養

成・育成します。 

市民協働推進課 

 

第 3章 第 1節 防災・減災 

事業名 内容 担当課 

地域防災計画推進事業 

・災害の発生における被害を最小限に抑えるため、八潮市

地域防災計画に基づき、応急対策、復旧・復興活動等の

体制を整備します。 

交通防災課 

自主防災組織育成事業 

・各地域において「共助」の中核となる自主防災組織の育

成・強化のため、各組織の防災訓練の実施、資機材整

備、その他の防災活動を支援します。 

交通防災課 

避難行動要支援者対策推

進事業 

・要支援者を安全かつ迅速に避難させるため、支援者（町

会・自治会、民生委員等）との調整、個人情報の管理・運

用、消防・警察との連携等を通じて要支援者一人ひとりに

合った個別計画の作成を支援します。 

社会福祉課 
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第 3章 第 3節 防犯 

事業名 内容 担当課 

防犯活動普及事業 

・地域の安全を確保するため、防犯協会、町会・自治会、

学校等と連携を図るとともに、防犯対策の普及啓発や防

犯パトロールの活動を支援します。 

交通防災課 

防犯施設整備事業 

・犯罪の起きにくいまちづくりを推進するため、町会・自治

会で設置管理している防犯灯に対し補助金を交付すると

ともに、LED灯の設置を促進します。また、八潮駅周辺や

学校周辺に防犯カメラを整備します。 

交通防災課 

警察署・交番設置促進事

業 

・市内の治安を維持するため、警察署、交番の設置及び

交番における警察官の常駐等について県や警察本部に

要望します。 

交通防災課 

 

第 3章 第 4節 消防・救急 

事業名 内容 担当課 

（仮称）広域消防推進事業 

・迅速かつ的確な消防・救急活動を実施するため、消防・

救急体制の充実を支援します。 

・地域消防力の向上を図るため、消防団の育成と装備の

充実を支援します。 

 

 


