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  令和 3 年 1 月 18 日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

 

◎市長あいさつ 

皆さん、改めまして、明けましておめでとうございます。 

ご承知の通り、去る 7 日、埼玉県を含む 4 都県に「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が再発出され、

13 日には対象区域に大阪府など７府県が追加されました。 

こうした中、本市の新規陽性者数は、年が明けてからの 2 週間で 994 名となりました。昨年末の 2 週間と比

べても約 1.8 倍と増えており、高齢者の新規陽性者数も急増し、極めて厳しい状況にあります。各局区におい

ては、市民、事業者の皆様に、ご理解とご協力を頂けるよう、引き続き、要請事項等の周知をお願いします。特

に、区長にあっては、区民の皆様への幅広い情報伝達をお願いいたします。 

また、職員の新規陽性者数も増えています。今一度「感染予防ガイドライン」を確認し、職員同士の接触機

会の低減を図るため、テレワークや時差出勤等を推進してください。 

なお、今週 20 日付けで「新型コロナウイルスワクチン対策室」を保健所内に設置します。 

ワクチン接種については、膨大な業務量が予想されますので、各局区にあっては、保健福祉局の協力要請

に応じ、全庁挙げて対応するようお願いします。 

さいたま市となってから最大ともいえる危機に、自分自身と大切な人の、命と暮らしを守るため、全庁一丸と

なって、感染拡大防止に努めてください。 

さて、本年は誕生 20 周年という節目を迎えます。人で言えば成人となるこの節目にあたり、本市の魅力を市

内外へ発信していくとともに、市民の市への愛着と誇りを醸成するため、「ありがとう 20 周年、ともに未来へ」を

キャッチフレーズに、20 周年事業を展開してまいります。各局区においても、既存事業等の実施にあたっては、

この趣旨を理解の上、各事業を実施いただきますよう、お願いします。 

また、4 月からは新しい総合振興計画がスタートします。「上質な生活都市」と「東日本の中枢都市」という将

来都市像の実現に向けて、各局区においては、しっかりと計画の推進に取組んでください。 

 

◎報告事項 

〔総務局〕 

●文書の電子化率の向上について 

文書の電子化率は、「後期基本計画後期実施計画」及び「しあわせ倍増プラン 2017」にて、今年度末までに

65％としています。 

今年度 4 月から 12 月までの電子化率の実績は、77.0％となり、前年度同時期の電子化率 70.8％と比較する

と、6.2 ポイント向上しています。 

これまでのところ、昨年度の最終実績である 70.9％を上回っている状況ですが、例年、年度末にかけ電子化

率が下がる傾向にあります。更なる電子化率の向上に向け、昨年度を上回る実績を達成できるよう、文書の

電子化に取り組むようお願いします。 

 

●本庁コピー機使用枚数の削減について 

コピー用紙の削減は、令和 2 年 9 月定例会決算特別委員会から提言書が出されたところです。 

また、コピー用紙の購入単価は、上昇を続けており平成 30 年度から 2 割以上の価格上昇となっています。 

これらを踏まえ、文書事務の電子化への取組をお願いするとともに、紙の使用枚数の削減についても協力

をお願いします。 

取組の一環としてこのたび、本庁コピー機の使用枚数の目標値を設定し、令和 3 年 1 月から 3 月の使用枚

数を前年度比 10％削減としました。 

今年度は新型コロナ感染症の影響もあり使用枚数は少なく推移していますが、1 月から 3 月においても職員
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一人一人が意識を持ち、コピー用紙削減の取組を進めていただくようお願いします。 

 

●令和 3 年度さいたま市総合防災訓練について 

令和 3 年度さいたま市総合防災訓練の実施日及び会場について連絡します。さいたま市総合防災訓練は、

九都県市合同防災訓練のさいたま市会場として実施しており、毎年 9 月 1 日の防災の日を含めた防災週間付

近に実施しているところです。 

しかし、来年度は今年度と同様に、防災週間が東京オリンピック・パラリンピックの開催予定時期と重なり、

同時期の訓練実施が困難な状況であることから、九都県市の統一事項で10月初旬から 11 月末までの間で実

施する運びとなりました。 

なお、本市については令和 3 年 11 月 6 日(土)に、桜区の荒川総合運動公園での実施を予定しています。 

 

〔子ども未来局〕 

●令和 3 年さいたま市成人式オンライン開催について 

12 月の行政会議において、午前・午後の 2 部開催の御案内と御出席についてお願いしたところですが、昨

年末からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等から、1 月 5 日に、「2 部開催」から「オンライン開

催」へと開催方法を変更しました。 

当日は、変更を知ったうえで、会場周辺に来られる新成人もいましたが、トラブル等はありませんでした。 

なお、ライブ配信最大同時視聴者数は、2,738 人です。概要等につきましては、資料のとおりとなります。 

 

〔消防局〕 

●令和 2 年中のさいたま市火災・救急発生状況（速報値）について 

令和 2 年中は火災が 264 件発生し、前年の 252 件に対し、12 件増加しています。火災による死者は 18 名

発生し、前年より４名の増加となっています。死者については自損等を除く失火に起因する住宅火災で13名が

亡くなり、このうち高齢者は 10 名となっています。 

また、救急は 62,457 件発生し、前年の 69,493 件に対し、7,036 件減少しています。搬送人員は 54,143 名で、

このうち高齢者が 30,731 名であり、全体の約 56.8％を占めています。 

各局及び区役所職員の皆さんには、引き続き市民に対する火災予防と救急車適正利用の啓発にご協力を

お願いします。 

 

◎その他 

〔都市戦略本部〕 

総合振興計画については、昨年 12 月定例会での実施計画（素案）の報告における質疑対応に御協力いた

だき、ありがとうございました。実施計画（素案）については、１月 24 日までパブリック･コメントを実施しており、

現在のところ 27 件の御意見をいただいています。 

いただいた意見に対する市の考え方の整理については、担当部局に順次お願いしているところですが、引

き続き御協力の程よろしくお願いします。 

また、2 月定例会での議会対応については、2 月 1 日に開催予定の「総合振興計画推進本部会議」において

御説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

〔総務局〕 

職員の接触機会の低減については、昨年9月4日付けで各局区に通知しているところですが、新型コロナウ

イルスの爆発的な感染拡大傾向が継続している状況を踏まえ、近日中に職員の接触機会低減等の取組強化

について、改めて通知の発出を予定しています。 

今般の緊急事態宣言では、「飲食店の時短要請」と「出勤者数の削減」が大きな柱となっていることを踏まえ、
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具体的な数値目標を設定し、取り組んでまいりたいと考えていますのでよろしくお願いします。 
 

〔市長〕 

先程、成人式のライブ配信最大視聴者数は2,738人と報告をいただきましたが、ライブ配信の再生回数は約

17,000 回となっています。視聴者数だけではなく、様々な数値を用いて、市民の皆様に、事業の実績を周知い

ただきたいと思います。 

 

◎次回の行政会議 

次回、令和 2 年度第 11 回は、令和 3 年 2 月 1 日（月）午後 1 時 15 分です。 

 



令和2年度 第１０回 行政会議

令和３年１月１８日（月）

●文書の電子化率の向上について

●本庁コピー機使用枚数の削減について

●令和３年度さいたま市総合防災訓練について

●令和３年さいたま市成人式オンライン開催について

●令和２年中のさいたま市火災・救急発生状況（速報値）

について

組織名
R1年度

4月～12月
R2年度

4月～12月
市長公室 77.7% 86.5%
都市戦略本部 85.6% 87.7%
総務局 75.8% 78.7%
財政局 88.3% 91.1%
市民局 79.2% 86.8%
スポーツ文化局 70.8% 77.2%
保健福祉局 58.2% 68.2%
子ども未来局 56.5% 68.1%
環境局 77.1% 82.1%
経済局 68.7% 77.3%
都市局 67.8% 76.7%
建設局 74.4% 79.8%
西区役所 68.9% 76.6%
北区役所 72.4% 81.0%
大宮区役所 67.6% 74.4%
見沼区役所 72.3% 75.7%
中央区役所 66.2% 75.5%
桜区役所 65.5% 70.2%
浦和区役所 71.5% 74.9%
南区役所 65.5% 71.8%
緑区役所 68.8% 69.4%
岩槻区役所 71.2% 75.3%
消防局 74.5% 77.9%
出納室 93.9% 95.2%
水道局 73.3% 76.9%
議会局 66.4% 74.8%
教育委員会事務局 73.7% 80.8%
選挙管理委員会事務局 71.9% 86.8%
人事委員会事務局 73.0% 86.1%
監査事務局 91.3% 88.4%
農業委員会事務局 83.7% 90.4%

合計 70.8% 77.0%

【総務局】
文書の電子化率の

向上について
文書の電子化率の

向上について

実績（R２年度４月～１２月）
７７．０％

（R２年度目標：６５．０％）

※ Ｒ２年度は全ての局で６５％を上回っています。
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【総務局】本庁コピー機使用枚数の削減について

● 令和２年９月定例会 決算特別委員会での提言
コピー用紙の使用総量に係る削減目標の設定等により、紙の使用量の削減を図る

目安として、職員１人当たり
７０枚／月の削減に
御協力をお願いします！

目標（R３年１月～３月）
対前年度比 １０％減
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本庁コピー機印刷枚数推移

令和２年度

（万枚）

令和元年度

（万枚）

(万枚)

＜本庁コピー機使用枚数の推移＞

目標
前年度比
10%減！

９月に昨年度実績を上回ったものの、
１２月までは順調に推移しています。

【総務局】
令和３年度さいたま市総合防災訓練について
（第４２回九都県市合同防災訓練・さいたま市会場）

◇実施日時 令和３年１１月６日（土）９時３０分～１２時３０分

◇訓練会場 荒川総合運動公園ほか
（さいたま市桜区大字在家５９１）

◇訓練内容 震災対応訓練（自助・共助・公助）
救援物資緊急輸送訓練
防災フェア（防災展示・啓発）ほか

◇備考 令和２年度も当初は同会場で計画していたが、
新型コロナロナウイルス感染症対策として、
市役所駐車場にて無観客で訓練を実施した。



【子ども未来局】

【 当日の会場周辺警備体制 】

市職員31名、委託警備70名、警察22
名 トラブル等なし

【報道関係者による取材】

18社23名

【開催概要】

〇日時：令和３年１月１１日（月・祝）

１１：３０～１２：１６（４６分）

〇会場：さいたまスーパーアリーナ

〇出席者：市長、副市長、教育長、
選挙管理委員会委員長、市議会議長
副議長、新成人代表 １０名

〇内容：国歌独唱、市長式辞、議長
祝辞、スペシャルメッセージ、はたち
の誓い など

〇配信方法：YouTube

「令和３年さいたま市成人式」オンライン開催について

【ライブ配信最大同時視聴者数】

2,738人
なお、録画動画は市ホームページより
今後も視聴できます。

令和２年中のさいたま市火災・救急発生状況(速報値)について

【消防局】

（14） （28）（25） （28） （20） （22） （22）（42） （28） （35）

※（ ）内は、件数
※（ ）内は、件数

※グラフ は昨年件数
※グラフ は昨年件数

救急 62,457件

・昨年より、 7,036件の減少

・搬送人員 54,143名 うち高齢者 30,731名

・高齢者の割合は、全体の約56,8 ％

・軽症 28,922名、中等症 20,681名

重症 3,965名、死亡 574名 その他 １名
※高齢者：65歳以上

※その他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したもの。

火災 264件

・昨年より、12件の増加

・火災による死者18名 昨年より、４名の増加

・住宅火災による死者13名 うち高齢者10名

・出火原因は、放火(疑い含む)53件、たばこ30件

こんろ27件が全体の41.7％
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次回 令和２年度

第１１回行政会議

令和３年２月１日（月）

午後１時１５分～


