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  令和 4年 1月 17 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。 

さて、全国で新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」による感染が広がり、今や第 6 波の渦中にありま

す。 

本市においても、1月 15日までの直近7日間の新規陽性者が1,313 名確認され、前の週から 5倍以上とな

り、急激に増加をしています。昨年の夏を超える感染拡大となることが危惧され、強い危機感を持って感染予

防対策に取り組む必要があります。 

すでに保健所や保健福祉局において、感染状況に応じた体制強化を図りつつ、自宅療養者の健康観察等

はもとより入院者の調整などを行っておりましたが、現状の感染拡大状況を踏まえて、先日 13 日に「新型コロ

ナウイルス危機対策本部員会議」を開き、フェーズ3への移行を決定し、明日18日から全庁を挙げた更なる保

健所の体制強化を図ります。 

また、本市のワクチン追加接種についても、接種時期を前倒しするなど、迅速な接種を進めています。 

11 日から 2回目の接種時期に応じて、順次、接種用クーポン券を発送しているほか、2 月には市内 10区す

べてに集団接種会場を開設する等、身近な場所で接種を受けていただけるよう接種体制を強化します。今後

も全庁を挙げて新型コロナウイルス対策に注力することとなるため、いかなる状況下でも柔軟に対応できるよ

う、各局区においては、直ちに優先すべき業務を洗い出し、全庁を挙げた職員動員体制を確保できるよう、一

歩先を見据えたマネジメントに努めてください。 

また、各局区は引き続き「職員感染予防ガイドライン」による基本的な感染予防対策を徹底するとともに、テ

レワークや時差出勤等、あらゆる手段を講じて職員同士の接触機会の低減を図るよう努めてください。 

そして、業務継続性を確保するため、日頃から情報の共有化を図るなど職員間の連携を深め、職場での陽

性者の発生など不測の事態の際にも、円滑に業務が行えるよう体制を整えてください。 

最後に、多くの職員が多忙な日々を送っていると思いますが、市民の健康と生命を最優先で守るため職員

の動員について、ご理解いただきたいとお願いします。 

◎報告事項 

〔総務局〕 

●文書の電子化率の向上について（総務課） 

文書の電子化率については、今年度末までに全庁で 80％とすることを目標としています。 

今年度 4 月から 11 月までの電子化率の実績は、81.1％となり、前年度同時期の実績 77.0％と比較すると、

4.１ポイント向上しています。 

これまでのところ、最終目標値である 80％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低

下する傾向にあります。引き続き目標達成に向け、取り組んでください。 

●コピー機使用枚数の削減について（総務課） 

コピー機の使用枚数については、令和2年9月定例会決算特別委員会からの提言を踏まえ、各所属におい

て削減の取組を進めているところです。 

今年度はコピー機の使用枚数を、本庁においては、令和元年度比で20％削減、各区役所においては、令和

元年度比で 10％削減することを目標としています。 

今年度 4 月から 11 月までの実績は、本庁分が 26.5％減、区役所分が 15.1％減となり、どちらも目標値を上

回っている状況です。 

年度末はコピー機の使用枚数が増える傾向にあります。引き続き目標達成に向け、取り組んでください。 
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●令和 4年度さいたま市総合防災訓練について（防災課） 

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。 

今年度は東京オリンピック・パラリンピックの開催があったことから、開催時期を 11 月に順延して実施しまし

たが、令和 4 年度については例年同様、防災週間付近で実施することが決定しました。なお、本市においては

令和 4年 9月 4日日曜日に、大宮区の大宮消防署及び合併記念見沼公園で実施を予定しています。 

併せて、資料にはありませんが、1 月 19 日に予定している九都県市合同防災訓練・図上訓練は、新型コロ

ナウイルス感染症の状況を考慮し、密を避ける目的から職員が参集して行う訓練は中止としました。これによ

り本部員会議も中止します。 

なお、訓練については、各班で課題に取り組む方式に変更しましたので、ご協力お願いします。 

〔保健福祉局〕 

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について（新型コロナウイルスワクチン対策室） 

新型コロナウイルスワクチンの 3 回目接種については、今後の国・県の大規模接種会場の開設等を見据え、

接種用クーポン券を2回目接種の完了から 6か月の経過に合わせて届くよう、2月 1日（火）発送予定分より、

1 週間前倒して発送いたします。 

これらのことにより、新型コロナワクチンの 3 回目接種を更に促進し、感染拡大防止及び市民の感染・重症

化予防に努めてまいります。 

また、2 月には、主な接種対象者が高齢者であるため、より身近な場所で接種できるよう各区に集団接種会

場を設置します。なお、本日から2月28日まで、市内の商業施設22か所に、接種予約の代行窓口を設置しま

す。今後、3 回目接種の対象者が増えていきますので、区役所等の窓口における相談・予約支援などの対応

については、引き続きよろしくお願いします。 

〔子ども未来局〕 

●令和 4年さいたま市成人式の開催結果について（青少年育成課） 

去る、1 月 10 日、成人の日に、さいたまスーパーアリーナにて、感染対策を講じたうえで、3 部制で開催しま

した。 

3 部の合計で 10,986 名、うち新成人 9,247 名の方々にお越しいただき、特に大きな混乱もなく式典が執り行

われ、成人の門出をお祝いすることができました。 

なお、当日会場に来られない方のために、式典の様子は、YouTube によるライブ配信も行いました。なお、こ

の動画は、引き続き、YouTube にて、3 月末まで閲覧できます。 

〔消防局〕 

●令和 3年中のさいたま市火災・救急発生状況（速報値）について（消防企画課） 

令和 3年中は火災が 300件発生し、前年の 264件に対し、36件増加となっています。火災による死者は 11

名発生し、前年より 7 名の減少となりました。住宅火災による死者は 6名で、うち高齢者は 3名です。 

また、救急は66,442件発生し、前年の62,457件に対し、3,985件増加となりました。搬送人員は56,837名で、

このうち高齢者が 31,017 名で、全体の約 55％を占めています。 

各局区においては、市民に対する火災予防と救急車適正利用の啓発に引き続き、協力してください。 

◎次回の行政会議 

次回、令和 3年度第 11回は、令和 4年 2月 3日（木）午前 10時です。 



令和３年度 第１０回 行政会議

令和４年１月１７日（月）

●文書の電子化率の向上について

●コピー機使用枚数の削減について

●令和４年度さいたま市総合防災訓練について

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

●令和４年さいたま市成人式の開催結果について

●令和３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
R2年度
4月～11月

R3年度
4月～11月

市長公室 86.4% 94.1%
都市戦略本部 87.4% 90.4%
総務局 78.6% 82.9%
財政局 90.9% 92.0%
市民局 86.9% 88.1%
スポーツ文化局 77.5% 85.4%
保健福祉局 68.2% 71.2%
子ども未来局 67.6% 72.5%
環境局 81.8% 86.4%
経済局 77.5% 82.3%
都市局 76.9% 83.5%
建設局 80.0% 84.1%
西区役所 76.5% 84.7%
北区役所 80.2% 88.6%
大宮区役所 74.1% 77.8%
見沼区役所 75.4% 75.7%
中央区役所 75.4% 80.8%
桜区役所 70.4% 77.8%
浦和区役所 74.8% 78.2%
南区役所 71.6% 74.5%
緑区役所 69.5% 80.9%
岩槻区役所 75.3% 77.0%
消防局 78.0% 81.5%
出納室 95.1% 94.2%
水道局 77.2% 82.3%
議会局 75.5% 78.2%
教育委員会事務局 80.8% 84.9%
選挙管理委員会事務局 87.9% 77.2%
人事委員会事務局 85.7% 87.0%
監査事務局 91.3% 92.6%
農業委員会事務局 90.7% 88.1%

合計 77.0% 81.1%

【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（R３年度４月～１１月）
８１．１％

（R３年度目標：８０．０％）
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電子化率の推移（R2年度、R3年度）

R2年度 R3年度

【総務局】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

令和３年度目標
令和元年度比 ２０％減

令和３年度目標
令和元年度比 １０％減

＜本庁コピー機＞

４月～１１月使用枚数実績比較
令和元年度：12,149,427枚
令和３年度 ：8,934,812枚

２６．５％減

４月～１１月使用枚数実績比較
令和元年度：8,318,315枚
令和３年度 ：7,062,172枚

１５．１％減

現在のところ目標を上回っています。

しかし、年度末はコピー機の使用が増える傾向にある
ので注意しましょう。

引き続きコピー機使用枚数削減の取組に御協力をお
願いします。

【総務局】
令和４年度さいたま市総合防災訓練について
（第４３回九都県市合同防災訓練・さいたま市会場）

◇実施日時 令和４年９月４日（日）９時３０分～１２時３０分

◇訓練会場 さいたま市大宮消防署
（大宮区天沼町１丁目８９３番地）
合併記念見沼公園
（大宮区天沼町１丁目９４１番地）

◇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



新型コロナウイルス
ワクチン接種事業について

【保健福祉局】

◎接種用クーポン券の発送スケジュールについて

２回目接種完了時期
発送時期

発送件数
変更前 変更後

7月1日～7月7日 1月18日（火） 【変更なし】 約3.7万件

7月8日～7月14日 1月25日（火） 【変更なし】 約4.4万件

7月15日～7月21日 2月1日（火） 1月26日（水） 約5.2万件

7月22日～7月31日 2月8日（火） 2月1日（火） 約8.4万件

◎集団接種会場（２月）の設置について
行政区 会場 接種日 行政区 会場 接種日

西 イオン大宮西店 2/ 1～2/27 桜 ダイエー西浦和店 2/ 1～2/27

北 イオン大宮店 2/ 1～2/26 浦和 イオン北浦和店 2/ 1～2/26

大宮 市営桜木駐車場 2/10～2/28 南 中浦和駅前 2/10～2/28

見沼 パトリア東大宮店 2/ 1～2/27 緑 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園 2/15～2/27

中央 さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ 2/10～2/28 岩槻 WATSU(ワッツ)東館 2/ 1～2/26

※市営桜木駐車場は水曜日は接種休止、さいたまスーパーアリーナと中浦和駅前は火曜日は接種休止

※２月１日発送予定分より、１週間前倒しして接種用クーポン券を発送

【子ども未来局】

【開催結果】

〇日時：令和４年１月１０日（月・祝）

〇会場：さいたまスーパーアリーナ

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、社会貢献活

動（「街の清掃活動」）の紹介、はたちの誓い

令和４年さいたま市成人式の開催結果について

○式典の様子は、ライブ配信も行いました。

この動画は、YouTubeにて、３月末まで閲覧できます。

対象区 来場者数 うち新成人

第１部 西・北・大宮・中央 ３，８９０人 ３，２０６人

第２部 見沼・桜・浦和 ３，５５１人 ２，９７２人

第３部 南・緑・岩槻 ３，５４５人 ３，０６９人

計 １０，９８６人 ９，２４７人

（式典の様子）

（式典ロゴマーク）

令和３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】

（29） （28）（25） （34） （25） （20） （30）（28） （37） （44）

※（ ）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 66,442件

・昨年より、 3,985件の増加

・搬送人員 56,837名 うち高齢者 31,017名

・高齢者の割合は、全体の約55％

・軽症 29,641名、中等症 22,393名

重症 4,289名、死亡 513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 300件

・昨年より、36件の増加

・火災による死者11名 昨年より、７名の減少

・住宅火災による死者６名 うち高齢者３名

・出火原因は、放火(疑い含む) 74件、たばこ40件

こんろ23件が全体の45．7％
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次回 令和３年度

第11回行政会議

令和４年２月３日（木）

午前１０時００分～


