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  令和 3年 5月 31 日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

◎市長あいさつ 

このたび 4 期目の市政運営を担わせていただくことになりました。先日の訓示において述べさせていただき

ましたが、このコロナ禍を乗り越え、希望あふれる未来に向かうべく、全身全霊で市政運営にあたってまいりま

すので、局区長の皆様方には、これまで以上のご協力を賜りますようお願いします。 

本市は誕生20周年の節目を迎え、人口133万人に迫る大都市として、着実に成長してまいりましたが、コロ

ナ禍において、社会情勢が大きく変化し、行政に期待される役割が更に複雑・多様化しています。こうした期待

に応えていくためには、従来のやり方・考え方に固執することなく、柔軟かつ迅速に課題に取り組む姿勢が強く

求められています。 

この度の選挙戦でお示しした 4 つの「シンカ」に係る公約は、市民の皆さんと交わした重要な約束です。皆さ

んには、この公約の実現に向けて、各局・区等で速やかに検討し、着実に推進していただきたいと思います。 

さて、本市は、4 月 20 日から「まん延防止等重点措置」の対象区域に指定されており、再び期間が延長とな

りました。本市の新型コロナウイルス新規陽性者数は下げ止まりの状態が続いており、今後も気を緩めること

なく徹底した感染予防対策が必要となります。 

また、ワクチン接種にあたりましては、現在、高齢者への接種を順次進めており、来月からは各区役所にて

集団接種を開始します。 

しかしながら、市民の方々から不安や心配など、様々な声が数多く寄せられています。市民の方々に安心

感を与えながら、ワクチン接種事業を推進していくためには、全庁の全職員が一丸となり、各局区においてで

きることをしっかり考え、迅速かつ積極的な対応を行ってください。 

最後に、来月の9日から、6月定例会が開会されます。各局区におかれましては、議会に向けた準備を万全

にし、丁寧な説明を心がけ、遺漏のないよう対応をしてください。 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●市長公約の具体化に向けた検討スケジュールについて（都市経営戦略部） 

先程の市長の発言を受けて、市長公約の具体化に向けた検討をお願いします。 

詳細については、本日付で総合振興計画実施計画等への反映等についての照会を発出いたしますので、

よろしくお願いします。 

〔総務局〕 

●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。 

昨年度は、本庁において、令和3年1月から3月のコピー機使用枚数を前年度比で10％削減することとし、

取組の結果、14.7％の削減となりました。 

今年度はこの結果を踏まえ、本庁コピー機の使用枚数の目標を令和元年度比で 20％削減することとしまし

た。また、本庁に加え、各区役所においても削減目標を設定することとし、令和元年度比で 10％削減すること

とします。 

引き続きコピー機使用枚数削減に取り組んでください。 

〔財政局〕 

●ふるさと応援寄附の取組強化について（財政課） 

さいたま市『ふるさと応援』寄附について、各局区等のご協力をお願いします。 
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2 点あり、1 点目は、クラウドファンディングの取組を推進するため、対象事業の庁内公募を行います。他自

治体の好事例も参考にしながら積極的な提案をお願いします。 

なお、クラウドファンディングを実施して集めた寄附については、その一部を予算編成上、インセンティブとし

て付与することも検討しています。 

2 点目は、関係部局において、プロジェクトチームを立ち上げ、効果的な広報の検討・実行やお礼の品の開

発等を進めていきたいと考えています。関係する部局についてはご協力をお願いします。 

〔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接種事業に迅速に対応するため、新型コロナワクチン対策室の兼務職員を増

員するなど、全庁をあげて体制の強化を図っています。 

新型コロナウイルスワクチンにおける高齢者の接種券の発送ですが、現在、75 歳の方まで発送を完了して

おり、65歳から 74歳の方には、6月 4日に発送します。予約については、70歳から 74歳の方は6月 14日の

午前 9時から、65 歳から 69 歳の方は 6月 21 日午前 9時から開始いたします。 

集団接種については、6月 13日に先行して見沼区役所と岩槻区役所で実施し、6月 19日より、全ての区役

所で開始します。区役所の皆様におかれましては、ご協力のほどよろしくお願いします。また、各局等の皆さん

にも、今後、集団接種会場での業務に従事して頂きますので、重ねてお願いします。 

〔選挙管理委員会事務局〕 

●さいたま市長選挙について（選挙課） 

投票率は、28.70％でした。 

なお、期日前投票の利用率は、26.23％となっております。 

コロナ禍における初めての選挙であり、感染予防対策を徹底し、安心して投票できる環境づくりに努めまし

た。 

また、地方選挙では、初めての取組みとなる「宿泊療養施設での不在者投票等」を実施しましたが、投票者

はいませんでした。 

今後、衆議院議員総選挙が、原則として10月まで、また、国会の開会状況によっては遅くとも11月末までに

執行されますので、引続きご協力をお願いします。 

◎その他 

〔市長〕 

先程、保健福祉局長からワクチン接種事業について報告がありましたが、高齢者に対するワクチン接種を、

本年 7月末までに終了するためには、各局等の皆さんの協力が必要不可欠です。 

これまでの新型コロナウイルス感染症対策でも、全庁の職員が様々な対応をし、また、先日、区役所や公民

館、図書館などでは、既に接種予約に関する相談窓口を開設しているところですが、今後予定されている集団

接種会場の運営についても、全庁を挙げて取り組むよう、皆さんの尽力を強く求めます。 

加えて、全庁に共通することですが、ワクチン接種事業はもとより、日々行っている業務において、現状に満

足せず、改善できることはないか、常に課題を検証して適切に対応してください。 

事業を開始し、課題が見えたら、それをいち早く検証し対策をすることが大変重要であり、我々に問われて

いる現場力だと思います。日々の事業の中でもしっかりと PDCA サイクルを回しながら、課題を改善していくと

いう確固たる思いで仕事にあたってください。 

◎次回の行政会議 

次回、令和 3年度第 4回は、7 月 7 日（水）午前 10時です。 



令和３年度 第３回 行政会議

令和３年５月３１日（月）

●市長公約の具体化に向けた検討スケジュールについて

●コピー機使用枚数の削減について

●ふるさと応援寄附の取組強化について

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

●さいたま市長選挙について

市長公約の具体化に向けて（検討スケジュール）

５月31日 照会発出

～６月７日 対応方針（案）作成

～７月２日 マニフェスト調書作成 ヒアリング

８月後半 夏の集中審議（後半）（予定）

８月後半 実施計画改定案の取りまとめ

９月定例会 議会報告（実施計画改定案）

10月中旬～11月中旬 パブリック・コメント

12月上旬 実施計画改定

【都市戦略本部】

→←

【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

目安として、職員１人当たり１４０枚／月
の削減に御協力をお願いします！

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！

＜本庁コピー機＞

令和元年度実績：18,022,799枚
令和３年度目標：14,418,223枚

令和元年度実績：11,673,150枚
令和３年度目標：10,505,835枚

【財政局】ふるさと応援寄附の取組強化について

さいたま市『ふるさと応援』寄附は、財源の確保のほか、本市の地域
資源や施策のPR等につながることから、取組を強化します。

サッカースタジアム整備・改修 市のPR動画制作
マスコットキャラクターによる 乗合オンデマンド

タクシー実証実験 子ども宅食・子ども宅食支援

子どもの学習支援
生活困窮世帯等の

新人消防官育成 美術館の企画展開催

※１ クラウドファンディング の実施（対象事業の庁内公募）
※ プロジェクト（対象事業）に共感した方から寄附を募る仕組み
＜他自治体の事例＞

２ プロジェクトチーム（関係部局の実務担当者会議）の発足
 効果的な広報周知・事業PRの検討及び実行
 お礼の品の開発 等



◎高齢者の接種券の発送スケジュール及び予約開始日について

◎高齢者の区役所集団接種会場スケジュール及び予約開始日について

６月１３日（日）に先行して見沼区役所と岩槻区役所で実施

６月１９日（土）より全ての区役所で開始

予約開始日…５月２７日（木）済

【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

発送日 対象者 対象者数 予約開始日

4月26日（月）
発送済

85歳以上の方 約5.5万人 5月10日（月）済

5月14日（金）
発送済

80歳～84歳の方 約5.3万人 5月17日（月）済

5月21日（金）
発送済

75歳～79歳の方 約6.4万人 5月24日（月）済

6月4日（金）
発送

70歳～74歳の方 約8.2万人 6月14日（月）
午前9時00分から

65歳～69歳の方 約6.6万人 6月21日（月）
午前9時00分から

【選挙管理委員会事務局】

さいたま市長選挙について

１ 投票結果

当日有権者数 投票者数 投票率

１，０７７，０９１ ３０９，１０７ ２８．７０%

投票者数（Ａ） 期日前投票者数（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ）

３０９，１０７ ８１，０９０ ２６．２３%

２ 期日前投票者数の割合

さいたま市選挙キャラクター
みらいクン

※前回（平成29年度）投票率： ３１．４４％ ▲ ２．７４ポイント

※期日前投票所開設数： 前回２８ヵ所 ３０ヵ所（北区・見沼区増設）

次回 令和３年度

第４回行政会議

令和３年７月７日（水）

午前１０時００分～


