
行 政 会 議 次 第 

令和４年８月８日 

政 策 会 議 室 

各 執 務 室 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ 

３ 報 告 事 項 

都市戦略本部 ・マイナンバーカードの普及促進について 

総 務 局 ・災害時の活動体制について 

市 民 局 ・おくやみ窓口の全区役所での開始について 

スポーツ文化局 ・さいたまシティカップについて 

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 

選挙管理委員会事務局 ・第２６回参議院議員通常選挙について 

４ そ の 他 

５ 閉 会 
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  令和 4年 8月 8日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

◎市長あいさつ 

はじめに、これまで浦和区で先行して開設していた「おくやみ窓口」を 9 月 1 日より全区役所に設置します。

「おくやみ窓口」は、既に設置している「子ども家庭総合支援拠点」「福祉まるごと相談窓口」に続く区役所改革

のひとつであり、区役所においてご遺族が行う主な手続きを一体的に対応することで、市民の皆様の利便性

向上に繋がるものと考えております。各局区におかれましては、市民の皆様に対し積極的な周知・ご案内をお

願いします。 

次に、本市の新型コロナウイルス感染症について、7月以降、急激に感染が拡大し、直近１週間の新規陽性

者数が過去最多となる 14,478 人となっています。 

急増の要因としては、より感染力が強いオミクロン株の新たな系統への置き換わりや、ワクチンによる免疫

が徐々に低下していること、夏休み等の影響による人流の拡大等が考えられ、今後も更なる感染の拡大や長

期化が懸念され、予断を許さない状況です。 

こうしたなか、感染拡大に対応するため、7月27日より保健所への動員数を増やし、保健所体制の更なる強

化を図ったところです。今後も感染対策に万全を期すため、全庁一丸となって取り組むようお願いいたします。 

ワクチンの接種状況については、8月 5日時点で、3回目接種を終えた 12歳以上の方の接種率が 68.9％、

4 回目接種を終えた 60歳以上の方の接種率が 27.0％となっています 

7 月 22 日から、18 歳以上 59 歳以下の「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」が 4 回目接種の対象

に追加されました。 

また、集団接種会場の 8 月の予約枠を拡大し、個別接種会場と集団接種会場を合わせて 18 万回以上と、

希望する方が接種できるよう十分な数の予約枠を用意したところです。 

市民の皆様が、この夏休み期間中にワクチン接種を行っていただけるよう、適切な情報発信をお願いいたし

ます。 

最後に、職員の感染者数も急増しており、公務運営に支障を与えかねない状況にあります。引き続き、行政

機能を確保し、真に必要な新型コロナウイルス感染症対策に注力していくため、今一度強い危機感を持って職

員の感染予防対策を徹底するようお願いいたします。 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●マイナンバーカードの普及促進について（デジタル改革推進部） 

マイナンバーカードの普及促進については、先般の全庁への協力依頼において、234課から、計403件の取

り組みのご協力をいただきました。誠にありがとうございます。 

私共も、区役所等における申請サポートに加え、8 月からは、駅や商業施設、ご希望の場所への出張申請

サポートを開始し、マイナンバーカードの普及促進を大幅に強化していきます。 

各局区等におかれましても、関連企業や団体等へのカード取得勧奨等について、引き続き取り組んでいた

だきますとともに、勧奨等の際には、申請サポートの取り組みについても是非ご案内くださるようお願いしま

す。 

なお、勧奨等に当たりまして、チラシ等が必要な場合は、デジタル改革推進部までご連絡、ご相談ください。 

〔総務局〕 

●災害時の活動体制について（防災課） 

毎年、全国各地で災害が発生しており、これから本格的な台風シーズンを迎えるにあたり、改めて、災害時

の活動体制についてご連絡します。 
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まず、避難所担当職員については、市内のどこか 1 か所でも、震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、

避難所へ自主参集を行います。 

また、風水害の発生等により避難所の開設が決定された場合、区からの指示により避難所へ参集すること

となります。 

震度5強以上の地震の発生や大雨特別警報が発表された場合には災害対策本部を設置することとなり、全

部局で災害対応にあたることとなります。 

市民の生命を守るためにも、今一度、災害時の活動体制や参集基準等についてご確認ください。 

〔市民局〕 

●おくやみ窓口の全区役所での開始について（区政推進部） 

6 月から浦和区役所で先行実施をしておりました「おくやみ窓口」が、9 月 1 日から、全 10 区役所で開設をし

ます。対応する具体的な手続きは記載のとおりですが、死亡時に、ご遺族が区役所で行う主な手続きについて、

一体的に対応するものです。浦和区でご利用いただいた市民からは、「わからないことばかりだったので、大変

助かった」といった声もいただいています。なお、事前予約制となっています。職員の皆さんには、本サービス

の市民に対する適切なご案内について、ご協力をお願いします。 

〔スポーツ文化局〕 

●さいたまシティカップについて（スポーツ振興課） 

3 年ぶり 12 回目となるサッカー国際親善試合「さいたまシティカップ」の開催が決まりました。 

今回は、浦和レッズと、ドイツ・ブンデスリーガの名門クラブで、元浦和レッズの長谷部誠選手が所属してい

るアイントラハト・フランクフルトが対戦します。日時は、本年 11月 16日、水曜日、19時 30 分キックオフ、会場

は埼玉スタジアム 2○○2 になります。 

現在、さいたま市民先行販売の抽選申し込みを 8 月 24 日、水曜日まで受け付けており、その後、一般販売

を行います。 

職員の皆さんにも、奮ってお申し込みいただき、長谷部選手がドイツに渡ってから初めてとなる凱旋試合を、

ぜひスタジアムでご覧ください。 

〔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については、現時点で、公費で接種を行う期間は、本年9月30日までの予定と

なっています。8月も引き続き、個別接種実施医療機関及び集団接種会場にて、3回目及び4回目接種を進め

ています。区役所及び一部の公民館や図書館にご協力いただきながら、相談・予約支援などの対応も行って

います。 

集団接種については、働く世代や若い世代が接種を受けやすいよう、駅から近い場所や商業施設内に会場

を開設しています。特に、ファイザー社ワクチンを使用した 3 回目接種の会場については、予約枠を大幅に拡

大し、若い世代の接種を促進していきます。 

職員の皆さんにおいても、3 回目接種がお済みでない場合は、この機会に接種をご検討いただくようお願い

します。 

〔選挙管理委員会事務局〕 

●第 26 回参議院議員通常選挙について（選挙課） 

皆さんのご尽力により、参議院議員通常選挙の投開票すべてを、「事務処理ミスゼロ」で終了することができ

ました。 

有権者の大切な 1 票を、正確・確実に取扱うことで、「選挙への信頼」が深まり、そしてそれが、継続的な投
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票行動に がるものと考えています。猛暑が続く中、ご負担も大きかったと思いますが、心より感謝いたしま

す。 

来年の春には、統一地方選挙が執行されます。過去の例ですと、臨時特例法が11月頃成立し、4月の第一

週又は第二週の日曜日を選挙期日と決定しています。 

決定しだいお知らせしますが、引き続きご協力をお願いします。 

◎次回の行政会議 

次回、令和 4年度第 6回は、令和 4年 9月 5日（月）午前 10 時です。 



令和４年度 第５回 行政会議

令和４年８月８日（月）

●マイナンバーカードの普及促進について

●災害時の活動体制について

●おくやみ窓口の全区役所での開始について

●さいたまシティカップについて

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

●第２６回参議院議員通常選挙について

【都市戦略本部】マイナンバーカードの普及促進について

• マイナンバーカードの普及促進については、先般の全庁への協力依頼において、２３４課
から、計４０３件の取り組みの御協力をいただきました。

• マイナンバーカードの普及促進については、都市戦略本部においても、区役所等における申

請サポートに加え、８月からは、駅や商業施設、ご希望の場所への出張申請サポー
トを開始し、マイナンバーカードの普及促進を大幅に強化していきます。

• 各局区等におかれましても、関連のある企業や団体等へのカード取得の勧奨等に引き続き取

り組んでいただきますとともに、勧奨等を行う際には、以下の申請サポートの取り組みにつ

いても是非ご案内くださるようお願いします。

さいたま市内の駅やショッピングセンターで
申請サポートを実施します！

西 区 西大宮駅 8/5(金)～18(木)

北 区 ステラタウン・イトーヨーカドー大宮宮原店 9/3(土)～16(金)

大宮区
コクーンシティ 9/2(金)～15(木)

※9/6を除く。

さいたま新都心駅 9/6(火)

見沼区 パトリア東大宮 8/10(水)～23(火)

中央区 イオンモール与野 9/17(土)～30(金)

桜 区 西浦和駅 8/19(金)～9/1(木)

浦和区 浦和駅 8/29(月)～9/11(日)

南 区 武蔵浦和駅 8/6(土)～19(金)

緑 区 イオンモール浦和美園 8/22(月)～9/4(日)

岩槻区 岩槻駅 9/17(土)～30(金)

ご希望の場所へ出張して
申請サポートを実施します！

ご希望の場所へ

出張します！

申請者は

10人以上でOKです！

出張料・写真撮影は

無料です！

【総務局】
災害時の活動体制について

≪自主参集≫
さいたま市域内のどこか１か所でも「震度５弱以上」の地震が
発生した場合

≪動員命令≫
風水害（市民からの要請、局所被害）又はその他の災害、
大規模事故、緊急事態等発生時
⇒開設する避難所が決定された場合、区からの指示により
参集します。

避難所担当職員の参集基準

災害対策本部の設置

市内で「震度５強以上」の地震が発生した場合
風水害等において各地で被害が発生した場合
大雨特別警報が発表された場合 等

【市民局】
おくやみ窓口の全区役所での開始について

１ 概要

死亡時に、区役所においてご遺族が行う主な
手続きを一体的に対応する「おくやみ窓口」を
設置。（事前予約制）

２ 開始時期

令和４年６月１日 浦和区役所先行実施
令和４年９月１日 全区役所開設

４ 受付手続き

〈申請・届出〉（７種類）
・世帯主変更届 ・葬祭費支給申請（国保・後期）
・相続人代表者の届出

（介護・後期・心身医療）
・心身障害者医療費支給制度資格喪失の届出

〈返還〉（１９種類）
・印鑑登録証 ・住民基本台帳カード
・療育手帳 ・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療（更生医療）受給者証
・自立支援医療（精神通院医療）受給者証
・緊急通報機器（障害、高齢） ・シルバーカード
・敬老マッサージ券 ・福祉電話
・浴場利用券 ・紙おむつ支給券
・アクティブチケット ・訪問理、美容サービス券
・介護保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証

〈書類のお渡し〉（１種類）
・後期高齢者医療保険料引き落とし先口座の変更書類

３ おくやみ窓口電話番号

・西区 620－2635 ・北区 669－6035

・大宮区 646－3037 ・見沼区 681－6035

・中央区 840－6035 ・桜区 856－6135

・浦和区 829－6061 ・南区 844－7145

・緑区 712－1210 ・岩槻区 790－0215

予約開始は８月２９日（月）から（浦和区除く）



【スポーツ文化局】

さいたまシティカップについて

令和４年８月２４日（水）１１時５９分まで

令和４年１１月１６日（水） １９時３０分キックオフ日時

会場

対戦 浦和レッズ ｖｓ アイントラハト・フランクフルト
（ドイツ・ブンデスリーガ）

埼玉スタジアム２○○２

【観戦チケット市民先行販売（抽選）】

申込期間

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】

◎８月の集団接種会場（３回目接種）

会場 接種日 受付時間
使用する
ワクチン

さいたまスーパーアリーナ
1日(月)～20日(土)
接種休止日：日曜日

10時30分

18時30分

ファイザー

中浦和駅前
1日(月)～31日(水)

接種休止日：日曜日、11日（木・祝）

浦和コルソ 2日（火）～6日（土）

ＤＯＭショッピングセンター内
ダイエーエリア

8日（月）～29日（月）
接種休止日：日曜日、17日（水）

イオン大宮店 1日(月)～29日(月)
接種休止日：日曜日、11日（木・祝） 10時30分

16時30分

モデルナ
イオン北浦和店

大宮髙島屋 1日(月)～30日(火)
接種休止日：日曜日、11日（木・祝）ＷＡＴＳＵ東館

～

～

公費（無料）で接種を行う期間は、令和4年9月30日までの予定です

※7月19日時点

(※)

【選挙管理委員会事務局】

第２６回参議院議員通常選挙について

１ 投票結果（埼玉県選出）

当日有権者数 投票者数 投票率

１，１０２，８６０ ５７７，８１５ ５２．３９%

投票者数（Ａ） 期日前投票者数（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ）

５７７，８１５ １８８，４９４ ３２．６２%

２ 期日前投票者数の割合（埼玉県選出）

※前回（令和元年度）投票率： ４８．１１％ ４．２８ポイント

将来の よりよい暮らしに 一票 （令和３年度 さいたま市明るい選挙啓発標語）

令和５年４月 統一地方選挙執行予定

次回 令和４年度

第６回行政会議

令和４年９月５日（月）

午前１０時００分～


