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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 ・窓口手続きのオンライン化推進月間について 

総 務 局 ・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年度さいたま市風水害対策図上訓練の実施について 

財 政 局 ・令和５年度当初予算編成について 

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 

都 市 局 ・第９回自転車利用環境向上会議 in さいたま・2022 サイクル 

フェスタの開催について 

４ そ の 他 

５ 閉 会 
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  令和 4年 9月 28 日（水） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

◎市長あいさつ 

まもなく令和4年度も上半期が終わります。各局区においては、上半期の進捗状況について検証し、組織目

標の達成に向けた組織マネジメントの徹底をお願いいたします。 

さて、食品ロス削減に向けた全国的な機運の醸成を図ることを目的とした「食品ロス削減全国大会 in さいた

ま」が 10 月 30 日に開催されます。SDGs 未来都市として、本市が公民学連携で行ってきた食品ロス削減の取

り組みを市内外へ発信するまたとない機会であり、市民の皆様に積極的に周知するようお願いします。また、

「食品を買うときは手前から取る『てまえどり』」や「外食の時は食べきれる量を注文」など職員一人ひとりがで

きることを通じ、食品ロス削減プロジェクト推進に主体的に取り組むようお願いします。 

次に、埼玉県が発出している「BA.5 対策強化宣言」は今月末をもって終了されます。宣言は終了されますが、

新規感染者数は依然高い水準にあります。引き続き、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 

次に、来月から区民まつりを始めとして、さいたまクリテリウムやサイクルフェスタなど、ここ数年中止となっ

た様々なイベントが開催される予定です。当日は、多くの来場者が予想されますので、感染対策を徹底するこ

とはもとより、来場者の心に残るような素晴らしいイベントとなるよう、万全の準備をお願いします。 

最後に、現在、9 月定例会が開会中であり、明日から決算審査が始まります。各局区においては、引き続き、

遺漏のないよう慎重かつ丁寧な対応をお願いします。 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●窓口手続のオンライン化推進月間について（デジタル改革推進部） 

デジタル庁が 10 月 1 日から 31 日までをデジタル月間と定めていることから、同期間に窓口手続のオンライ

ン化推進月間を実施します。令和 4 年度オンライン化予定の手続について、着実に取り組んでいただくほか、

オンライン利用率向上のため、各手続の対象者に確実に届く方法での周知も実施してください。 

業務フローの見直しについても、デジタル改革推進部で相談を受け付けています。9 月 5 日のＤＸ推進本部

会議において、市長から「オンライン化が困難としている手続について、本当にオンライン化が難しいのかを改

めて確認し、もう一段の努力をすること。」という主旨のご指示をいただいた所ですので、原則オンライン化に

向けてご協力ください。 

〔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85％とすることとしています。今年度4月から8月まで

の電子化率の実績は、84.1％となり、前年度同時期の電子化率 81.4％と比較すると、2.7 ポイント向上していま

す。 

最終目標値である 85％まであとわずかという状況ですので、目標達成に向け引き続き文書の電子化に取り

組むようお願いします。 

●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ただいているところです。 

今年度はコピー機の使用枚数の目標を、本庁は令和元年度比で 30％削減、各区役所では 20％削減するこ

ととしました。 

4 月から 7 月までの削減率の実績は、本庁分が 30．4％減、区役所分が 18．5％減となり、本庁分は目標値
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を上回っている状況です。 

引き続き目標達成に向け、コピー機使用枚数削減の取組を進めていただくようお願いいたします。 

●令和 4年度さいたま市風水害対策図上訓練の実施について（防災課） 

例年実施しています災害対策の図上訓練についてですが、今年度は令和5年1月20日(金)に実施します。

内容としましては、近年、頻発・激甚化している風水害に対し、令和 4 年 7 月に埼玉県鳩山町で発生した集中

豪雨をもとに、総合的かつ実践的な図上訓練、災害対策本部員会議の開催を計画しています。 

参加者については、演習部約 300 名・統制部約 40 名、全区災害対策本部長（各区長）の動員を予定してい

ます。 

1 月中旬には、訓練参加職員向けの説明会も予定していますので、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

〔財政局〕 

●令和 5年度当初予算編成について（財政課） 

先般、令和 5年度予算編成方針を発出しました。 

来年度は政令市・区制施行 20 周年を迎えることから、未来への「シンカ」を考える機会とし、引き続き「運命

の10年」の間に持続可能な都市の土台を構築する必要があります。感染症対応を第一に、物価高騰、市民生

活向上、ＤＸ、未来に向けた投資等、成長・発展していくための予算を編成します。 

足下では大きく減少した基金残高の回復が急務であり、来年度財源不足は179億円、新たな行政課題への

対応等を考慮すると更に拡大が見込まれるところです。 

ついては、特に、 

・各局長の判断と責任での事業の見直し、一般財源ベースでのスクラップ＆ビルドの徹底 

・事業の競合を避け、事業効果を高めるため、関係局相互の調整の徹底 

・国庫支出金は、国の補正予算編成も見据え、その積極活用を前提とすること 

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について、オミクロン株対応ワクチンの接種が 9月 27 日から始まりました。 

対象は、初回接種を完了した 12 歳以上の全ての方です。 

予約の受付は、9 月 17 日から重症化リスク等の高い 4 回目接種対象者を先行して開始し、9 月 30 日から

初回接種を完了した 12 歳以上の全ての方に拡大します。 

接種の開始は、集団接種会場は 9月 27日から、個別接種実施医療機関は 10月 10日からを予定していま

す。 

10 月以降も、区役所及び一部の公民館や図書館での相談・予約窓口は継続して設置させていただきたいと

考えていますので、対応について引き続きご協力をお願いします。 

〔都市局〕 

●第 9回自転車利用環境向上会議 in さいたま・2022サイクルフェスタの開催について（自転車まちづくり推進課） 

自転車利用環境向上会議は、国の計画に位置付けられ、自転車を通じて人々の幸せと生活の質の向上を目

指し、自転車まちづくりにつなげるための全国会議で、11 月 4日・5 日にレイボックホールで開催します。 

4 日は、フランスとオランダの先進事例講演の後、市長が登壇するパネルディスカッションを行います。5 日

は、6 つの分科会でテーマ毎に議論を行い、本市の取組事例の紹介やサイクルフェスタと連携した視察等を実

施します。自転車利用は、健康・環境・スポーツ・観光等に寄与することから、関連企業や団体等へのお声が

けをお願いします。 
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5 日・6 日は、さいたま新都心公園周辺でサイクルフェスタを開催し、ステージイベントやキッズレースの他、

自転車関連や飲食ブースも出展しますので、職員の皆さんも来場いただき、自転車の楽しさを体感ください。 

◎その他 

〔市長〕 

先ほど、都市戦略本部長から窓口手続のオンライン化推進月間の話がありました。 

本日行った私の定例会見でも発表してきましたが、すでに窓口手続全体の25%程度となる約1,500の手続を

オンライン化しています。 

申請手続をオンライン化することで、例えば、平日お仕事をされている方々、子育て世代の方々など、日中

窓口になかなかお越しになれない方々の負担軽減を図り、市民満足度を向上させることはもとより、窓口事務

の効率化、更には様々なデータ取得に繋がるなど、行政側にとってもプラスの効果が多く見込まれるものとな

ります。 

各局区においては、こうした観点とスピード感をもって、更なるオンライン化に取り組んでください。 

また、オンライン手続を利用いただけるものについてのＰＲが足りていないと感じています。市民の方々にご

活用いただけるよう、積極的な市民周知を行ってください。 

◎次回の行政会議 

次回、令和 4年度第 8回は、令和 4年 11 月 7日（月）午前 10時です。 



令和４年度 第７回 行政会議

令和４年９月２８日（水）

●窓口手続のオンライン化推進月間について

●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年度さいたま市風水害対策図上訓練の実施

について

●令和５年度当初予算編成について

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

●第９回自転車利用環境向上会議inさいたま・2022

サイクルフェスタの開催について

【都市戦略本部】窓口手続のオンライン化
推進月間について

令和４年１０月１日から１０月３１日は、窓口手続のオンライン化推進月間です。
令和４年度オンライン化予定の手続について、着実に取り組んでください。

９月２６日付けで、オンライン化ができない理由の精査と令和５年度オンライン化予
定の再検討を依頼しています。令和７年度までに原則オンライン化が基本方針で
あることを踏まえ、御協力をお願いします。

※令和４年度末までに累計
約3,000手続（約51%）が
オンライン化予定

←水色：令和４年度オンライン化予定
青色：オンライン化済

組織名
R3年度
4月～8月

R4年度
4月～8月

市長公室 93.5% 96.6%
都市戦略本部 89.3% 90.6%
総務局 83.0% 88.1%
財政局 92.2% 93.5%
市民局 87.6% 89.0%
スポーツ文化局 83.7% 87.5%
保健福祉局 72.0% 75.2%
子ども未来局 73.4% 75.0%
環境局 86.6% 87.6%
経済局 82.5% 84.7%
都市局 83.5% 87.3%
建設局 84.4% 88.6%
西区役所 85.2% 89.1%
北区役所 89.4% 89.3%
大宮区役所 78.3% 81.9%
見沼区役所 76.3% 84.2%
中央区役所 80.8% 82.7%
桜区役所 78.1% 82.5%
浦和区役所 78.5% 78.4%
南区役所 74.2% 77.7%
緑区役所 80.5% 87.9%
岩槻区役所 76.7% 84.1%
消防局 81.7% 83.6%
出納室 95.9% 96.9%
水道局 82.5% 83.8%
議会局 79.7% 79.7%
教育委員会事務局 85.0% 85.5%
選挙管理委員会事務局 74.1% 85.7%
人事委員会事務局 88.0% 88.7%
監査事務局 92.5% 94.6%
農業委員会事務局 88.3% 87.0%

合計 81.4% 84.1%

【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（R４年度４月～８月）
８４．１％

（R４年度目標：８５．０％）

【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４年度目標
令和元年度比 ３０％減

令和４年度目標
令和元年度比 ２０％減

＜本庁コピー機＞

４月～７月使用枚数実績比較
令和元年度：約６４５万枚
令和４年度 ：約４５３万枚

３０．４％減

４月～７月使用枚数実績比較
令和元年度：約４３９万枚
令和４年度 ：約３５８万枚

１８．５％減



【総務局】令和４年度さいたま市風水害対策
図上訓練の実施について

１ 実施日時
令和５年１月２０日（金） ８時３０分から１５時００分
災害対策本部員会議 １４時３０分から１４時５０分

２ 場所 消防庁舎３階 危機管理センター
各執務室

３ 参加者 演習部 約３００名
統制部 約 ４０名

■ 以下の取組を徹底。財政の健全性を維持し、将来世代に

過度の負担を先送りしない持続可能な財政運営を進める。

 新型コロナウイルス感染症、原油価格・物価高騰と自然災害への対応
 市政の重要な施策の推進
 ＤＸの推進
 局・区長マネジメントの推進
 歳出全般の徹底した見直しと効率的な行政運営
 歳入の的確な確保及び新たな財源の創出
 効率的かつ迅速な市民サービスの提供
 公共施設マネジメント計画に基づく財政負担の平準化
 国等の動向の的確な把握と対応 71 71 72 72 72
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都市開発基金 年度末残高 減債基金年度末残高

財政調整基金年度末残高 前年度実質収支額⇒R4.9積立

○ 令和５年度、本市は政令指定都市・区制施行２０周年。この節目となる年を、政令指定都市として、また各区として未来への

「シンカ」について考える機会とし、引き続き、いわゆる「運命の１０年」の間に、「上質な生活都市」、「東日本の中枢都市」とい

う２つの将来都市像の実現に大きく貢献する取組に重点的に予算配分するなど、持続可能な都市の土台を構築する必要。

○ 事業全般にわたりＰＤＣＡサイクルに基づく見直しと優先順位付けを徹底、限られた財源を効率的・効果的に活用することに

より、新型コロナウイルス感染症への対応を第一とし、原油価格・物価高騰にも的確に対応しながら、市民生活の向上に向け

た取組やＤＸの推進、未来に向けた投資を着実に行い、本市が持続可能な都市として成長・発展していくための予算を編成。

令和５年度当初予算編成について

〔財政調整のための基金残高の推移〕

※ Ｒ４は９月補正後

【財政局】

※ 令和４年度当初予算において多額の財政調整基金の取崩しを計上、大きく減少した基金残高の回復が急務。

※ 令和４年度当初予算に基づく推計では、扶助費を中心とした義務的経費等が引き続き増加し、令和５年度当初予算の財源不足額は
前年度当初予算の財源不足額を上回る１７９億円。新たな行政課題への対応等を考慮すると、財源不足額は更に拡大する見込み。

【 関係】 これまで以上に自主的に事業の必要性、有効性を厳しく検証、各局長の判断と責任において、抜本的な見直し。一般財源ベース
でのスクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底。

【 関係】 局間で共通する行政課題には、事業の競合を避け、事業効果をより高めるため、関係局相互の連絡を一層密にし、調整を徹底。
【 関係】 国・県支出金については、国の制度改正や予算編成の動向等を十分に踏まえ、国の補正予算編成も見据え、その積極活用を前

提。市債については、効率的・効果的な活用を徹底。

【Ｒ４．９．２０依命通達(要求書提出Ｒ４．１０．２１正午）】

対象者 初回（１・２回目）接種を完了した１２歳以上の全ての方

接種開始

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】

◎オミクロン株対応ワクチン接種の実施について

 集団接種会場 ９月２７日（火）から

会場 接種開始

大宮髙島屋、中浦和駅前、WATSU東館 ９月２７日（火）から

市営桜木駐車場、ステラモール １０月３日（月）から

予約受付
９月１７日（土）から４回目接種対象者を先行受付
９月３０日（金）から初回接種を完了した１２歳以上の
全ての方を受付

 個別接種実施医療機関 １０月１０日（月）から

１０月前半までの集団接種会場

内容：基調講演・パネルディスカッション
・分科会・散走体験等

【都市局】第９回自転車利用環境向上会議ｉｎ
さいたま・2022サイクルフェスタの開催について
自転車利用環境向上会議ｉｎさいたま ２０２２サイクルフェスタ

自転車の魅力発信、自転車利用の促進、
交通ルールの遵守・徹底、交通マナーの
意識向上などを図ることを目的として開催

自転車を通じて人々の幸せと生活の質
の向上を目指し、「自転車まちづくり」に
つなげていくための全国会議

申込：令和４年１０月２１日（金）まで

内容：ステージイベント
マルチモビリティ試乗体験
キッズレース
ブース出展等

会場：ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ 会場：さいたま新都心公園周辺
首都圏初！



次回 令和４年度

第８回行政会議

令和４年１１月７日（月）

午前１０時～


