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  令和 4年 11 月 7 日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

◎市長あいさつ 

昨日、3 年ぶり 8 回目となる「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」が開催されました。 

自転車競技界のスーパースターが集まる、世界最大の自転車レースであるツール・ド・フランスを、ここさい

たま市で、大勢の皆様にお楽しみいただくことができ、大変喜ばしく思います。 

自転車利用環境向上会議やサイクルフェスタを含め、準備や当日の運営に従事した職員については、久し

ぶりの大規模イベントということもあり、普段以上に苦労もあったことかと思いますが、大きな事故もなく無事に

終えることができ、感謝申し上げます。 

自転車を活用した快適で安全なまちづくりを引き続き推進し、自転車を通じて人々の「幸せ」と「生活の質の

向上」を目指していきたいと思います。 

また、各区において、区民まつりが実施されています。私もいくつかの区民まつりに参加しましたが、久しぶ

りの開催ということもあり、例年以上の賑わいを見せているように感じました。 

今後実施する区においても、感染対策をはじめ事故等がないよう、細心の注意をもって実施するようお願い

します。 

さらに、今月 22 日からは、「持続可能な都市の実現に向けて、今、わたしたちがすべきこと」をテーマに、「さ

いたまサステナブル都市サミット～E-KIZUNA グローバルサミット～」を開催します。 

脱炭素社会の実現に向け、国内外の都市と互いに連携し、「経済・社会・環境」が好循環する持続可能な都

市を実現するための効果的な政策や知見について、意見交換及び情報共有を行うとともに、パートナーシップ

を強化してまいりたいと思います。 

会議に向けて万全の準備を整えていただくことはもとより、ＳＤＧｓ未来都市、脱炭素先行地域として、全庁

一丸となって持続可能なまちづくりの推進に取り組んでいきたいと思います。 

そして、来年度はいよいよ「政令指定都市・区制施行 20 周年」を迎えます。地域を支える団体の方との横の

繋がり、世代を超えた縦の繋がりといった各地域の絆が一層強く繋がれる都市となるよう、各局区においては、

この節目に相応しい取組について検討を進めてください。 

さて、新型コロナウイルス感染症の状況については、10 月中旬から増加に転じ、これからの時期、インフル

エンザとの同時流行により、発熱患者が今まで以上に多くなることが懸念されます。 

高齢者等に対するインフルエンザワクチンの定期接種については、10 月 1 日から開始しており、新型コロナ

ワクチンとの同時接種が可能となっています。 

市民の皆様が安心して接種できるよう、適切な情報提供を行うとともに、各局区においては、感染拡大に備

え、事業実施に当たり、引き続き適切な感染予防策を実施してください。 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●テレワーク推進強化月間（11 月～1月）の設定について（行財政改革推進部） 

テレワークについては、多様な働き方の実現やワーク・ライフ・バランスの確保、業務継続の手段として、実

施しており、総合振興計画の目標としても設定しているところです。 

このため、テレワークの実施が定着するよう、全庁的な機運の醸成を図ることを目的に、令和4年 11月から

令和 5年１月までの期間を「テレワーク推進強化月間」と設定することとしました。 

強化月間の期間中には、「サテライトオフィスの順次拡充」や「研修の実施」など環境整備等を予定していま

すので、各局区においては、組織マネジメントで設定した目標を振り返りつつ、取組例を参考に、積極的にテレ

ワークを実施してください。 

なお、各局区の取組状況について、後日照会を予定していますので、ご協力をお願いします。 
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〔総務局〕 

●職員の定年引上げについて（人事課） 

少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少を背景に、職員の定年が、令和 5 年度から 2 年に 1 歳ずつ 65

歳まで引き上げられます。 

併せて、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制が導入されるとともに、60 歳に達した職員の給与や退

職手当の取扱いも変わることとなります。 

新たな制度の施行・運用に向け、まずは今月、令和5年度に60歳に達する職員を対象に、制度に係る情報

の提供と60歳以降の勤務の意思確認を実施いたします。また、職員全体への周知のための通知につきまして

も、本日、発出予定です。 

定年制は、職員の身分保障の基本的事項ですので、所属職員に確実に周知してください。 

〔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） 

11 月のワクチン接種事業について説明します。 

個別接種は、約 430 か所の医療機関で、ファイザー社ＢＡ.4－5対応型ワクチンを使用し、実施します。 

集団接種は、3 会場増設し 9 会場とし、8 会場でファイザー社ＢＡ．4－5 対応型ワクチンを、1 会場でモデル

ナ社ＢＡ．1対応型ワクチンを使用し、実施します。 

なお、オミクロン株対応ワクチンは、ＢＡ．1対応型かＢＡ．4－5対応型かに関わらず、いずれのワクチンでも

従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。 

この冬は新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されていますので、職員の皆さんにおいて

も、この機会に接種をご検討ください。 

〔水道局〕 

●静岡市への給水車の派遣について（水道総務課） 

9 月に発生した台風 15 号の影響に伴い、静岡市において興津川（おきつがわ）からの取水不良により、約 6万

3千戸の断水が発生し、静岡市からの派遣要請により、応急給水班を派遣しました。 

応急給水班は2班によるリレー体制で計11名、給水車2台、サポートカー1台にて編成し、要請があった翌

日の 9月 27 日（火）から 10 月 4日（火）までの 8日間、応急給水活動を実施しました。 

活動内容は、静岡市内の門屋浄水場から、介護老人保健施設等への運搬給水と並行して、生涯学習セン

ター等の給水拠点で応急給水を実施しました。 

◎その他 

〔スポーツ文化局長〕 

昨日、3 年ぶり 8 回目の「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」を無事開催することができました。多くの

職員に協力いただき、天候にも恵まれ、盛大に執り行うことができました。 

入場者数については、現在集計中です。改めてスポーツ文化イベント庁内推進会議等で報告しますが、ま

ずはこの場を借りて厚くお礼申し上げます。 

今後も、より良い大会にできるよう、共催の立場から支援していきますので、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 9回は、令和 4年 12 月 8日（木）午前 10時です。 



令和４年度 第８回 行政会議

令和４年１１月７日（月）

●テレワーク推進強化月間（１１月～１月）の設定について

●職員の定年引上げについて

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

●静岡市への給水車の派遣について

★サテライトオフィスを順次拡充

★研修の実施

【都市戦略本部】
テレワーク推進強化月間（１１月 １月）の設定について

1. 既存の施設を拡張
⇒端末持ち込み用の座席（＋６席）を用意
2. 新施設を追加
⇒岸町公民館、文蔵公民館、岩槻区役所に開設

【参考】局区等のテレワーク実施状況

詳しくは、シティスタット基盤に掲載中の
「テレワーク実施状況」を参照

１．目的

３．取組内容

２．期間
令和４年１１月１日から令和５年１月３１日まで

業務継続やワーク・ライフ・バランスの手段
としてのテレワーク実施の定着を図るため、
「テレワーク推進強化月間」を設定する。

① 悪天候による交通障害等により、職員の登庁が不可能と
なった場合の業務継続を想定したテレワークの実施
（所属長以上の管理職によるテレワークの実践）

② 業務の繁閑に応じたワーク・ライフ・バランス確保の観点から
のテレワークの実施
（併せて業務の要否・効率化の再点検も実施）

③ 庁内会議（所属内の打合せを含む。）のオンライン化・
ペーパーレス化（日常的な「文書の電子化」も実施）

1. 対面研修（10月26日 職員研修センター／50名）
2. オンライン研修（12月19日 1月31日／200名）

（１）各局区における取組（例）

（２）期間中に実施する環境整備等
① サテライトオフィスの順次拡充
② 研修の実施

総合振興計画実施計画における令和４年度の目標 55％総合振興計画実施計画における令和４年度の目標 55％

（令和4年9月末時点）
勤務場所 最大 最小 平均

本庁舎
（ときわ会館含む） 84.0% 14.8% 37.2%

区役所 28.2% 3.2% 12.3%

その他 100.0% 0.7% 7.4%

全体 85.7% 2.7% 14.5%

【総務局】 職員の定年引上げについて

○定年の段階的引上げ
定年年齢を２年に１歳ずつ引上げ(R5:61歳⇒R13:65歳)

○役職定年制
60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降任

○定年前再任用短時間勤務制
60歳以後、定年前退職者を短時間勤務のポストに再任用

○60歳に達した職員の給与
61歳に達する年度から給料月額７割措置を適用

○60歳に達した職員の退職手当
定年退職時と同様の退職手当支給率により算定

令和４年１１月

情報提供・
意思確認

令和５年４月～

改正法、改正
条例の施行

令和６年４月～

役職定年制、給料月額７割措置、
定年前再任用短時間勤務制の運用

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】

１１月の接種会場

会場 接種日 受付時間 ワクチン

大宮髙島屋

11/29(火)まで
休止日：日曜日、祝日、9(水)、16(水)

10:30～16:30

ファイザー社
BA.4-5対応型

ステラモール

10:30～18:30

ダイエー西浦和店

イオン北浦和店

中浦和駅前

ＷＡＴＳＵ東館

さいたまスーパーアリーナ
11/29(火)まで

休止日：日曜日、祝日、5(土)、9(水)、16(水)

市営桜木駐車場 11/29(火)まで
休止日：日曜日、祝日、

9(水)、16(水)、25(金)、26(土)市営桜木駐車場
モデルナ社
BA.１対応型

 個別接種実施医療機関 約４３０か所(ファイザー社BA.4-5対応型)

 集団接種会場 市内９か所



【水道局】 静岡市への給水車の派遣について

台風１５号により断水被害が発生した静岡市へ給水車及び
水道局職員を派遣し、応急給水活動を行いました。

【派遣の内容】
(1)派遣期間 令和４年９月２７日（火） ～ １０月４日（火）
(2) 派遣人員等 水道局職員計２班１１名

給水車２台、サポートカー１台
(3) 派遣先 静岡県静岡市清水区

介護老人保健施設への給水運搬活動
（受水槽への給水）

応急給水拠点での給水活動

次回 令和４年度

第９回行政会議

令和４年１２月８日（木）

午前１０時～


