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平成２３年４月１９日開催 

都市経営戦略会議 資料１ 

【参 考】 

≪行財政改革推進プラン２０１０（改革プログラム）≫ 

「しあわせ倍増プランに掲げる各施策の実施状況を検証し、その効果を高める

視点で必要な改善を加えるとともに、市民評価委員会における評価結果等を踏

まえ、次年度の事業計画や予算編成に反映する」 

≪市民評価委員会からの意見≫ 

「予算編成が本格化する前までの評価実施が求められる」「実施期間の短縮が

必要」「評価項目が多すぎる、評価対象を絞り込む選択が必要」 

≪※市民評価報告会における市長コメント≫ 

「委員の皆様からいただいた評価、意見等を参考にし、このプランをＰＤＣＡ

サイクルの中でリニューアルをしながらしっかりと構築し、さらに、政策の実

現に向けて努力をしていきたい」 

【ヒアリング対象事業の選定基準】 

（ア）進捗度が「ｃ」または「ｄ」であり、且つ、今後、進捗を図る上で大き

な課題・問題点がある事業 

（イ）進捗度の如何に関わらず、取組状況・成果等に確認したい事項が含まれ

ている事業（＊前年度指示事項への対応、市民評価委員会からの意見に対

する反映状況など） 

（ウ）平成２３年度に進捗のピークを迎える事業 

（エ）目標設定等の更新を図る必要がある事業 

（オ）その他市長等から指示のある事業 

【市民評価委員会における評価対象事業の検討】 

・ 市民評価委員会が評価対象事業を絞込む場合、市として選定してもらいたい

事業の抽出例 

①「重点項目（２７の施策）」 

②「当該年度で終了、又はピークを迎える事業（期限「２年以内」など）」 

③「市民評価報告書で重要度が高いと評価された事業」 

④「市民評価委員会で達成度の評価が高かった事業、又は低かった事業」など

今年度の評価の基本的考え方（案）

「しあわせ倍増プラン２００９」の評価及び進行管理について 

 昨年度の評価と比較できるよう、評価基準は昨年度と同様のもの

としつつ、プラン策定後２回目の評価となることから、主に下記の

点について、昨年度から変更。 

１．次年度予算編成に反映させるため、評価時期を前倒し 

  ※市民評価報告会 昨年度 12 月 18日 → 今年度 10 月 

２．内部評価、外部評価とも、進捗が遅れている事業や重要度が 

高い事業にポイントを絞って議論 

  ※評価自体は全項目について実施 

３．着実な事業進捗のため、内部評価と併せて進捗状況を確認 

  ※今年度中に進捗のピークを迎える事業等 

◎ 内部評価の進め方 

・基本的には総括表により全事業を評価 

（4月19・22・26日の３日間）※延べ審議時間：4時間35分予定 

≪前年度≫ 

  ・７回の会議開催により評価を実施。※延べ審議時間：11時間 

・進捗が遅れている事業等については、個別に各部局からヒアリン

グを行い、議論をした上で最終的な内部評価を確定。 

 ※併せて、事業進捗等のため必要な指示を行う。 

◎ 外部評価（市民評価委員会）の評価方法 

・評価対象事業・評価基準の変更等 

内部評価と同様に、全事業について評価を行いつつ、進捗が遅れている事

業や重要度が高い事業にポイントを絞って議論する方向で、市民評価委員会

に提案。 

（※最終的な評価方法等については、市民評価委員会において決定） 

◎ プランの目標数値の変更等 

プランの計画期間の半分を経て、目標を変更すべきと考えられるものもある

  →４年間の達成度合いをチェックする観点から、プラン本体の数値目標等は

変更しないこととしつつ、単年度の進捗管理上、適切な目標を設定。 



２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．スケジュール（予定） 

２．内部評価の実施方法・評価基準 １．評価・検証事業 全体の流れ 

参考資料 

 

（１）内部評価の実施方法 

 ・前年度の取組状況や成果をもとに所管局で評価した結果について、都市経営戦略会議にお

いて、統一的な視点から評価を行い、内部評価を決定する。 

 

（２）達成度の評価基準 

 

評価基準 進捗度
加減

要素 
点数 

  １０ 数値目標もしくは期日目標を予定を上回って実現している 
 または 
実現に向けて予定を上回って実施している 

ａ 
→ ９ 

  ８ 

→ ７ 
数値目標及び期日目標を予定どおり実現している 
または 

実現に向けて予定どおり実施している 
ｂ 

  ６ 

  ５ 

→ ４ 
数値目標及び期日目標に遅れはあるが、実現に向けて実
施している 

ｃ 
  ３ 

  ２ 

→ １ 
着手するまでに至っていない 
または 

数値目標及び期日目標に大幅な遅れがある 
ｄ 

  ０ 

※加減要素については、それぞれの進捗度の範囲において、市民サービス向上に向けた取組、

効率性・コスト削減、工夫等凝らした点などを加味し評価する。 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」評価・検証事業の概要について 

 
■内部評価の実施 

 

都市経営戦略会議において、「倍増プラン」に掲げたすべ

ての事業（＊達成済の事業を除く）について、内部評価

を決定。 

（＊前年度開催実績：6月～10月にわたり延べ７回開催）

 

公募市民や有識者、団体代表で構成する市民評価委員会

を開催し、客観的な視点から外部評価を実施。 

（＊前年度開催実績：7 月～11 月にわたり延べ１１回開催） 

■外部評価の実施 

 

 

 

市民評価委員会での評価結果について、市民評価委員会

による市民報告会を開催。 

（＊前年度開催実績：１２月１８日（土）１０時～１１時４５分 

浦和コミュニティセンター多目的ホールにて開催） 

■市民評価報告会の開催 

 

 

 

市民評価報告会での評価結果等をＨＰへの掲載により、

市民に対して公表。 

■評価結果等の公表 

 

 

日程 項  目 

３月 所管局評価 

４月 内部評価決定（＊都市経営戦略会議） 

5～10月 市民評価委員会の開催(＊１０回程度予定) 

１０月 市民評価報告会の開催 

1０月～ ＨＰ等において市民評価報告会における評価結果を報告 

 



　平成２３年４月１９日開催
都市経営戦略会議　資料２

「しあわせ倍増プラン２００９」の内部評価及び進行管理に係るヒアリングスケジュール

進捗度 点数 評価理由
選定基準
の区分

理由 局 課

２０分 ５分 1 Ⅱ-1 「多選自粛条例」の制定 ｄ 1

・平成２１年度中の制定を目指して条例案
を提出したが、否決され、内容と提出時期
の検討が続いており、期日目標に遅れが
生じているため、進捗度を「ｄ」と判断。

ア ・今後の条例案の見直しと提出時期に
ついて検討する必要があるため。

総務局 総務課

２０分 ５分 2 39-3
万全な危機管理体制の構築
（防災ボランティアコーディネーター
　の養成と避難場所運営体制の構築）

ｃ 4

・防災ボランティアコーディネーター及び防
災士養成について、概ね目標のとおり進捗
したものの、避難場所運営委員会の設置
が１２か所にとどまったことから、進捗度を
「 」と判断。

ア

・平成２３年度から避難場所運営委員
会の設置に関する事務を区役所に移
管したが、設置数の増加に向けた区役
所の取組への支援策、体制等につい
ての考え方を確認するため。

総務局 防災課

２０分 ５分 3 44
「E-KIZUNA Project」などの実施により、次世代
自動車の普及を促進します。

ｃ 5

・E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの実現や充電
セーフティネットの構築に向けた取組は加
点評価できるが、公用車への次世代自動
車導入や公共施設への急速充電器設置に
おいて、数値目標、取組内容、工程表等に
遅れがあるため「ｃ」と判断。

ア
・公用車への次世代自動車導入につ
いては、関係所管局と調整し導入促進
を図る必要があるため。

環境局
財政局
（水道局）

環境未来都市推進課
庁舎管理課
（管財課）

２０分 ５分 4 52
効率的な道路ネットワークを構築するため、都市
計画道路を抜本的に見直します。

ｃ 4

・ネットワークの再構築、見直し候補の抽
出が未了、見直し作業状況の公表や意見
聴取についても未了であることから「ｃ」と
判断。

ア・イ

・都市計画道路の抜本的見直しの方
向性、さいたま市の道路ネットワークの
将来像、詳細な作業工程を確認する
必要があるため。

都市局 都市計画課

２０分 ５分 5 60
大宮駅東口再開発は、東日本の玄関口として経
済・商業都市としての諸機能を高める開発を推進
します。

ｃ 4
・平成22年度の事業計画に一部遅れが生
じていることから「ｃ」と判断。

ア・イ

・大門町2丁目中地区市街地再開発事
業及び公共用地利用計画策定に向け
た詳細な工程、現状の課題、課題の解
決に向けた現況について確認するた
め。

都市局
大宮駅東口まちづくり事
務所

10:00～10：05 ５分 6 54 【雇用倍増プロジェクト】の進捗状況に係る総括 オ
・「雇用倍増プロジェクト」全体の進捗
状況について報告を求めるもの。

経済局

10:05～10:25 ２０分 ５分 7 54-6 （事業所内保育施設推進） ｃ 4
・施設補助による事業所内保育施設の新
規開設がなかったので、「ｃ」と判断。

ア・ウ

・23年度末までに実施する予定の「複
数企業集合体による事業社内保育施
設への新たな支援制度の構築」に向け
た準備状況について確認するため。

子ども未来局
経済局

幼児政策課
経済政策課

8 54-7 （介護福祉士資格取得支援） ｃ 4
・平成22年度の受講者が133人と目標の
160人に達しなかったので「ｃ」と判断。

ア
・交付決定者が受講しない場合の追加
交付など、本制度の運営について再検
討が必要なため。

保健福祉局 介護保険課

9 54-8 （ホームヘルパー２級資格取得支援） ｃ 4
・本制度の利用者が300人の目標に対し
て、107人と下回ったため、「ｃ」と判断。

ア
・本制度利用者が少ない理由の確認
と、利用者増加の方策等の検討のた
め。

保健福祉局
高齢福祉課
介護保険課

10:45～11:05 ２０分 ５分 10 54-11 （マッチング事業） ａ 9

・就職支援事業による就職支援者数が数
値目標の200人を上回り、また、平成20年
度実績の63人、成21年度実績323人を大
幅に上回る平成22年度494人の実績（＊4
年間の目標値の400人）を上げたため、「ａ」
と判断。

イ・エ

・社会経済情勢の変化を踏まえ、市が
実施する就職支援事業による支援者
数の目標値の上方修正の検討につい
て確認するため。

経済局 労働政策課

11:05～11:25 ２０分 ５分 11 57-1
コミュニティビジネスの支援制度を充実します。
（コミュニティビジネス育成事業）

ｂ 7
・平成22年度の数値目標、取組内容、工程
表等のとおり進捗したので「ｂ」と判断。

ウ・エ

・地域密着型事業活動提案モデル事
業について、目標件数を達成したが、
モデル事業の成果を踏まえて、より地
域のニーズを捉えた新たなモデル事業
へ移行することを工程表に追加するこ
とを検討するため。

経済局 経済政策課

11:25～11:45 ２０分

10:25～10:45 ２０分 ５分

　まとめ　（内部評価の決定及び指示事項の確認等）

11:00～11:20

10:40～11:00

10:20～10:40

４月２２日(金）
10:00～12:00

1

所管

2
４月２６日(火）
10:00～11:45

54介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増プロジェクト」を実行します。

10:00～10：20

11:20～11:40

H22年度達成度（内部評価） ヒアリングの選定区分・理由
所要
時間

開催日程 時刻 事業名
事業
№

番号
説明
時間

【ヒアリング対象事業の選定基準】
（ア）進捗度が「ｃ」または「ｄ」であり、且つ、今後、進捗を図る上で大きな課題・問題点がある事業
（イ）進捗度の如何に関わらず、取組状況・成果等に確認したい事項が含まれている事業
　　（＊前年度指示事項への対応、市民評価委員会からの意見に対する反映状況など）
（ウ）平成２３年度に進捗のピークを迎える事業
（エ）目標設定等の更新を図る必要がある事業
（オ）その他市長等から指示のある事業



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

b  8
・市民からの声を政策形成過程に組み
入れる仕組みを構築すること。

b 7.3

【重要】
・プラン自体の取組みを市民に知ら
せる工夫がほしい。
・事業の修正等を考慮すると次年度
の９月までに開催すべき。

b → 7 ・市民からの声を政策形成過程に組み
入れる仕組みを構築すること。

b 6.9

・タウンミーティングを行った結果を
どのように市政に反映したかが発信さ
れていない。
・数を集めればよいというものではな
いが、もっとPRをして、参加したいと
いう雰囲気をつくることが必要。

a → 9
・現場の声を政策形成過程に組み入れ
る仕組みを構築すること。

a 8.5
・区役所や公共施設だけでなく、市民
が努力している現場への積極的な訪問
を期待。

b → 7
・現場の声を政策形成過程に組み入れ
る仕組みを構築すること。

b 7.2
・予定を決めて訪問するよりも自然体
で訪問したほうが実態がよく見えるの
ではないか。

b → 7

b 7.1

※「重要」とある項目　→　重要度評価（Ａ：相対的に重要度が高い、Ｂ：相対的に重要度が普通、Ｃ：相対的に重要度が低い）でＡを付けた委員が一番多かった項目

所管

政策局

―

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項）

①市民評価委員会設置
②市民評価委員会8回開催
③市民評価報告会１回開催

①市民評価委員会設置
②△市民評価委員会11回開催
③市民評価報告会１回開催

b

Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

行動宣言 Ⅰ-1 マニフェスト検証大会 ４年以内  8

・平成22年度の数値目標、取
組内容、工程表等のとおり進
捗したので、「ｂ」と判断し
た。市民評価委員会開催に当
たって、より市民が参加しや
すい開催　時間を設定したこ
と、市民参加度が高まる取組
を実施したことなどを加点評
価した。

行動宣言 Ⅰ-2 タウンミーティング ４年以内 b → 7
・タウンミーティング20回
開催（累計40回）

市長公室

・現場訪問を110回実施 ・現場訪問を117回実施 b → 7 ―

・タウンミーティング20回開催
（累計41回）

行動宣言 Ⅰ-3 現場訪問 ４年以内 市長公室

・学校訪問目45校実施行動宣言 Ⅰ-4 学校訪問 ４年以内 教育委員会・学校訪問49校実施 b → 7

7 ―

―

Ⅰ-5 職員との車座集会 ４年以内
・現場の声を政策形成過程に組み入れ
る仕組みを構築すること。

・車座集会３０回実施 ・車座集会２９回実施 b → 総務局行動宣言

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

累計100回

累計400回

外部評価の実施
検証大会開催

165校（市立幼稚園、小・
中・高・特別支援学校）

累計80回（各区年2回）

1／25



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c → 4

c 3.5

b → 7 ・条例の理念を体現する事業の構築を
早期に行うこと。

b 6.9 ・条例制定後の具体的アクションが重
要。

b  8

・検討状況等を速やかに都市経営戦略
会議に報告すること。また、条例の方
針・骨子案等がまとまった段階で都市
経営戦略会議に付議すること。

b 7.7

【重要】
・条例制定がゴールと捉えられない
よう、制定後についての表記も必
要。

b → 7

b 6.9

c → 4

c 3.7

b → 7
・条例の方針・骨子案がまとまった段
階で都市経営戦略会議に付議するこ
と。

b 7.1
【重要】
・市民に認知してもらうための具体
的な方策の検討が必要。

b → 7
・条例の方針・骨子案がまとまった段
階で都市経営戦略会議に付議するこ
と。

b 6.8 ・社協以外との協働や他事業とのシナ
ジー効果の活用を図るべき。

―

≪指示事項≫
・本年度策定予定の障害者総合
支援計画について、条例を踏ま
えて盛り込むべき施策をとりま
とめ、都市経営戦略会議に付議
すること。

条例宣言 Ⅱ-1 「多選自粛条例」の制定 すぐ
21年度中に在任期間に関す
る条例制定

・再度議案を提出する方向で検討する
こと。

・条例案の再提出に向け
た、内容や提出時期の検討

・★条例案の再提出に向けた具体
的な動きや検討には至らなかっ
た。

d → 総務局1

・平成２１年度中の制定を目
指して条例案を提出したが、
否決され、内容と提出時期の
検討が続いており、期日目標
に遅れが生じているため、進
捗度を「ｄ」と判断。

≪指示事項≫
・引き続き条例の内容や提出時
期について検討すること

○

条例宣言 Ⅱ-2
「さいたま市スポーツ振興まち
づくり条例」の制定

すぐ
①具体的な施策を盛り込ん
だ「スポーツ振興まちづく
り計画」の策定

①さいたま市スポーツ振興まちづ
くり計画素案の策定

▼東日本大震災の影響により、年
度内での計画未策定。

21年度末までに制定 b  6

・計画素案までの策定を進め
たため「ｂ」と判断したが、
東日本大震災の影響により、
計画策定のための審議会が開
催できず、年度内での計画の
策定に至らなかったため、減
点評価した。

≪指示事項≫
・次年度の予算編成等に反映で
きるよう、スポーツ振興まちづ
くり計画に基づく施策の実施状
況を検証すること。

市民・スポーツ
文化局

22年中に制定

①条例検討専門委員会など
の検討
②パブリックコメント実施
③平成22年中の条例の制定

条例宣言 Ⅱ-3
「ノーマライゼーション条例」
の制定

すぐ 保健福祉局

①委員会を7回開催、協議会を2回
開催し、答申
②パブリックコメント実施
③平成23年3月に市民による市民の
ための条例として制定

b → 7

条例宣言 Ⅱ-4 「子ども総合条例」等の制定 ２年以内 22年度末までに制定

・検討状況等を速やかに都市経営戦略
会議に報告すること。また、条例等の
方針・骨子案がまとまった段階で都市
経営戦略会議に付議すること。

①児童生徒へのアンケート
及び市長との対話の実施
②市民へのアンケート実施
③規程案の作成
④パブリックコメントの実
施
⑤条例等の制定

①児童生徒へのアンケート及び市
長との対話の実施
②市民へのアンケート実施
③規程案の作成
④★パブリックコメント未実施
⑤★条例等未制定

c → 4

・パブリックコメントの実施
及び条例等の制定について、
次年度対応となったので、
「ｃ」と判断。

（４月下旬に都市経営戦略会議
に付議）

子ども未来局

条例宣言 Ⅱ-5 「文化都市創造条例」の制定 ２年以内 22年中に制定

・検討状況等を速やかに都市経営戦略
会議に報告すること。また、条例等の
方針・骨子案がまとまった段階で都市
経営戦略会議に付議すること。

・文化都市創造条例の制定

≪指示事項≫
・引き続き条例の内容や提出時
期について検討すること

市民・スポーツ
文化局

・★△条例案を議会に上程した
が、継続審議となった。 c → 4

条例宣言 Ⅱ-6 「自治基本条例」の制定 ３年以内 23年度末までに制定

①中間報告とりまとめ（平
成22年度末）
②市長タウンミーティング
開催
③ニュースレター3回発行
④市民フォーラム2回開催

①中間報告とりまとめ（平成23年3
月）
②市長タウンミーティンクﾞ開催
（10区）
③ニュースレター3回発行
④▼市民フォーラム未開催

・条例の制定に至らなかった
ため「ｃ」と判断した。

b  6

・概ね取組内容、工程表とお
り進捗したので「b」と判断し
た。
・情報発信や意見収集に努め
たが、3月の市民フォーラムを
東日本大震災の影響を考慮し
中止したので減点評価した。

政策局

条例宣言 Ⅱ-7 ｢安心長生き条例」の制定 ４年以内 ―23年度末までに制定

①他団体先進例の研究及び
市民アンケート調査の実施
③条例制定スキームの策定
④社会福祉審議会への諮問

≪指示事項≫
・条例の基本方針案をすみやか
に都市経営戦略会議に付議する
こと。

保健福祉局

①他団体先進例の研究及び市民ア
ンケート調査の実施
②条例制定スキームの検討
③社会福祉審議会への諮問

b → 7
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都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.0
【重要】
・民間人２名の採用では少ないので
はないか。

b  8
・事務事業総点検を基礎とした新たな
マネジメントサイクルを２２年度中に
構築すること

b 7.8 【重要】

b → 7 －

b 7.0
【重要】
・補助金総額に対してどの程度見直
しを行ったかが重要。

b → 7 －

b 7.1 【重要】

b  8 －

b 7.8 【重要】

行財政
改革

行政改革推進チームの設置（行
財政改革推進本部の設置）

1-1 行革本部

・行財政改革有識者会議委員
及び任期付採用による民間人
の知見を活用しながら、行財
政改革推進プラン２０１０を
策定できたこと、また、策定
にあったては、本市独自の取
組として、行財政改革公開審
議により、プラン策定後の公
表にとどまらず策定過程から
情報を公開し、市民意見を反
映することができたので、
「a」と判断した。

9a

①行財政改革有識者会議３回開催
②外郭団体経営改革推進委員会１
回開催
③☆行財政改革公開審議の実施
④行財政改革推進プランの策定

①行財政改革有識者会議３
回開催
②外郭団体経営改革推進委
員会１回開催
③行財政改革推進プランの
策定

21年11月に本部設置

行革本部

・平成２２年度の数値目標、
工程表のとおり進捗したので
「b」と判断した。
・数値目標である２５事業の
３倍以上となる９１事業の見
直しを達成できたことから加
点評価した。

8 b

→

1-2
行財政
改革

財政局

・平成22年度の取組方針、取
組内容、事業計画のとおり進
捗したので、進捗度は「ｂ」
と判断した。
・平成23年度予算に反映され
た見直しの効果が、昨年度
（57件）に比べ、約３倍の151
件となったことを加点評価し　
た。

8 

①「見直しの常態化」サイクルの
構築
②△９１事業を縮小・廃止（効果
額約６億円）

b

①事務事業総点検における課題の
把握と補助事業の再構築を実施
②△平成２３年度予算において、
昨年度を上回る見直し結果を反映

①「補助金等見直しメルク
マール（判断基準）」に基
づく再構築の実施
②見直し結果の平成２３年
度予算への反映

行政改革推進チームの設置（事
務事業評価の見直し）

①新たな評価方法等の構築
②新たな評価方法による事
務事業の見直しによる事業
の縮小・廃止（２５事業）

24年度末までに100事業の
縮小・廃止

22年度予算から聖域なき見
直し実施

行政改革推進チームの設置（補
助事業の見直し）

1-3
行財政
改革

1-4
行財政
改革

行革本部b

①合併により外郭団体を１団体削
減
②経営悪化した外郭団体１団体の
経営再建

・市民利用施設と行政施設の
調査・分析を進めましたが、
東日本大震災の影響により本
年度最後の会議を開催でき
ず、報告書を策定できなかっ
たので、減点評価した。
・計画の前段として、将来コ
ストを試算し基本的な考え方
を方針として整理したので、
加点評価した。

7→b

①公共施設マネジメント会議を設
置
②△コスト試算の実施及び公共施
設マネジメント方針の策定
③▼報告書を策定できず

―7→

行革本部
23年度末までに公共施設マ
ネジメント計画策定

行政改革推進チームの設置（公
共施設マネジメント会議設置）

すぐ

①合併により外郭団体を１
団体削減
②経営悪化した外郭団体１
団体の経営再建

行政改革推進チームの設置（外
郭団体改革）

21年7月に外郭団体経営改
革推進委員会設置、21年度
中にプラン策定

1-5
行財政
改革

①「公共施設マネジメント
会議」を設置
②市民利用施設と行政施設
の現況調査及び分析を行
い、平成２２年度の成果に
ついて報告書を策定

すぐ

すぐ

すぐ

すぐ
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「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7
・直ちにプロジェクトチームの検討状
況等を都市経営戦略会議に報告するこ
と。

b 7.0

【重要】
・利用者だけでなく、役所の業務に
精通した人の意見も聞くべきではな
いか。

b → 7 －

b 6.9 【重要】

b → 7 －

b 6.8 【重要】

b → 7

b 7.1

b → 7
・区長独自の目標設定を更に拡大する
こと。

b 7.1 ・区長マニフェストの認知度が低いの
ではないか。

b  8

b 7.8

b  8

b 7.8

b → 7 －

b 6.9

・公募制の導入だけでなく、複数施設
一括公募の見直し等、参入団体が増加
しサービスが向上するための取組みが
必要。

①簡素で効率的な組織体制
の維持を基本原則として、
区長に組織編成権限の付
与。
②区の実情に応じた柔軟な
対応を図るため、区長に区
の全てのポストの配置権限
を付与。

①区長に係の組織編成権限を付与
することとしました。
②区長に区の全てのポストの人事
配置権限を付与することとしまし
た。

b  

b

 

①区役所のあり方検討委員
会６回開催（通算７回）
②市民アンケート調査の実
施
③窓口業務の改善・拡大、
区長への権限移譲内容の決
定

23年に区役所の窓口業務拡
大

すぐ

すぐ
22年度末までに区長の組織
や人事配置の権限見直し

すぐ
区の独自性・裁量性が発揮
できるよう予算制度改革

・新たな予算制度の構築に
向けた取組みの実施

b

①区役所のあり方検討委員会６回
開催（通算８回）
②市民アンケート調査の実施
③窓口業務の改善・拡大、区長へ
の権限移譲内容の決定

市民・スポーツ
文化局

≪指示事項≫
・本年４月から実施した区役所
への業務移管の状況を検証し、
今後の取組みに反映させるこ
と。

―7→
すべての窓ロ業務を区役所で(窓
口改革・権限移譲<統括>）

2-1
行財政
改革

行財政
改革

2-3
すべての窓ロ業務を区役所で(組
織・人事）

行財政
改革

2-2
すべての窓ロ業務を区役所で(予
算）

行財政
改革

2-4
すべての窓ロ業務を区役所で(く
らし応援室の設置）

すぐ 21年7月設置
・区民サービスの更なる充実強化を行
うこと。

①くらし応援室で取扱う窓
口等業務の拡大

①窓口等業務の一部移管を含め、
16事務をくらし応援室に移管

6

7 ―

総務局

付与する方針を決定したもの
の、実際に権限を付与するま
でに至らなかった点を減点。

総務局

行財政
改革

3 区長マニフェスト すぐ 22年度から毎年４月公表

①区長マニフェスト及び区
長マニフェスト評価書の作
成・公表
②外部評価（アンケート）
の実施

→

①区長マニフェスト及び区長マニ
フェスト評価書の作成・公表
②外部評価（アンケート）を実施

b 6

・平成22年度の目標、取組内
容、工程表のとおり進捗した
ので、「ｂ」と判断
　した。
・東日本大震災の影響によ
り、外部評価を実施できな
かったことから減点評価し
た。

市民・スポーツ
文化局

行財政
改革

4 退職手当50％減額 すぐ 21年度中に条例制定 － ― 総務局

行財政
改革

5 市長給与10％減額 すぐ 21年度中に条例制定 －

22年度から指定管理者公募
選定

①指定管理者の更新時期に
合わせ、指定管理者を公募
により選定
②審査選定委員会小委員会
に外部委員を試行的に採用
し、審査を実施

①平成２２年度は２７施設すべて
の指定管理者を公募により選定
②市民・スポーツ文化局小委員会
に外部委員を試行的に採用

b 7 行革本部
行財政
改革

6
指定管理者をすべて公募により
選定

すぐ → ―

― 総務局

①区役所アイデア予算枠を創設
②区長による各区の提案コンペを
実施

b → 7 ― 財政局

H21年度達成済
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進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c → 4
・目標達成に向けた具体策を検討し、
速やかに都市経営戦略会議に報告する
こと。

c 4.2 【重要】

b  8 －

b 7.3
【重要】
・議会の議決後の公表では意味が半
減するのではないか。

b  6
・議会との調整を要することから、公
表の時期を検討し、都市経営戦略会議
に報告すること。

b 6.6
・議会の議決後の公表では意味が半減
するのではないか。

b → 7 ・マスタープランの策定経過を随時都
市経営戦略会議に報告すること。

b 7 【重要】

b → 7

b 6.9

c → 4

・パブリックコメントの制度周知の具
体策を含め、意見増とする方策を速や
かに都市経営戦略会議に報告するこ
と。

c 3.7
・意見の件数だけの判断でなく、パブ
リックコメントの主旨が広く正しく伝
わる広報の仕方が必要。

行財政
改革

7 一職員一改革提案制度の創設 すぐ 行革本部

①△年間の提案件数5,019件の改善
事例報告
②庁内業務改善発表会「第１回カ
イゼンさいたマッチ」の開催準備
③西区役所の若手ＰＴの積極的な
活動により「キッズなコーナーの
設置」を実現化
④△第５回全国都市改善改革実践
事例発表会へ参加

b  8

行財政
改革

8-1
予算編成過程の透明化（予算編
成過程の公開）

すぐ
22年当初予算編成から編成
過程を公表

①平成２３年度当初予算編
成の公表
②公表対象の拡大

①平成２２年度補正予算編成及び
平成２３年度当初予算編成を公表
②△総合振興計画新実施計画事
業、しあわせ倍増プラン２００９
事業及び行財政改革推進枠で要求
のあった全事業を公表

b

・庁内業務改善発表会「第1回
カイゼンさいたマッチ」は平
成23年3月23日に開催を予定し
ていたが、東日本大震災の影
響で延期となったため「ｂ」
と判断した。（平成23年5月頃
に開催予定）
・平成２１年度と比較し業務
改善件数が倍以上になったこ
と、また、自治体初の試みと
して、発表会の動画配信を実
施する方向で準備を進めてい
たこと、更には、全国大会に
初参加したことに対し加点評
価した。

行財政
改革

8-2
予算編成過程の透明化（会派要
望への対応状況の公表）

すぐ 政策局b

 8

２年以内

財政局
・新たに補正予算の編成過程
を公表したことなどを加点。

21年度から回答書公表

市長公室
総務局

・市議会各会派からの「予
算編成への要望書」に対す
る回答書を市民に分かりや
すく作成し、予算編成終了
後、2月中に市のホーム
ページなどで公表

・▼2月議会終了後の3月上旬に市
議会各会派からの「予算編成への
要望書」に対する回答書を公表

 6

 8

・情報公開条例の改正を行
い、情報公開請求を何人にも
認めること等の見直しを行っ
た点を加点。

・平成22年度の主な目標等の
とおりに、進捗したため、
「ｂ」と判断した。
・ただし、ホームページへの
公表が3月になったことから、
減点評価した。

9-2
行財政
改革

22年度末までに広報(情報
提供)マスタープラン策定

・「広報（情報提供）マス
タープラン」の策定。
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの掲載方法の改
善。
・全庁統一的に行政情報を
市民に分かり易く提供する
ための仕組みの構築。

・平成23年3月「PRマスタープラ
ン」を策定。
・情報公開条例の一部改正を行い9
月施行。
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で主な行政計画の一
覧化を実施
・「見える化」推進責任者の配置
など推進体制を整備。

行財政
改革

9-1 b
情報公開日本一（情報提供体制
の整備）

・公表までに時間がかかって
いるため、「ｃ」と判断し
た。

4→c

行財政
改革

9-3
情報公開日本一（パブリックコ
メントの充実）

２年以内 市長公室c → 4

・前年度実績が31件から50件
へ増えたものの、期限までに
100件まで増やすという数値目
標が達成できなかったことか
ら、進捗度を「C」と判断。

22年度末までに平均意見提
出件数を51件から100件

①平均意見提出件数100件
②制度説明会の開催

①★平均意見提出件数49件
②制度研修会1回開催

・★平均公表月数３．２ヶ月

24年度までに提案件数年間
4,000件

①年間の提案件数2,000件
②庁内業務改善事例発表会
の開催
③若手職員による検討グ
ループの設置

21年9月から審議内容と会
議資料を公表

２年以内
情報公開日本一（戦略会議の審
議内容公開）

－
・会議終了後おおむね１ヶ
月で審議内容と会議資料を
公表する。

政策局

≪指示事項≫
・公表までの期間の短縮に努め
ること。
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b  8 －

b 7.5
・パブリシティの件数だけでなく、実
際に記事として取り上げられた数やそ
のための工夫が重要。

b → 7

b 7.0

b  6

b 6.4

b → 7

b 7.3

a → 9 　－

b 8.3

・公募制の運用実態を検証する必要が
ある。
・専門的知識を持った職員という人的
資源の有効活用は重要。

b → 7

b 7.0

b → 7 　－

b 7.0
・採用後の業務内容など、成果も確認
し、今後に活かす必要がある。

b → 7 　－

b 6.9 【重要】

b → 7

b 7.0

b →

→

b →

a

行財政
改革

9-4
情報公開日本一（パブリシティ
の推進）

２年以内
市長公室
教育委員会b → 7 ―

21年度中に月1⇒２回
21年度中に教育長の定例記
者会見開始
22年度までにパブリシティ
件数　1500件

①パブリシティの件数
②市長記者会見の回数増
③教育長記者会見の開始

①パブリシティの件数　1,534件
②市長記者会見の回数増　年20回
③教育長記者会見の開始　年4回

行財政
改革

9-5
情報公開日本一（身近な道路整
備要望への対応状況の公表）

２年以内
22年度から要望受付状況な
どを公表

・要望対応状況の公表については、前
倒しで22年度中に実施すること。

①要望受付の公表
①要望受付の公表
②☆要望対応状況の公表

建設局→ 9
・要望対応状況の公表を前倒
ししたため「ａ」と判断し
た。

・平成２４年度までの期日目
標を前倒しして、廃止予定の
１団体及び合併により消滅し
た２団体を除く全ての団体の
長に民間人や公募等で選考し
た人材を登用したため、｢ａ｣
と判断した。

行財政
改革

9-6
情報公開日本一（市へ寄せられ
た意見とその対応状況の公表）

３年以内 ―21年度中に対応状況などを
公表

・各所管課で処理している陳情書等の
処理状況の公表の進行管理を適切に行
うほか、市民意見を市政へ反映する仕
組みを構築した上で、都市経営戦略会
議に報告すること。

①わたしの提案、タウン
ミーティング、対話集会、
陳情書等の公表
②広聴事業概要書の作成・
公表

①わたしの提案、タウンミーティ
ング、対話集会、陳情書等の公表
②広聴事業概要書の作成・公表

7

行財政
改革

10
外郭団体の長への市長・副市長
の兼職を廃止

２年以内 a 9

市長公室

行革本部

行財政
改革

11 職員の自動的な天下りを廃止 ２年以内
21年度末までに要綱策定
22年度末までに廃止

・再就職状況の公表

→

・再就職状況の公表 b →

21年度末までに兼職を０ 　－
・外郭団体の長に経営能力
のある民間人や公募等で選
考した人材を登用

・☆全ての団体の長に民間人や公
募等で選考した人材を登用

7

b

―

行財政
改革

12-1
行政職への民間人登用(行政職へ
の民間人登用）

２年以内

総務局

総務局

行財政
改革

12-2
行政職への民間人登用（民間企
業等経験者の採用）

２年以内
民間企業等の経験者採用を
23年4月に5人から10人に倍
増

・民間企業等の経験者５名
採用

→

21年度中に条例制定、民間
人登用
23年4月までに15人程度採
用

　－
・平成23年4月までに15人
程度の採用

・平成23年4月までに11人の採用 7 ―

総務局
教育委員会

・民間企業等の経験者７名採用 b  8

行財政
改革

12-3
行政職への民間人登用（適材適
所の人事配置）

２年以内
21年度中に庁内公募導入、
22年度から人事評価結果を
活用した人事配置

①公募に相応しいポストを
選定し庁内公募を実施
②人事評価結果を活用した
人事配置

①11ポストについて、庁内公募を
実施
②人事評価結果を活用した人事配
置

b

・平成22年度の数値目標、取
組内容、工程表等のとおり進
捗したので、「ｂ」と判断。
さらに民間企業への研修派遣
を実施したことを加点。

7 ― 総務局

行財政
改革

13 電子市役所の構築 ４年以内
市民サービスの充実に向け
た電子市役所構築

　－

①国民年金、国民健康保険
システムの本稼動
②第三次情報化計画素案に
対する意見数100件

①６月に国民年金、国民健康保険
システムの本稼動を開始
②第三次情報化計画素案に対する
意見数144件

7 ― 政策局

6／25



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7
・基本方針の策定に当たっては、区役
所改革との連携を図り、都市経営戦略
会議に報告すること。

b 6.8 ・現場である各区の区民会議に検討状
況が伝わっていないのではないか。

b → 7 －

b 7.0
・制度の目的やねらいについて、市民
はもとより庁内の理解が不十分ではな
いか。

b → 7
・プロジェクトチームの検討状況等を
速やかに都市経営戦略会議に報告する
こと。

b 7.0
・大学との協働による市のメリット・
目標を明確にすべき。

・22年度中に区民会議･
　コミュニティ会議の活
　性化に向けた基本方針
　策定

①「区民会議・コミュニ
ティ会議の活性化に向けた
基本方針」の策定
②各区役所における新体制
移行の準備

①平成23年１月に基本方針を策定
②移行準備の実施 b 7→

市民・自
治

14
区民会議・コミュニティ会議の
活性化

すぐ ―
市民・スポーツ
文化局

市民・自
治

15
「マッチングファンド制度」を
創設

２年以内 ・★助成事業実施数４件 c → 4

7

・24年度末までに市民活
　動に対する支援22件実
　施

・助成事業実施件数７件

市民・自
治

16 大学コンソーシアムの構築 ４年以内

・23年度末までに「（仮
　称）大学コンソーシア
　ム」を構築
・24年度末までに大学コ
　ンソーシアムと包括協
　定を締結し、プロジェ
　クト実施

①検討協議会の設置（年6
回開催予定）
②座談会1回開催（秋頃）
③大学コンソーシアム設立
に向けた合意（秋頃）

①H22.5月設置（6回開催）
②H22.10月に開催
③座談会の場において合意書へ署
名

―

・助成事業件数が目標に達し
ないことから、「ｃ」と判定
した。

≪指示事項≫
・制度のＰＲに努めるなどし、
助成事業数の充実に取り組むこ
と。

市民・スポーツ
文化局

政策局
子ども未来局

経済局
教育委員会

→b
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 6.7
・通常の授業と組み合わせることで、
単発の授業以上の効果が生じるように
工夫が必要。

c → 4

c 4.3

b → 7

b 7.0

b → 7 －

b 7.0 ・ＰＴＡや関係者へのアンケート等で
成果を検証する必要がある。

b → 7

b 7.0

b → 7 －

b 7.0

・土曜チャレンジスクールを教育委員
会が担当していることとの関係がわか
りづらい。
・マッチングファンド制度や「未来く
る先生ふれ愛推進事業」等とのリンク
があれば良い。

b → 7 －

b 7.0 【重要】

子ども 17
夢工房　未来（みら）くる先生　
ふれ愛推進事業

すぐ

・22年度にすべての市立
　小学校で実施
・23年度から全市立幼・
　小・中・特別支援学校
　で実施

①市立小学校全校（102
校）で実施
②希望のある市立幼稚園、
中・特別支援学校で実施

①市立小学校101校、延べ113回実
施
②希望のあった市立中学校７校、
延べ９回実施
③合計108校、延べ122回実施
※小学校１校、地震の影響で中止

b → 7 ― 教育委員会

子ども 18-1
基礎学力向上のためのプロジェ
クト（読み・書き・そろばん）

２年以内

・22年度末までに基礎学
　力定着プログラムなど
　を見直し、「読み・書
　き・そろばんプロジェ
　クト」を実施

・「読み・書き・そろばんプロジェク
ト」の内容、考え方について、速やか
に都市経営戦略会議に報告すること。

①「基礎学力定着プログラ
ム」の98項目の見直し
②研究推進モデル校14校の
委嘱、研修会の実施
③「さいたま土曜チャレン
ジスクール」での書道・そ
ろばんの実施

①「基礎学力定着プログラム」の
139項目の見直し
②研究推進モデル校14校の委嘱、
研修会の実施
③▼「さいたま土曜チャレンジス
クール」での書道・そろばんの実
施

b  6

・概ね平成22年度の数値目
標・取組内容・工程表等のと
おり進捗したので、「ｂ」と
判断。
・ただし、土曜チャレンジス
クールでの実施が1校にとど
まった点を減点。

教育委員会

子ども 18-2
基礎学力向上のためのプロジェ
クト（なわとび・逆上がり）

２年以内

・22年度末までに長縄8
　の字跳び参加グループ
　数を1,400グループ
・22年度末までに補助板
　活用逆上がり成就率を
　93%
・24年度末までに補助板
　を活用しない成就率を
　80%

－

①長縄８の字跳びの参加グ
ループ数1,400グループ
②補助板を活用した逆上が
り成就率を93％
③補助板を活用しない逆上
がり成就率を75％

教育委員会

①長縄８の字跳びの参加グループ
数3,655グループ
②補助板を活用した逆上がり成就
率は93.1％
③補助板を活用しない逆上がり成
就率は71％

b → 7

子ども 18-3
基礎学力向上のためのプロジェ
クト（あいさつ・礼儀）

２年以内
・22年度末までに全市立
　小中学校であいさつ運
　動に取り組む

・あいさつや礼儀を踏まえ
た言葉で溢れる学校づくり
を目指し、すべての市立
小・中学校で「あいさつ運
動」に取り組む。

・すべての市立小・中学校で「人
間関係プログラム」及び「あいさ
つ運動」を実施する。
・「あいさつ運動推進モデル校
小・中併せて２０校）による「あ
いさつ運動」を推進する。
・「心を潤す４つの言葉」推進運
動を実施する。

b

―

→ 7 ― 教育委員会

子ども 18-4
基礎学力向上のためのプロジェ
クト（早寝・早起き・朝ごは
ん）

２年以内

・22年度から市独自の
　キャンペーンを実施
　し、全市立小・中学
　校で取り組む

－

①「早寝・早起き・朝ごは
ん」を推進する「すくすく
のびのび　子どもの生活習
慣向上」キャンペーンの全
市立小・中学校での実施
②研究指定校・推進モデル
校委嘱
③生活習慣に関するアン
ケート調査実施

①「早寝・早起き・朝ごはん」を
推進する「すくすく　のびのび　
子どもの生活習慣向上」キャン
ペーンの全市立小・中学校での実
施
②5月に研究指定校4校・推進モデ
ル校10校を委嘱
③9月に生活習慣に関するアンケー
ト調査を児童生徒と保護者に実施

b → 7

・22年度末までに40教室
・24年度末までに80教室

①新規9か所含む、合計40
か所実施
②新規開設にあたり、さい
たま土曜チャレンジスクー
ルの一体的な整備・拡充を
実施。

①新規9か所を含む、合計40か所実
施。
②整備計画の1年前倒しを実施。

b子ども 19
「放課後子ども教室」を倍増
（現、放課後チャレンジスクー
ル）

２年以内 7 ―

― 教育委員会

子ども未来局

子ども 20-1

児童虐待ゼロを目指し、対応す
る職員（保健師、児童相談所員
など）を増員(児童相談所の充
実）

２年以内

・児童福祉司12人、児童
　心理司3人、児童精神
　科医師1人増員
・継続指導割合3%→20%
・家族再統合割合を75％

①継続指導の割合 10%
②家族再統合の割合 全入
所児童の25%

→

子ども未来局
①継続指導の割合 10.2%
②家族再統合の割合 全入所児童の
27.6%

b → 7 ―

8／25
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進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c → 4
・イライラすることが多い親の状況、
改善策等を分析・検討し、速やかに都
市経営戦略会議に報告すること。

c 5.3

【重要】
・目標の設定が適切ではない。（景
気情勢など市の施策とは別途の要因
に左右されるのでは）

c  5

c 4.8

b → 7

b 7.0

a → 9 ・１日保育士体験事業について、企業
等への周知を行うこと。

b 8.0 ・保育園ごとの参加人数にばらつきが
ある理由を分析し、対策をとる必要。

b → 7
・父親主体の講座やイベントの参加人
数の拡大を図ること。

b 7.0
・父親主体の講座は、順調に進んでい
るので、目標を高くしてもよいのでは
ないか。

b  6

・事業効果を測るためにワークライフ
バランスの認知度を把握すること。
・行政、企業、団体、有識者などを構
成員としたワークライフバランス会議
を独自で設置し、開催すること
・経済局を所管に加えること。

b 5.9
・政策領域としては重要だが、事業は
啓発の段階にとどまっており、市とし
て具体策に踏み込む必要がある。

b → 7 －

b 6.7
・例えばワークライフバランスの取組
みとの連携など、タテ割りでない取組
みを期待する。

子ども 20-2
児童虐待ゼロを目指し、対応す
る職員（保健師、児童相談所員
など）を増員(保健所の充実）

２年以内

・保健師4人増員、選任
　組織設置
・育児中、イライラする
　ことが多い親の割合を
　10%以下に減少
　（現状13.8%）

①保健師１人増員
②研修プログラムの策定
③研修会3回開催

①保健師1人増員
②体系的な研修プログラムの策定
③研修会3回開催･延べ128人参加

b → 7 ― 保健福祉局

子ども 21
土曜チャレンジスクール（ど
ちゃれ）の実施

４年以内

・24年度末までに全市立
　小・中・高等学校でど
　ちゃれ実施
・24年度末までに全市立
　小・中・特別支援学校
　にＳＳＮを構築

・学校地域連携コーディネーターの役
割を明確化して、マニュアル等を定め
ること。
・どちゃれの効果を検証するととも
に、ＳＳＮの検討状況については、速
やかに都市経営戦略会議に報告するこ
と。

①さいたま土曜チャレンジ
スクール実施校３０校
②スクールサポートネット
ワークの構築３０校

①さいたま土曜チャレンジスクー
ル実施校３０校
②スクールサポートネットワーク
の構築３０校

b → 7 ―

4 ―
（４月下旬に都市経営戦略会議
に報告予定）

・22年度末までに「子ど
　も博物館構想」等とし
　て取りまとめ

・さいたま新都心第8-1Ａ街区事業の
民間事業者撤退に伴う、今後の進め
方、子ども博物館構想の骨子等につい
て、速やかに都市経営戦略会議に報告
すること。

子ども博物館構想の推進及
びとりまとめ

新都心８－１A街区と調整をはか
り、子ども博物館構想を推進。

子ども 22 子ども博物館構想 ４年以内

教育委員会

政策局
子ども未来局

子ども 23-1
子育てパパ応援プロジェクト
（１日保育士体験）

４年以内

→

・体験参加者数799人 b →

c

7

・24年度末までに全子育
　て支援センターで土曜
　開所実施
・父親主体の講座等を
　年12回開催

①西区に単独型子育て支援
センターを開設
②8か所の子育て支援セン
ターで土曜日開所を実施
③各センターで実施する父
親主体の講座やイベントを
年6回開催

①西区指扇に子育て支援センター
エンゼルキッズさいたま西を4月に
開設
②☆9か所すべての子育て支援セン
ターで土曜日開所を実施
③☆各センターで実施した父親主体
の講座等を年平均8.6回開催

a 9

・24年度末までに父親の
　1日保育士・教諭体験
　参加者を年間1,280人

・体験参加者数802人（Ｈ
21年度実績の320人増）

→子ども 23-2
子育てパパ応援プロジェクト
（子育て支援センターの活用）

４年以内

・子育て支援センターの土曜
日開所について、工程表を１
年前倒しして平成22年度に9か
所すべての子育て支援セン
ターで達成しました。また、
各センターで実施する父親主
体の講座等を平均で年８．６
回開催し、目標の６回と比較
し４３％増とすることができ
ましたので、「ａ」と判断。

― 子ども未来局

子ども未来局

 6子ども 23-3
子育てパパ応援プロジェクト
（ワークライフバランスの認知
度向上）

４年以内

①さいたま市親の学習検討委員会
の設置
②さいたま市親の学習検討委員会6
回開催
③△ワーキンググループ2回開催
④親の学習プログラム策定

b

①▼ワーク・ライフ・バランス会
議のキックオフ（開催）
②ホームページの更新
③△イクメンフェスタinSAITAMA　
笑っているパパ、ママになろう～
子ども・青少年フォーラム2010～
を実施
④△さいたまパパスクールの実施

b

7

・24年度末までにワーク
　ライフバランスの認知
　度35％

①ワーク・ライフ・バラン
ス会議の開催
②ホームページの更新
③子どもフォーラムでの周
知

子ども 23-4
子育てパパ応援プロジェクト
（親の学習などのアドバイザー
育成・親育ち支援策）

４年以内 →
・24年度末までに全公民
　館でパパママ向け講座
　実施

①さいたま市親の学習検討
委員会の設置
②さいたま市親の学習検討
委員会6回開催
③親の学習プログラム策定

―

・目標どおり事業が実施でき
たので、「ｂ」と判断。ただ
し、子どもフォーラムの大規
模化や新たな取組みとして
「さいたまパパスクール」を
実施したが、事業者だけでな
い充実した構成員による会議
を実施できなかったので減点
評価とした。

≪指示事項≫
・ワークライフバランス会議に
おいて、企業や市民との協働を
進める中で、市としてのワーク
ライフバランス推進のための具
体策を検討すること。

子ども未来局

教育委員会
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加点・
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加点・
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期限内の
数値目標等

宣言・
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Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）
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上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.2
【重要】
・いつまでに「待機ゼロ」を達成す
るとの考え方を示すべき

a → 9 －

b 8.3
【重要】
・いつまでに「待機ゼロ」を達成す
るとの考え方を示すべき。

a → 9
・行財政改革公開審議の結果を踏ま
え、空き教室（余裕教室）の活用を積
極的に行うこと。

a 8.8
【重要】
・いつまでに「待機ゼロ」を達成す
るとの考え方を示すべき。

a → 9
・平成22年度までに初期救急患者の割
合35%以下を目指し、努力すること。

a 9.0
【重要】
・市の取組みとの因果関係について
検証が必要。

b → 7 －

b 7.0 【重要】

b → 7

b 6.9

c  5

c 5.3

b → 7

b 7.0

9子ども 24-1
待機児童ゼロプロジェクト（認
可保育所）

４年以内

a

①☆保育所定員328人増
②駅前地域における施設基準の見
直し完了
③☆定員580人増に向けた準備

a →

9

【認可保育所】
・24年度末までに定員
　1,100人増

①保育所定員300人増
②駅前地域における施設基
準の見直し
③定員400人増に向けた準
備

子ども 24-2
待機児童ゼロプロジェクト
（ナーサリールーム・家庭保育
室）

４年以内
【ナーサリー・保育室】
・24年度末までに定員
　900人増

①ナーサリールーム・家庭
保育室の定員300人増
②定員300人増に向けた準
備

①☆ナーサリールーム・家庭保育
室の定員808人増
②☆定員317人増に向けた準備

・平成22年度の目標定員数300
人増を上回る808人増の整備を
行ったので、進捗度を「ａ」
と判断。

・平成22年度の数値目標、取
組目標を上回る進捗を実現し
たため「ａ」と判断。

子ども未来局

子ども未来局

子ども 24-3
待機児童ゼロプロジェクト（放
課後児童クラブ）

４年以内
【放課後児童クラブ】
・24年度末までに受入可
　能児童数1,440人増

①受入可能児童数の増員
360人
②余裕教室活用によるクラ
ブの整備

→

子ども未来局

①★受入可能児童数の増員
306人
②野田小学校における余裕教室活
用によるクラブ整備の計画決定

c → 4

・待機児童解消に向けた公民
保護者負担の平準化の検討及
び野田小学校に平成24年度4月
の開設に向けた、施設整備予
算を措置することができた
が、受入可能児童数増員の数
値目標を達成していないの
で、進捗度を「ｃ」と判断。

≪指示事項≫
受入可能児童数の数値目標が達
成できなかった要因を分析し、
必要な対策をとること。

7 ―子ども 25-1
北九州方式を参考とした小児救
急体制や産科救急体制を整備
（小児救急）

４年以内

・小児救急医療体制の確
　立
・24年度末までに初期救
　急患者の割合62%→35%
　以下

①ガイドブックの作成･配
布
②初期救急患者割合35%以
下

①「さいたま市小児救急ガイド
ブック」を8万部作成･配布
②初期救急患者割合14%

保健福祉局b

子ども 25-2
北九州方式を参考とした小児救
急体制や産科救急体制を整備
（産科救急）

４年以内
・24年度末までに地域周
　産期母子医療センター
　を２か所

①財政的支援（市有地無償
貸付）による地域周産期母
子医療センターの設置
②産科医等確保支援事業補
助金の交付

→

①地域周産期母子医療センターの
オープン
②産科医等確保支援事業補助金の
交付

b → 7 ― 保健福祉局

子ども 26 質の高い特色ある学校づくり ４年以内
・24年度末までに市立高
　校の生徒・保護者の満
　足度100％を目指す

・特色ある学校づくりの中間報告、中
間一貫校の中間検証について、速やか
に都市経営戦略会議に報告すること。

①学校における検討の中間
報告の実施（７月）
②生徒・保護者を対象とし
た市立高等学校教育満足度
調査の実施（１２月）

①中間報告に基づく検討の方向性
の明示（浦和・浦和南：継続、大
宮北・大宮西：修正）
②満足度調査の実施（学校全般に
関る満足度：生徒88.3%、保護者
86.9%）

b → 7 ― 教育委員会

子ども 27 心のサポート推進事業 ４年以内

・22年度末までに不登校
　から登校できるように
　なった割合を30%→50%
・21年度中にいじめ対策
　プロジェクトチームを
　設置し、教職員研修の
　充実やいじめ問題解消
　を目指した取組推進

・不登校状態から登校できる状態の児
童の割合が低下した原因を明らかにし
た上で、対応策を検討し、速やかに都
市経営戦略会議に報告すること。

・平成22年度末までに、不
登校の状態から登校できる
状態となった子どもの割合
を50%に高めます。

・指導の結果、登校する又はでき
るようになった児童生徒の割合は
41.3％となりました。

c  5

・平成22年度末までに不登校
の状態から登校できる状態と
なった子どもの割合を50％に
高めることができなかったた
め、進捗度を「ｃ」と判断。
ただし、21年度の実績と比較
して割合が高まったことや不
登校児童生徒数が減少したこ
となどを加点。

教育委員会

子ども 28
ノーマライゼーションの理念の
共有化に向け、特別支援教育を
充実

４年以内

・24年度末までに特別支
　援学級を小・中学校に
　16校新設
・24年度末までに発達障
　害・情緒障害通級指導
　教室を4校新設
・24年度に新たに特別支
　援学校新設

－

①特別支援学級を小学校・
中学校各１校に新設（自閉
症・情緒障害特別支援学級
を３校に増設）
②通級指導教室を小学校・
中学校各１校に設置
③新設特別支援学校建設工
事着工

①特別支援学級を小学校・中学校
各１校に新設（自閉症・情緒障害
特別支援学級を３校に増設）
②通級指導教室を小学校・中学校
各１校に設置
③新設特別支援学校建設工事着工

b → 7 ― 教育委員会
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Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.0
・地産地消だけでなく、「食の大切
さ」について教えることにも取り組ん
でほしい。

b  8 －

b 7.4

・親の学習アドバイザー育成、親育ち
支援、生涯学習総合センターの親の学
びといった事業とのリンクが必要では
ないか。

・24年度末までに全小中
　学校で学校教育ファー
　ムを実施
・24年度末までに給食に
　おける県内地場産活用
　率30%、米飯実施回数
　週3.5回に増
・24年度末までに地元
　シェフによる学校給食
　を45校で実施

・学校教育ファーム：小学
校30校,中学校10校（累計
小学校53校,中学校22校）
・県内地場産物活用率：
23.0％
米飯給食実施回数：3.1回
・地元シェフによる学校給
食の実施：10校

・△学校教育ファーム
　小学校43校,中学校4校
　(累計小学校66校,中学校16校)
・▼県内地場産物活用率 21.3%
　米飯給食実施回数3.1回
・地元シェフによる学校給食の
　実施：10校

b → 7 ―子ども 29
学校教育における食育の推進
（学校教育ファームの実施）

４年以内 教育委員会

・22年度中に携帯・ネッ
　トアドバイザー制度創
　設　　　　　　　　　　
・23年度末までに「携
　帯・インターネット安
　全教室」の全市立小
　中・特別支援学校で実
　施

①市立全小・中・特別支援
学校160校で「携帯・イン
ターネット安全教室」の実
施
②市立全小・中・高・特別
支援学校164校の「学校非
公式サイト」等の監視活動
の実施

①市立全小・中・特別支援学校で
「携帯・インターネット安全教
室」の実施
②市立全小・中・高・特別支援学
校の「学校非公式サイト」等の監
視・削除要請

b → 7 ―子ども 30
メディアリテラシー教育、携
帯・ネットアドバイザー制度創
設

４年以内 教育委員会
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都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7

b 7.0

b → 7 －

b 6.9
・利用者が減少している原因の分析
や、安否確認に役立っているかどうか
の検証が必要。

c → 4

・社会福祉協議会との連携を強化する
とともに、目標達成に向けた具体策を
検討し、速やかに都市経営戦略会議に
報告すること。
・経済局及び教育委員会を所管に加え
ること。（空き店舗、余裕教室）

c 4.3
・地区社協だけでなくNPOが実施して
いるサロンも対象とすべきではない
か。

a → 9 －

a 8.9

【重要】
・潜在的なニーズがあったものと考
えられ、さらに取り組む必要がある
のではないか。

c → 4
・目標達成に向けた具体策を検討し、
速やかに都市経営戦略会議に報告する
こと。

c 4.1

・目標が未達成となった分析が必要。
・多数の団塊世代が地域に戻ってくる
ため、今までの仕組みを見直す必要が
あるのではないか。

b  6

・シニアユニバーシティのカリキュラ
ムにボランティア参加のインセンティ
ブとなる講座を取り入れること。
・シルバーバンクの加入促進のための
具体策を検討し、速やかに都市経営戦
略会議に報告すること。

b 5.8

・参加者が結果的にボランティアに参
加するのであればよいが、そもそも事
業目的としてシルバー人材センターと
リンクさせることが適当か。

b → 7 －

b 7.0 ・目標の上方修正が必要ではないか。

高齢者 31 介護する人への支援体制を充実 すぐ

・22年度中に地域包括支
　援センターを1か所増
・22年度末までに相談員
　を増員するなどセンタ
　ーの相談体制強化
・22年度からセンターの
　年中無休化（年末年始
　除く）

・「地域包括支援センター」につい
て、市民にわかりやすいような愛称等
を検討すること。

①地域包括支援センター１
か所増設
②全地域包括支援センター
に相談員１名増員
③連絡システムの構築
⑤年中無休化（年末年始除
く）

①地域包括支援センター１か所増
設
②全地域包括支援センターに相談
員１名増員
③連絡システムの構築
⑤年中無休化（年末年始除く）

b → 7 ―

《指示事項》
・利用状況を分析し、より施策
の効果が増す方策を検討するこ
と。

保健福祉局

・22年度の早い時期に配
　食サービスを週5回に
　拡充

①配食サービスを週5回に
拡充

①配食サービスを週5回に拡充 b → 7 ―

≪指示事項≫
・利用状況を分析し、より施策
の効果が増す方策を検討するこ
と。

高齢者 32
配食サービスの拡充を図り高齢
者の自立を支援

すぐ 保健福祉局

高齢者 33-1
空き教室や空き店舗を活用し高
齢者サロン・介護者サロンの設
置（高齢者サロン）

4年以内

・24年度末までに市内47
　地区社会福祉協議会で
　高齢者サロンを実施
・24年度末までに老人福
　祉センター2か所増

①累計39地区社協でのサロ
ン開催
②浦和区・南区内の老人福
祉センター開設準備

保健福祉局
①40地区でのサロン実施
②浦和区・南区内の老人福祉セン
ター開設準備

b → 7

≪指示事項≫
・利用状況を分析し、より施策
の効果が増す方策を検討するこ
と。

―

・24年度末までに市内全
　地域包括支援センター
　で介護者サロンを実施

①介護者サロン26か所で実
施
②介護者サロンの周知

①介護者サロンを26か所で実施
（平成22度3月末現在、全地域包括
支援センターで実施）
②介護者サロンの周知

b高齢者 33-2
空き教室や空き店舗を活用し高
齢者サロン・介護者サロンの設
置（介護者サロン）

4年以内 7 ―

≪指示事項≫
・利用状況を分析し、より施策
の効果が増す方策を検討するこ
と。

保健福祉局

高齢者 34
シルバー人材センターの充実や
団塊世代の市民活動の推進

4年以内

→

①★シルバー人材センターの累計
会員数5,210人
②△シルバーバンクのマッチング
数315件
③シニア生き方発見セミナー2回開
催

c  5

・24年度末までに定員
　1,245人
・23年度末までに卒業生
　活動拠点整備
・校友会活動卒業生9割
　以上
・大学院卒業生のうち、
　一定割合をシルバーバ
　ンクへ登録

①定員60名の拡大
②学科の新設
②卒業生の活動拠点の整備
③シルバーバンクへの登録
者100名増

①定員60名拡大
②福祉科の設置、北大宮校の新設
準備
③整備に向けて基本設計実施
④△地域活動講座の開催及び★登
録者26名

c 5

・24年度末までに
　会員数6,300人、年間
　就業率90%
・24年度末までにシル
　バーバンクマッチング
　数を年間300件以上

①シルバー人材センターの
累計会員数5,700人
②シルバーバンクのマッチ
ング数200件
③シニア生き方発見セミ
ナー２回開催

高齢者 35 シニアユニバーシティの充実 4年以内

・平成22年度のシルバーバン
クへの登録者数が26名であ
り、目標の100名に達しなかっ
たので、「ｃ」と判断。
・ただし、地域活動講座の開
催など、地域活動への動機付
けとなる新たな取組を始めた
ので加点。

≪指示事項≫
・高齢者がボランティアや地域
活動へ取り組むためのきっかけ
づくりとなるようなカリキュラ
ムを更に増やすこと。

・平成22年度のシルバー人材
センターの累計会員数が5,210
人であり、目標数の5,700人に
到達しなかったので、「ｃ」
と判断。ただし、シルバーバ
ンクのマッチング数は315件と
大幅に上回り、高齢者の活躍
の機会が拡大したので加点。

≪指示事項≫
・シルバー人材センターの会員
数が目標を下回った理由を分析
するとともに、会員数及び就業
先の更なる増大に向けて努力す
ること。

保健福祉局

保健福祉局

高齢者 36
シルバー元気応援ショップ制度
の創設

4年以内

・22年度中にシルバー元
　気応援ショップ制度創
　設
・22年度中に協賛店600
　店舗、24年度末までに
　協賛店1,000店舗

①シルバー元気応援ショッ
プ制度の開始
②協賛店数（６００店舗）

①シルバー元気応援ショップ制度
の開始
②協賛店数（９００店舗）

 

保健福祉局b → 7 ―
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7

b 7.0

a → 9

a 8.8

b → 7

・多目的広場整備方針(案)について
は、早急に都市経営戦略会議に付議す
ること。
・多目的広場の整備については、手上
げ方式とすること。

b 6.9
・市民が身近なところでスポーツがで
きるよう、箇所数だけでなく地理的な
バランスも考慮する必要。

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

健康･安
全･安心

37-1

食生活や運動習慣の改善を支援
し、健康寿命の延伸
～元気倍増大作戦～（食生活・
運動）

4年以内

・24年までに健康寿命を
　男16.4→17.0年、
　女19.2→19.5年まで延
　伸
・23年度末までに食事バ
　ランスガイドを知って
　いる人の割合を60%以
　上
・24年度末までに意識的
　に運動している人の割
　合を男35%以上、女26%
　以上

・今後、朝ごはん以外の食生活改善運
動や、市民・スポーツ文化局と連携し
たウォーキング大会の開催など、「健
康寿命の延伸」を掲げるにふさわしい
象徴的な事業を実施すること。

①いきいき健康づくりグ
ループ育成教室全区開催
②健康倍増ガイドブックの
作成･配布
③ウォーキングの推奨

①グループ育成教室を全区で開催
②健康倍増ガイドブック20,000部
作成･配布
③ウォーキングに関する公開講座
の開催

b → 7 ― 保健福祉局

健康･安
全･安心

37-2

食生活や運動習慣の改善を支援
し、健康寿命の延伸
～元気倍増大作戦～（介護予
防）

4年以内

・24年までに健康寿命を
　男16.4→17.0年、
　女19.2→19.5年まで延
　伸
・24年度末までに介護予
　防特定高齢者施策事業
　の参加者を1,800人に
　増
・24年度末までに介護予
　防一般高齢者施策事業
　の参加者を15,000人に
　増
・24年度末までに介護予
　防・生活支援事業（介
　護予防水中運動教室事
　業）の参加者を210人
　に増

－

①介護予防特定高齢者施策
事業は1,400人。
②介護予防一般高齢者施策
事業は13,000人。
③介護予防水中運動教室事
業は150人。

①★介護予防特定高齢者施策事業
は1,062人（平成22年見込）。
②介護予防一般高齢者施策事業は
13,318人（平成22年9月末時点）。
③★介護予防水中運動教室事業は
140人

c → 4

・平成22年度の介護予防特定
高齢者施策事業参加者が1062
人、同水中運動教室事業参加
者が140人で、ともに目標値を
下回ったので「ｃ」と判断。

≪指示事項≫
・介護予防特定高齢者施策事業
の参加者数が前年度より減少し
た要因を検証し、平成23年度の
目標を達成する具体策を検討す
ること。

保健福祉局

・多目的広場の整備に向け
て、管理運営手法などに関
する研究会を設置し、平成
22年6月までに整備方針を
決定

①研究会の開催(3回)
②整備方針の決定(６月)
③未利用地の情報収集(12
月)
④管理運営団体の募集(２
月)

①研究会３回開催
②▼整備方針の決定(12月)
・管理運営要綱の策定(１月)
③広場候補地選定(12月)
④管理運営団体の募集(２月)
　・管理運営団体の再募集（４月
予定）

健康･安
全･安心

38-1
多目的広場の倍増
（多目的広場整備方針の決定）

4年以内 b  6

・概ね平成22年度の数値目
標、取組内容、工程表のとお
り進捗したので、「ｂ」と判
断した。
・整備方針の策定が遅れたた
め、減点評価した。

市民・スポーツ
文化局
財政局

健康･安
全･安心

38-2
多目的広場の倍増
（都市公園内のグラウンド等の
個人への開放）

4年以内

・22年度末までに都市公園
内の運動施設に個人利用が
できる開放日を設け、だれ
もが気軽にスポーツができ
る機会を増やす

・多目的広場の整備については、手上
げ方式とすること。

①現況調査・条例改正の必
要性の検討
②平成23年度から実施する
都市公園内のグラウンド等
の個人開放に向けた準備

①検討の結果、条例改正は不要と
判断
②平成23年度のグラウンド等の個
人開放日程を決定
△試行的に３施設の個人開放を実
施

b  8
・グラウンドの個人開放を試
行的に3施設で実施たことを加
点評価した。

都市局

健康･安
全･安心

38-3
多目的広場の倍増
（民有地を活用した多目的広場
の整備）

4年以内

・平成24年度末までに民
　有地を活用したスポー
　ツもできる広場を4か
　所以上に増

・多目的広場の整備については、手上
げ方式とすること。

①情報交換プラットホーム
の構築
②広場の候補地選定

①情報交換プラットホームを構
　築、ホームページに掲載
②平成23年度に整備する
　広場候補地を１か所選定

b → 7 ―

≪指示事項≫
・民有地の活用に向けて、例え
ば、納税通知書へ事業概要を同
封するなど、全庁が協力して、
積極的に周知を実施すること。

都市局

健康･安
全･安心

38-4
多目的広場の倍増
（(仮称)スポーツふれあい広場
の整備）

4年以内

・平成24年度末までに公
　園内の一角にボール遊
　びなどのスポーツもで
　きる（仮称）スポーツ
　ふれあい広場を各区に
　１か所整備

・多目的広場の整備については、手上
げ方式とすること。

①都市公園内の「（仮称）
スポーツふれあい広場」を
２か所整備

①都市公園内の「（仮称）スポー
　ツふれあい広場」を２か所整備 b → 7 ― 都市局
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都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

b → 7
・総合防災情報システムの内容を早急
に検討し、システムの概要を都市経営
戦略会議に報告すること。

b 7.0 【重要】

b → 7 －

b 7.0
【重要】
・防災待機宿舎等による初動対応が
２名では少ないのではないか。

c  5

・避難場所運営委員会の設置が遅れて
いる対策として、各区による自治会等
への設置の呼びかけが重要であること
から、区長自らによる働きかけなども
含め、各区との連携について検討し、
都市経営戦略会議に報告すること。

c 4.8
【重要】
・地域への継続的な働きかけのため
のノウハウを蓄積する必要がある。

b → 7 －

b 6.8
【重要】
・継続的なメンテナンスの努力が必
要。

b → 7

b 7.1

健康･安
全･安心

38-5
多目的広場の倍増
（大学との連携による多目的広
場の整備）

4年以内

・24年度末までに市内に
　ある大学と連携し、学
　校施設内の一部を活用
　したスポーツができる
　多目的広場を3か所整
　備

・多目的広場整備方針(案)について
は、早急に都市経営戦略会議に付議す
ること。

①大学との調整(３校)
②グラウンド等の活用(１
校)

①埼玉大学・芝浦工業大学・日本
　大学との調整(３校)
②★埼玉大学との検討(１校)

c → 4

・市内の３大学と協議し課題
点等を抽出することができた
が、グラウンド等の活用につ
いては開設までに至らなかっ
たことから「ｃ」と判断し
た。

≪指示事項≫
・大学との調整を早急に進める
こと。

市民・スポーツ
文化局

健康･安
全･安心

38-6
多目的広場の倍増
（農業関連施設へのスポーツも
できる多目的広場の整備）

4年以内

・24年度末までに3か所
　の市有農業施設の敷地
　内にスポーツもできる
　多目的広場を整備

・H22年度中に多目的広場を設置する
予定の農村広場について、遺漏なく確
実に整備を行うこと。

・農業施設の敷地内に多目
的広場１か所整備

・農業施設の敷地内に多目的広場
１か所整備 b → 7 ―

経済局
財政局

健康･安
全･安心

39-1
万全な危機管理体制の構築
（総合防災情報システムの構
築）

4年以内 → 7 ―

・24年度末までに災害発
　生時に迅速で的確な情
　報の収拾と提供を行う
　ため、総合防災情報シ
　ステムを構築

①他市のシステムの調査研
究
②複数業者の防災情報シス
テムの調査研究
③システム構築の基本方針
の決定

①整備済の他の指定都市のシステ
ムの調査研究
②複数業者のプレゼンテーション
を実施
③システム構築の基本方針の決定

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、目
標、日程等について必要な見直
しを行い、今後の予算編成や地
域防災計画の見直し等に反映さ
せること。

総務局

健康･安
全･安心

39-2
万全な危機管理体制の構築
（危機事案発生時の初動体制の
確保）

4年以内

・危機事案発生時の初動
　体制の確保を図るた
　め、21年9月から職員
　の宿日直体制整備
・21年度中に職員参集シ
　ステム構築

①引き続き、管理職職員２
名による宿日直体制を実施
②職員参集システムの配信
試験・訓練を３回実施

b

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、目
標、日程等について必要な見直
しを行い、今後の予算編成や地
域防災計画の見直し等に反映さ
せること。

総務局

①危機事案発生時の対応方法等を
習得するため、宿日直対象者へ研
修を実施
②職員参集システムの配信試験・
訓練を３回実施

b → 7

健康･安
全･安心

39-3

万全な危機管理体制の構築
（防災ボランティアコーディ
ネーターの養成と避難場所運営
体制の構築）

4年以内

・24年度末までに防災ボ
　ランティアコーディネ
　ーター600人、防災士
　500人養成
・24年度末までに避難場
　所運営委員会を公民館
　を除き全避難場所で設
　置

①防災ボランティアコー
ディネーター200人、防災
士150人を養成
②避難場所運営委員会を
26ヶ所設置

①防災ボランティアコーディネー
ター198人、防災士137人を養成
②★避難場所運営委員会を１２か
所設置

―

c → 4

・防災ボランティアコーディ
ネーター及び防災士養成につ
いて、概ね目標のとおり進捗
したものの、避難場所運営委
員会の設置が１２か所にとど
まったことから、進捗度を
「 」と判断。

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、目
標、日程等について必要な見直
しを行い、今後の予算編成や地
域防災計画の見直し等に反映さ
せること。
・避難場所運営委員会の設置に
向けて、区長のリーダーシップ
の発揮、学校長等の施設管理者
の意識向上、要援護者対策の充
実等について留意して取り組む
こと。

○ 総務局

・23年度までに災害時要
　援護者への支援を充実
　するため、「個別避難
　支援プラン作成マニュ
　アル」を策定

・高齢者名簿の更新・配布
障害者名簿の配布

①高齢者名簿の更新・配布障害者
名簿の配布
②モデル地区での個別避難支援プ
ラン策定

健康･安
全･安心

39-4
万全な危機管理体制の構築
（災害時要援護者への支援）

4年以内 b → 7 ―

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、目
標、日程等について必要な見直
しを行い、今後の予算編成や地
域防災計画の見直し等に反映さ
せること。

総務局

健康･安
全･安心

39-5
万全な危機管理体制の構築
（マンホールトイレの整備）

4年以内

・24年度末までに避難場
　所の市立小・中・高校
　100校に600基の災害用
　マンホール型トイレを
　整備

－
・平成２３年３月までに、
各区３校、計３０校の避難
場所に１８０基設置。

・平成２３年３月までに、各区３
校、計３０校の避難場所に１９２
基を設置。

b → 7 ―

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、目
標、日程等について必要な見直
しを行い、今後の予算編成や地
域防災計画の見直し等に反映さ
せること。

総務局

14／25



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.2 【重要】

a → 9

a 8.8

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

・21年10月末までに新型
　インフルエンザ行動計
　画を改訂
・抗インフルエンザウィ
　ルス薬など計画的備蓄

①市行動計画の適時改定
②抗インフルエンザウィル
ス薬の計画的備蓄
③新型インフルエンザ対策
検討会を通じた体制検討

①市行動計画の改定準備
②抗インフルエンザウィルス薬12
万人分追加
③対策検討会2回開催

健康･安
全･安心

39-6
万全な危機管理体制の構築
（新型インフルエンザ対策）

4年以内 b → 7 ― － 保健福祉局

健康･安
全･安心

39-7

万全な危機管理体制の構築
（地域防犯ステーションなどの
増設と自主防犯パトロールの促
進）

4年以内

・24年度末までに地域防
　犯ステーションや公共
　施設などを利用した防
　犯パトロール拠点施設
　を20か所
・24年度までに自主防犯
　活動団体を760団体

－

①パトロール拠点施設の検
討・設置　5か所(累計11か
所）
②自主防犯活動団体数　
　19団体増(累計740団体）

①パトロール拠点施設の検討・設
置　5か所(累計11か所）
②▼自主防犯活動団体数　
　５団体減(累計716団体）

c → 4

・拠点施設については進捗し
たものの、自主防犯活動団体
について前年から５団体減少
していることから「ｃ」と判
断した。

≪指示事項≫
・自主防犯活動団体が減少した
原因を分析し、今後の対応策を
検討すること。

市民・スポーツ
文化局

健康･安
全･安心

40
民間住宅の耐震化補助事業の拡
充

すぐ

・21年度末までに耐震化
　補助事業の見直しを行
　い、22年度から耐震補
　助等助成事業を拡充

－

①耐震診断(戸建住宅)　10
棟
②〃(共同住宅等)  1棟(40
戸)
③耐震改修(戸建住宅)   
70棟
④〃(共同住宅等)  1棟(40
戸)
⑤建替え(戸建住宅）  100
棟
⑥耐震シェルター　　  50
棟
　　　　　（予算措置件
数）

①△耐震診断(戸建住宅)　34棟
②▼〃(共同住宅等)  1棟(11戸)
③▼耐震改修(戸建住宅)   46棟
④▼〃(共同住宅等)  0棟(  0戸)
⑤▼建替え(戸建住宅）    20棟
⑥▼耐震シェルター　       0棟

b  6

・耐震化補助事業は予定どお
り実施しているが、周知不足
等により、補助実績が予定に
満たないため減点評価した。

≪指示事項≫
・東日本大震災を踏まえ、民間
住宅の耐震化をさらに、早める
方策を検討すること。

建設局

健康･安
全･安心

41
障害者自立支援法の時限措置終
了後も市独自の負担軽減策継続

すぐ
・国の動向を踏まえつ
　つ、市独自負担軽減策
　を継続

－

①国の動向についての情報
収集
②平成23年度の本事業のあ
り方についての検討

①国の動向についての情報収集
②平成23年度の事業の継続 b → 7 ― 保健福祉局

15／25



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.0
・費用対効果について合理的に説明す
る必要がある。

c → 4

c 4.5

b  8

b 7.4

b → 7

b 6.8

・24年度末までに市有施
　設のＬＥＤ化率を10%
・24年度末までに街路灯
　4,000灯のＬＥＤ化

①市有施設LED化2施設 　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　②LED街路灯1,000灯設
置

①市有施設LED化2施設 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　②△ＬＥＤ街路灯
1,578
　灯設置

環境・ま
ちづくり

42
市内照明のＬＥＤ化率全国１位
を目指します。

4年以内 a → 9

・市有施設及び街路灯のLED化
について、平成22年度の数値
目標、取組内容、工程表等の
とおり進捗したので「b」と判
断。また、街路灯のLED化につ
いては、当初目標を578灯上回
る設置をしたことを加点評価
しました。

環境局
財政局
市民・スポーツ
文化局

環境・ま
ちづくり

43
太陽光発電設備の設置を推進し
ます。

4年以内

・24年度末までに太陽光
　発電設備を設置する市
　有施設を22施設、
　460KW増、太陽光発電
　能力を170KWから630KW
　へ
・23年度末までに住宅用
　太陽光発電設備設置補
　助を継続、太陽光発電
　能力を戸建(4KW)1,375
　戸に相当する総計
　5,500KWへ

・小・中学校への太陽光発電設備の設
置については、早急に各学校と工期の
調整を行い、授業等への影響に配慮し
つつ工事に着手し、事業計画の遅れを
取り戻すこと。

①市有2施設に住宅用太陽
光発電設備設置
②住宅用太陽光発電設置へ
の補助（2,000kw）　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
③小・中学校8校に太陽光
発電設備設置（うち4校は
前年度未設置分）

①市有2施設に住宅用太陽光発電設
備設置
②住宅用太陽光発電設置への補助
（2,161.17kw：594件）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　③
★小・中学校4校に太陽光発電設備
設置完了（4校は着工したものの未
完成）

b → 7 ―

≪指示事項≫
・小・中学校への太陽光発電設
備の設置については、早急に各
学校と工期の調整を行い、授業
等への影響に配慮しつつ工事に
着手し、事業計画の遅れを取り
戻すこと。

環境局
市民・スポーツ
文化局

教育委員会

環境・ま
ちづくり

44
「E-KIZUNA Project」などの実
施により、次世代自動車の普及
を促進します。

4年以内

・24年度末までに市域に
　おける次世代自動車台
　数6,000台を12,000台
　へ
・24年度末までに市公用
　車への次世代自動車導
　入率を76.1%にし、25
　年度末までに100%にす
　ることを目指す
・自動車からのCO2を年
　間6万トン削減

－

①E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの
　開催
②公用車への次世代自動車
導入105台（導入率33.8%）
③公共施設（10箇所）へ急
速充電器を設置

①△E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの開催
②★公用車への次世代自動車導入
66台（導入率26.7%）
③★公共施設（7区役所）へ急速充
電器を設置

c  5

・E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの実現
や充電セーフティネットの構
築に向けた取組は加点評価で
きるが、公用車への次世代自
動車導入や公共施設への急速
充電器設置において、数値目
標、取組内容、工程表等に遅
れがあるため「ｃ」と判断。

（※公共施設へ急速充電器の
設置の遅れについては、区役
所の移転計画や区役所近隣の
商業施設で民間が設置する予
定があった等の外的要因が
あったため設置を見合わせた
という経緯がある。）

≪指示事項≫
・公用車の導入計画や更新基準
等について、関係所管局と調整
し、次世代自動車導入促進を図
ること。

○
環境局
財政局
水道局

環境・ま
ちづくり

45
さいたま新都心のサッカープラ
ザ計画は白紙撤回します。

すぐ

・さいたま新都心のサッ
　カープラザは白紙撤回
　し、21年度中に、より
　市民のくらしや生活に
　密着し、かつ、にぎわ
　いの創出が図れる導入
　機能を決定

－

・サッカープラザに替わる
新たな市導入機能の決定
・新たな市導入機能の具体
化

・新たな市導入機能の具体化に向
けた調査・検討を実施 c → 4

・街区整備事業については、
民間事業者の撤退により終結
し、サッカプラザ計画は実質
的に白紙撤回となった。
・新たな市導入機能の決定に
至らなかったため、「ｃ」と
判断した。

政策局
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b  8 －

b 7.7 【重要】

c → 4

c 4.0

a → 9

a 8.5

b → 7

b 6.9

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

・21年8月に交通空白地
　域や交通不便地区など
　の解消に向けた検討を
　行うため、有識者や市
　民などを委員とするコ
　ミュニティバス等検討
　委員会設置
・22年度末までに委員会
　での検討内容をまと
　め、市民に公表

①コミュニティバスの路線
等の検討として、コミュニ
ティバス等導入ガイドライ
ンの策定

①コミュニティバス等導入ガイド
ラインの策定

△路線の決定には地域住民が参加
できる制度とした

環境・ま
ちづくり

46
コミュニティバス路線の検討委
員会を設置します。

すぐ b  8

・路線の決定に地域住民が参
加できる制度するなど、他の
自治体に例がない制度にでき
たことを加点評価した。

都市局

環境・ま
ちづくり

47
新規建設事業費の1%を魅力ある
文化・芸術のまちづくりに配分
します。

3年以内

・22年度末までに建設事
　業費における1%を文
　化・芸術事業に充てる
　仕組みづくり

・１％を担保する仕組みづくり、民間
からの寄付についての仕組みづくりの
検討及び（仮称）文化芸術都市創造条
例との整理を早急に行い、都市経営戦
略会議へ報告すること。

①22年度末までに建設事業
費　における1%を文化・芸
術事業に充てる仕組みの構
築
②平成23年度からの新たな
文化・芸術事業の検討

①建設事業費における1%を文化・
芸術事業に充てる仕組みの構築
②平成23年度の新たな文化・芸術
事業を検討・決定

b  6

・平成22年度の数値目標、取
組内容、工程表等のとおり進
捗したので、「ｂ」と判断し
たが、基金設置条例が継続審
議となったため、減点した。

市民・スポーツ
文化局

環境・ま
ちづくり

48-1

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（公園の芝生化）

4年以内
・24年度末までに芝生の
　ある公園が各区2か所
　以上となるよう26公園

・適切な初期投資の方法や維持管理等
について、他市の状況を調査した上、
早急に芝生整備・管理等のあり方を構
築すること。
・ＰＴリーダーとして教育委員会等に
も指導、助言を行うこと。

①３公園を芝生化
②管理費の軽減について検
討

①☆５公園を芝生化
②市民協働の芝生管理を検討
　☆宮原東口公園については、管
理の一部を自治会が実施

a → 9

・3公園の芝生化の予定が5公
園となったこと、また、市民
協働については、検討のみで
はなく、先行して、管理の一
部を自治会の協力が得られる
ことになったことを評価し
「ａ」と判断した。

都市局

環境・ま
ちづくり

48-2

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（学校の芝生化）

4年以内

・24年度末までに芝生化
　した学校が各区2校と
　なるよう14校増やし、
　20校
・22年度末までに市民協
　働や民間技術支援など
　の地域社会連携による
　芝生維持管理システム
　の構築

・整備費用のコスト削減を図ること。
・整備に当たり、補助金等特定財源の
確保に努めること。
・市民協働による芝生管理システムを
直ちに構築すること。

①4校の芝生化
②芝生維持管理システムの
構築

①★3校の芝生化
②芝生維持管理システムの構築 b  6

・東日本大震災の影響等によ
り桜木小・本太小の芝生化工
事が年度内に完了しなかった
ことを減点。

≪指示事項≫
・東日本大震災の影響による工
事の遅れについて、関係部署、
学校、施工業者等と調整を行
い、事業計画の遅れを取り戻す
こと。

教育委員会

環境・ま
ちづくり

48-3

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（保育園の芝生化）

4年以内

・24年度末までに62園
　（全公立保育園）の園
　庭芝生化
・22年度末までに市民協
　働や民間技術支援など
　の地域社会連携による
　芝生維持管理システム
　の構築

・市民協働による芝生管理システムを
直ちに構築すること。

①公立保育園１０園の園庭
の芝生化実施

②芝生維持管理システムの
構築

①公立保育園１０園の園庭の芝生
化実施

②民間の技術支援等による芝生維
持管理システムの構築

b → 7 ― 子ども未来局

環境・ま
ちづくり

48-4

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（学校の緑のカーテン）

4年以内
・24年度末までにすべて
　の市立学校で緑のカー
　テン事業実施

・整備費用のコスト削減に努めるこ
と。

①既設小学校10校、新設小
学校20校・中学校19校にお
いて実施
②マニュアルの作成

①既設校(小学校10校)、新設校(小
学校20校・中学校20校)において実
施
②マニュアルの作成

b → 7 ― 教育委員会

環境・ま
ちづくり

48-5

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（公共施設・家庭の緑のカーテ
ン）

4年以内

・24年度末までに緑の
　カーテン事業を実施す
　る公共施設100か所に
　増
・24年度末までに緑の
　カーテンに取り組む家
　庭を2,000家庭

－

①公共施設での実施30か所
②家庭での取組500家庭
③応援団の結成
④取組の公表
⑤講習会の開催

①☆公共施設76か所
②☆家庭　1,127家庭
③｢緑のカーテンサポー
     ター｣の募集、支援
④市ホームページで公表
⑤講習会：受講者185名

a → 9

・公共施設取組予定数30か所
を上回る76か所、家庭での取
組数500家庭を上回る1,127家
庭で実施できたため「a」と判
断した。

都市局

17／25



　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7

b 7.0

a → 9

b 7.0

b → 7 －

b 6.9
・区民への周知が不足しているのでは
ないか。

b → 7 －

b 6.9

【重要】
・従来からビジョンが何回もつくら
れているため、計画を進めていくた
めには庁内体制を整備する必要があ
るのではないか。

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

環境・ま
ちづくり

48-6

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（公共施設の緑化）

4年以内

・24年度末までに8施設
　以上の公共施設の屋上
　緑化・壁面緑化
・22年度末までに未利用
　となっている全ての市
　有地から緑地化に適し
　た土地を選定、24年度
　末までに選定した市有
　地の緑地化

－

①公共施設の屋上緑化・
　壁面緑化の実施
②未利用市有地を緑地化
　するための調査・検討
　選定

①善前公民館の屋上緑化及び壁面
緑化の実施
②未利用市有地の調査結果を踏ま
えた選定作業及び常盤7丁目地内の
緑地化を実施

b → 7 ―

4

・平成22年度の数値目標を達
成できなかったため、「Ｃ」
と判断。

≪指示事項≫
・緑化事業を実施する市民・事
業者に付与するインセンティブ
について検討すること

環境・ま
ちづくり

48-7

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（民間建築物の緑化）

4年以内

都市局
財政局

都市局

環境・ま
ちづくり

48-8

公園・市有地・校庭などの芝生
化、緑のカーテン事業などで身
近な緑を増やす「みどり倍増プ
ロジェクト」を実施します。
（花と緑でいっぱい・区の花の
制定）

4年以内

・23年度から市内全ての
　駅・駅周辺及び主要な
　観光スポットを区民等
　と協働して花や緑で
　いっぱい
・23年5月頃に市制10周
　年を記念して区の花を
　発表

①花と緑のまちづくり推進
事業の仕組みを決定
②花と緑のまちづくり推進
事業を順次、実施
②区の花策定委員会の設置
と区の花制定

→・24年度末までに創出さ
　れる緑化面積1,400㎡

－
①建築物緑化助成事業によ
る緑化創出面積　400㎡

①建築物緑化助成事業
　による緑化創出
　（★面積　220.16㎡）

c

市民・スポーツ
文化局

①仕組みとして、１０区で実施要
領等を制定
②花と緑のまちづくり推進事業を
８区で実施
②策定委員会や区民会議により、
１０区で区の花を制定

b → 7

環境・ま
ちづくり

49-1

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（見沼基本計画の策定）

4年以内

・22年度待つまでに見沼
　田んぼに関する諸施策
　をとりまとめた（仮
　称）見沼基本計画を策
　定
・23年度末までに斜面林
　等の保全などのアク
　ションプラン策定
・24年度末までに、水と
　緑に親しむことができ
　る市民の憩いの場所を
　3か所整備

①見沼基本計画の策定　
　　
　　
　
②アクションプランの検討
　　
　
③水と緑に親しむことがで
きる市民の憩いの場所の整
備１ヶ所
④斜面林の市民協働による
保全手法の構築

①見沼田圃基本計画の策定
②アクションプランの検討
③水と緑に親しむ市民の　
　憩いの場所の整備１ヶ所
④斜面林の市民協働によ
　る保全手法の構築

b

―

→ 7 ―

≪指示事項≫
・見沼田圃の農地、農産物、自
然等を軸として、観光・雇用・
地域活性化に繋がる実効性のあ
るアクションプランを関係部局
が連携の上、検討し、早急に都
市経営戦略会議に報告するこ
と。

都市局

環境・ま
ちづくり

49-2

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（歴史的遺産・自然環境の
活用）

4年以内

・24年度末までに見沼代
　用水や通船掘沿いに休
　憩施設を5か所増
・24年度末までに見沼通
　船掘の閘門や鈴木家住
　宅の適切保全ととも
　に、案内看板や休憩施
　設を設置し、憩える場
　所として歴史的遺産の
　活用

－

①ワークショップによる休
憩施設設置場所等の検討
②休憩施設１ヶ所設置
③見沼通船堀堤塘等の修繕
④文化財案内板１ヶ所設置

①ワークショップ４回開催
②△休憩施設１ヶ所設置するとと
もに、市民協働により手作りの竹
柵等を設置
③見沼通船堀堤塘等の修繕
④文化財案内板１ヶ所設置

b  8

b

・平成22年度の数値目標、取
組内容、工程表などのとおり
進捗したので「ｂ」と判断。
・休憩施設を市民協働及び企
業の寄付により設置できたこ
とを加点評価した。

7

・学校教育ファームの実施校
の累計が、目標の75校より7校
多く実施することができたの
で加点要素としたが、見沼田
んぼ内での実施校が目標より
少なかったので、減点要素と
し「ｂ」と判断。

環境・ま
ちづくり

49-3

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（教育ファームの実施）

4年以内

都市局
教育委員会

教育委員会
経済局
農業委員会事務
局

→

・24年度末までに全市立
　小・中学校で教育
　ファームを実施（見沼
　田んぼ内は小・中あわ
　せて50校）

－

小学校30校、中学校10校 　
　　　　　（累計小学校53
校、中学校22校）　　　　　
　　　　　見沼田んぼ内は
　　　　　小学校9校、中
学校5校　　　（累計小学
校15校、中学校5校）

△小学校43校、中学校4校（累計小
学校66校、中学校16校）　　　　　
　　　　▼見沼田んぼ内は 　　　
小学校3校、中学校2校　　　（累
計小学校10校、中学校2校）
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都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c → 4

・市民農園について、新規開設に向け
た積極的な取組（既存農園を継続して
利用できる仕組みを含む）を早急に検
討し、アクションプラン等を作成し都
市経営戦略会議へ報告すること。

c 4.3

・土地所有者のメリットをもっとPRす
る必要があるのではないか。
・新設だけでなく既存農園の維持のた
めの取組みも重要。

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

a → 9 －

a 8.1 【重要】

c → 4
・工事発注方法の見直し等を行い、目
標整備件数の達成に向けて事業を推進
すること。

c 4.0 ・目標としては着工件数の方が適切で
はないか。

b → 7

b 7.0

環境・ま
ちづくり

49-4

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（市民農園の整備）

4年以内

・24年度末までに見沼田
　んぼ内の市民農園を9
　か所に増、市内全域の
　市民農園を72か所に増

①市民農園開設８か所
②見沼田んぼ内での市民農
園の開設の検討・準備等

①市民農園開設８か所
②△見沼田んぼ内での市民
　農園開設２か所（前倒し実施）

b  8

・市民農園の開設について、
平成２２年度の数値目標、取
組内容、工程表等のとおり進
捗したので、「b」と判断。ま
た、見沼田んぼ内での市民農
園について、1年前倒しで実施
したため加点評価した。

経済局
農業委員会事務
局
都市局

環境・ま
ちづくり

49-5

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（東宮下調節池の広場整
備）

4年以内

・24年度末までに東宮下
　調節池を遊水機能を保
　ちつつ、市民が水と親
　しみ憩える場所として
　整備

－
①東宮下調節池整備工事に
着手

①東宮下調節池整備工事
　に着手 b → 7 ― 建設局

環境・ま
ちづくり

49-6

見沼田んぼ、荒川などの自然環
境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（高沼用水路の整備）

4年以内

・24年度末までに現存の
　水路敷などを活用し、
　市民が水と親しみ憩え
　る場所を2か所整備

－
①平成23年度の工事着手に
　向けた準備

①実施設計業務の発注
　等平成23年度の工
　事着手に向けた準備

b → 7

b

・平成23年度から工事に着手
するための準備が整っている
ことから「ｂ」と判断しまし
た。

・24年度末までに住居系
　用途地域に高度地区の
　指定

－

①市内の全建築物の現況把
握
②高さ制限を行う対象地区
や高さの制限値の検討

①市内約38万棟の建築
　物の高さを把握
②高さ制限を行う対象地
　区や高さの制限値につ
　いて庁内・学識経験者
　等による委員会で検討

7 ―
環境・ま
ちづくり

50
良好な住環境を守るための「高
度地区」による高さ制限を導入
します。

4年以内

建設局

都市局

環境・ま
ちづくり

51-1
下水道、都市公園、生活道路な
ど生活密着型インフラ整備を推
進します。（都市公園の整備）

4年以内

・24年度末までに身近な
　公園を15か所増、身近
　な公園の不足する地域
　を20.3%から13.2%へ

①身近な公園を２箇所整備
②身近な公園が不足する地
域を18.4％とする

→

都市局

①☆身近な公園を５箇所
　整備
②☆身近な公園が不足す
　る地域を17.5％とした

a → 9

環境・ま
ちづくり

51-2

下水道、都市公園、生活道路な
ど生活密着型インフラ整備を推
進します。（暮らしの道路・ス
マイルロードの整備）

4年以内

・24年度末までに暮らし
　の道路・スマイルロー
　ド整備事業により、生
　活道路を480件整備

①暮らしの道路・スマイル
　ロード120件整備
②要望受付の公表

①☆暮らしの道路・スマ
　イルロード136件整備
②要望受付の公表
③☆要望対応状況の公表

a

・身近な公園２か所整備を５
箇所整備、身近な公園が不足
する地域を18.4％を17.5％と
したことを評価し「ａ」とし
た。

→ 9

・暮らしの道路・スマイル
ロード120件の整備予定が136
件整備したこと、要望の受付
状況のみ公表の予定が、要望
対応状況の公表までできたこ
とを評価し、「ａ」とした。

建設局

環境・ま
ちづくり

51-3
下水道、都市公園、生活道路な
ど生活密着型インフラ整備を推
進します。（下水道の整備）

4年以内
・24年度末までに下水道
　普及率を90%

－
①下水道普及率８７．９％
に整備

①下水道普及率８７．９％に整備 b → 7 ― 建設局
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c → 4

c 4.1

4

・ネットワークの再構築、見
直し候補の抽出が未了、見直
し作業状況の公表や意見聴取
についても未了であることか
ら「Ｃ」と評価した。

≪指示事項≫
・都市計画道路の抜本的見直し
の方向性、さいたま市の道路
ネットワークの将来像につい
て、都市経営戦略会議に付議し
た上で、市民の意見を聞きなが
ら見直しを進めること。

環境・ま
ちづくり

52
効率的な道路ネットワークを構
築するため、都市計画道路を抜
本的に見直します。

4年以内 ○ 都市局→

・24年度末までに効率的
　な道路ネットワークを
　構築するため、都市計
　画道路の抜本的な見直
　し

・都市計画道路の見直し指針案を早急
に策定すること。

①見直し指針（案）の策
定、指針（案）に基づく
ネットワークの再構築、見
直し候補路線の抽出
②国・県等関係機関との協
議、都市計画審議会に対す
る報告
③見直し作業状況の公表、
意見聴取

①道路網計画づくりの指針（案）
の策定
★ネットワークの再構築、見直し
候補の抽出未了
②指針（案）について、
　国・県と協議を実施、都市計画
審議会へ報告
③★見直し作業状況の公表意見聴
取未了

c
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b  8 －

b 7.7

・数値目標設定時より、自立生活支援
を必要とする状況にある人が増加して
おり、深刻度を深めているのではない
か。

b → 7 －

b 7.0

・工程表どおりの取り組みだが、絶対
数が少なすぎるのではないか。
・事業実施後の追跡調査により、効果
の検証を行う必要があるのではない
か。

b → 7

b 7.0

b → 7 －

b 7.0
・認証取得によるメリットを向上させ
る必要がある。

b → 7 －

b 7.0
【重要】

b → 7

b 6.9

経済･雇
用

53-1

ワーキングプアを増やさない、
部局横断的な「自立生活支援対
策チーム」を設置します。
（セーフティネットの構築）

すぐ

・22年度から全10区の福
　祉事務所に自立生活支
　援相談窓口を設置し、
　自立生活支援員を中心
　としたハローワークな
　どの関係支援機関など
　からなるチームを結成
・24年度末までに就労可
　能な生活保護受給者を
　対象とした支援によ
　り、就労人数を216人
　に倍増

①全10区の福祉事務所に自
立生活支援相談窓口の設置
②就労可能な生活保護受給
者への就労支援
（162人を就労へ）

≪指示事項≫
・生活保護受給者数の増加等の
社会経済情勢の変化を踏まえ、
就労支援による就労者数の目標
値の上方修正を検討すること。

経済局
保健福祉局
建設局

①全10区の福祉事務所に自立生活
支援相談窓口の設置
②就労可能な生活保護受給者への
就労支援
（171人が就労）

b → 7

経済･雇
用

53-2

ワーキングプアを増やさない、
部局横断的な「自立生活支援対
策チーム」を設置します。（ス
テップアップの取組）

すぐ

・21年度から若年者向け
　就職支援セミナーを
　年2回から4回に増
・21年度から新たにキャ
　リアコンサルティング
　を週2回実施
・21年度中に母子家庭の
　母親就業支援
・22年度から新たに市内
　企業での就業体験事業
　を4社8人を対象に実施

①若年者向け就職支援セミ
ナー年4回実施
②キャリア･コンサルティ
ング週2日実施
③市内企業での就業体験事
業を4社8人を対象に実施

①若年者向け就職支援セミナー年5
回実施
②キャリア･コンサルティンクﾞ週2
日実施
③市内企業での就業体験事業に3社
6人が参加

b

―

→ 7 ―

≪指示事項≫
・社会経済情勢の変化を踏ま
え、市が実施する就労支援の実
施目標値の上方修正を検討する
こと。

経済局
子ども未来局

経済･雇
用

54-1

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（ものづくり企業支
援事業）

4年以内

・23年度中に市内のもの
　づくり企業の活性化と
　経営の安定化を図るた
　め、事業者のニーズに
　対応した新たな支援制
　度の確立

－

①ものづくり企業データ
ブックの配布
②新たな支援制度創設に向
けた検討の実施

①大規模展示会等におけるものづ
くり企業データブックの配布
②工業振興事業費補助金の見直し
(平成23年度から実施)

b → 7

・24年度末までにさいた
　ま市テクニカルブラン
　ド企業の認証数を13社
　から22社増やし、35社

①企業認証数５社
②企業支援数２７社

①☆企業認証数８社
②☆企業支援数３０社 a経済･雇

用
54-2

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（テクニカルブラン
ド企業認証事業）

4年以内 9
・平成２２年度の目標を上回
る認証企業数となったので
「ａ｣と判断。

― 経済局

経済局

経済･雇
用

54-3

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（戦略的企業誘致）

4年以内

・24年度末までに積極的
　な企業誘致活動を展開
　し、56社
・21年度中に産業集積拠
　点の基礎調査実施後、
　戦略的な企業誘致施策
　を検討

①企業立地10件
②新たな産業集積拠点の創
出に向けた継続的検討

→

①☆企業立地実績11件
②☆新たな産業集積拠点
　の創出に向けた検討

a → 9

・平成22年度の数値目標、企
業立地10件を上回る11件の実
績を上げるとともに、新たな
産業拠点創出に向けた検討に
成果があったため、「ａ」と
判断

経済局

経済･雇
用

54-4

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（産学連携によるイ
ノベーション創出）

4年以内

・23年度末までに産学連
　携によるイノベーショ
　ン（技術革新）の継続
　的創出を図る仕組みの
　構築

－

①研究開発人材高度化タス
クフォース事業3件
②企業間の技術マッチング
支援３０件
③目利きサポート事業実施

①△研究開発人材高度化タスク
フォース事業の確立
（1年前倒し）・5件実施
②企業間の技術マッチング支援数
３６件
③目利きサポート事業の調整

b  8

・平成22年度の数値目標、取
組内容、工程表等のとおり進
捗したので「ｂ」と判断。ま
た、1年前倒しで、「研究開発
人材高度化タスクフォース事
業」を確立し、目標を上回る
採択件数を達成できたため、
加点評価しました。

経済局
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

c  5

c 5.0

b → 7

b 7.0

c → 4

c 4.0

b → 7

b 7.0

b  8

b 7.4

b → 7

b 7.0

a → 9 －

a 8.5
・目標の上方修正が必要ではないか。
・実際に就労につながったかどうかの
分析・評価が必要。

経済･雇
用

54-5

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（新規就農者支援事
業）

4年以内

・23年度末までに新規就
　農者が参入しやすい農
　業環境を整備するため
　の実施方針策定
・24年度中に新規就農者
　数を20人

・H23年度中の「新規就農者が参入し
やすい農業環境整備の実施方針」の策
定に向けた検討状況について、現況報
告を行うこと。

①就農相談会1回実施
②新規就農者数１０名
③就農、雇用方針の検討
④ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄの開催

①就農相談会3回実施
②☆新規就農者数１９名
③☆就農、雇用方針を策定するＷ
Ｇ設置・検討実施
④☆新たな農産物直売の実施

b → 7 ―

≪指示事項≫
・新規就農者が参入しやすい農
業環境（新規参入者の経営が成
り立つような農ビジネス）を整
備するための「実施方針」の策
定に向けて、就農・雇用促進
ワーキンググループで確実に検
討を進めること。

経済局

経済･雇
用

54-6

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（事業所内保育施設
推進）

4年以内

・23年度末までに複数企
　業集合体による事業所
　内保育施設への新たな
　支援制度の構築

・H23年度中の「事業所内保育施設へ
の新たな支援制度構築」に向けた検討
状況について、現況報告を行うこと。

①施設整備補助（国、県の
補助含む）の活用による、
新規開設１施設
②新たな支援制度の構築に
向け、積極的な広報活動

①１施設開設
②さいたま商工会議所会員へのPR b → 7 ―

≪指示事項≫
・国の補助制度の改正を踏まえ
て、市の制度の見直しが必要か
どうか検証すること。

○ 子ども未来局
経済局

経済･雇
用

54-7

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（介護福祉士資格取
得支援）

4年以内

・21年度資格取得講座を
　実施し、筆記試験対策
　講座200人、実技試験
　対策介護技術講習80人
　受講
・22,23年度は、実技試
　験免除講座を実施し、
　各年度160人受講

・21年度の反省点を踏まえて、22年度
以降の実技試験免除講習を実施するこ
と。

①受講者160人 保健福祉局①★受講者133人 c → 4
・平成22年度の受講者が133人
と目標の160人に達しなかった
ので「ｃ」と判断。

≪指示事項≫
・これまでの事業効果や23年度
の改善状況を検証し、24年度以
降の対応を検討すること。

○

経済･雇
用

54-8

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（ホームヘルパー２
級資格取得支援）

4年以内
・24年度末までにホーム
　ヘルパー有資格者を新
　たに600人確保

－
①補助制度利用者数　300
人
②制度周知

①★利用者111人
②事業者、自治会等周知 c → 4

・24年度末までに地域福
　祉情報・研修センター
　で就業支援研修等17講
　座実施
・国に対して介護報酬の
　引上げ要望

－

①資格取得や研修開催に関
する情報発信
②介護報酬の引上げに関す
る国への要望活動

①資格取得や研修開催に関する情
報発信
②介護報酬の引上げに関する国へ
の要望活動

経済･雇
用

54-9

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（福祉介護人材の養
成確保）

4年以内 b

・本制度の利用者が300人の目
標に対して、107人と下回った
ため、「ｃ」と判断。

≪指示事項≫
・本制度の利用者として想定さ
れる人へのＰＲに努めること。

○ 保健福祉局

保健福祉局→ 7

b

―

経済･雇
用

54-10

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（ものづくり人材支
援事業）

4年以内 経済局

経済･雇
用

54-11

介護、福祉、医療、教育、環
境、農業などの分野を中心に
「雇用倍増プロジェクト」を実
行します。（マッチング事業）

4年以内

・24年度末までにキャリ
　アサポート事業、雇用
　マッチング促進事業な
　どを新たに実施するこ
　とにより、就職支援者
　数を400人

①就職支援事業による就職
支援者数　200人

→

≪指示事項≫
・就職支援事業により、実際に
どのくらいの人が就労へ繋がっ
たのかを把握し、その費用対効
果も考慮しつつ、就労支援に効
果的な手法を検討すること。

・23年度中に市内企業や
　試験研究機関などと連
　携し、優秀な産業人材
　を市内企業へと輩出す
　る新たな仕組みの構築

・H23年度中の「優秀な産業人材を市
内企業へ輩出する新たな仕組み構築」
に向けた検討状況について、現況報告
を行うこと。

①高度な技術研修2回実施
②インターンシップ等2校
実施

①高度な技術研修2回実施
②インターンシップ等2校実施 7 ―

○ 経済局
①☆就労支援事業による就職支援
者数　494人 a → 9

・就職支援事業による就職支
援者数が数値目標の200人を上
回り、また、平成20年度実績
の63人、平成21年度実績323人
を大幅に上回る平成22年度494
人の実績（＊4年間の目標値の
400人）を上げたため、「ａ」
と判断。
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7

・22年度中に決定予定の「観光客誘致
の標語」について、早急に都市経営戦
略会議に付議すること。
・23年度中の「スポーツコミッション
の創設」に向けた検討状況、及び観光
施策の在り方の研究について、早急に
都市経営戦略会議において、現況報告
を行うこと。

b 7.0
・観光客数の増減と市の取り組みとの
因果関係を分析する必要があるのでは
ないか。

b → 7

b 7.0

b → 7

b 7.0

b → 7 －

b 7.0 ・目標の上方修正が必要ではないか。

経済･雇
用

55
市内の観光資源を有効活用し、
海外も含め、観光客を積極的に
誘致します。

4年以内

・24年度末までに年間入
　込観光客数を総計
　2,477万人
・24年度中にスポーツコ
　ミッションを創設

①入込観光客数2,321万人
②観光標語の決定
③スポーツコミッション基
本計画の策定
④観光振興懇話会の設置、
４回開催

①★入込観光客数2,100万人
②観光標語の決定
③△スポーツコミッション基本計
画の策定（半年前倒し）
④観光振興懇話会の設置、４回開
催

c  5

・平成22年度の数値目標であ
る入込観光客数が減少（現時
点での見込み）しているた
め、「ｃ」と判断。
・ただし、スポーツコミッ
ション基本計画を半年前倒し
で策定したことを加点評価し
た。

≪指示事項≫
・スポーツコミッション創設時
期の前倒し実施を図るととも
に、スポーツイベント等の早期
誘致を積極的に推進すること。
・入込観光客数の増減につい
て、個別施設・イベントごとに
分析し、今後の入込観光客の増
加に向けた方策を検討するこ
と。

経済局

経済･雇
用

56-1

起業家応援のための「ベン
チャービジネス倍増プロジェク
ト」を実行します。（人材育成
支援）

4年以内

・24年度末までに創業ベ
　ンチャーサポート塾の
　開設などにより、創業
　件数を210件
・23年度から創業応援事
　業を開始

－

①創業件数30件
②ニュービジネス大賞応募
件数50件
③創業ベンチャーサポート
塾の開校

①☆創業件数46件
②ニュービジネス大賞応募件数49
件
③創業ベンチャーサポート塾の開
校

a → 9

b

・創業件数において、平成22
年度の数値目標等を上回る実
績をあげたため、「ａ」と判
断。

7

・創業件数において、平成22
年度の数値目標等を上回る実
績をあげたものの、新商品開
発補助事業、インキュベー
ション事業の拡充において、
数値目標を下回ったため、
「ｂ」と判断した。

経済･雇
用

56-2

起業家応援のための「ベン
チャービジネス倍増プロジェク
ト」を実行します。（創業環境
支援）

4年以内

経済局

経済局

経済･雇
用

57-1
コミュニティビジネスの支援制
度を充実します。（コミュニ
ティビジネス育成事業）

4年以内
・23年度末までにコミュ
　ニティビジネス育成の
　新たな支援制度構築

・地域密着型事業活動提案
モデル事業実施件数2件

→

・△地域密着型事業活動提案モデ
ル事業実施件数4件 b →

・23年度からインキュ
　ベーションシステム
　事業を拡充し、24年
　度末までに累積創業
　件数を210件
・24年度末までに創業
　者を対象とした新製
　品開発補助を10件実
　施

－

①創業件数30件
②新製品開発補助2件
③インキュベーション事業
の拡充（施設利用10件）

①☆創業件数46件
②▼新製品開発補助1件
③▼インキュベーション事業の拡
充（施設利用8件）

7 ― ○ 経済局
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b  8

b 7.7

b  8

b 7.6

b → 7

b 7.0

経済･雇
用

57-2
コミュニティビジネスの支援制
度を充実します。（コミュニ
ティビジネス促進事業）

4年以内
・24年度末までにコミュ
　ニティビジネス賞の応
　募件数を100件

－

①起業家セミナー1回開催
②専門家相談会2回開催
③コミュニティビジネス賞
応募件数18件

①△起業家セミナー2回開催
②▼専門家相談会1回開催
③コミュニティビジネス賞　応募
件数18件

b → 7 ― 経済局

経済･雇
用

58
中小企業・小規模事業者への融
資制度を充実します。

4年以内

・23年度から研究開発を
　実施する市内中小企業
　者等向けの融資制度創
　設
・22年度から既存の創業
　支援資金融資制度につ
　いて融資限度額の見直
　しや条件緩和の実施

－
①新融資制度の創設
②既存融資制度の充実

①研究開発資金融資制度創設
②緊急特別資金融資の充実（利率
1.5%から1.3%に引
　き下げ）

b → 7

b

―

・23年度から市内企業向
　けCSR活動をHPで公表
・22年度から市内企業を
　対象としたCSRセミ
　ナーを開催
・23年度中に本市独自の
　CSR活動認証制度創設

・H23年度中の「ＣＳＲ活動認証制度
の創設」に向けた検討状況について、
現況報告を行うこと。

①CSRホームページ作成・
公表
②CSRセミナー開催

①CSRの普及促進を図るため｢地域
と共生する事業活動｣紹介ホーム
ページを開設(平成23年3月)
②CSRセミナー開催(平成23年1月)

7 ―

≪指示事項≫
・平成２３年度中の「ＣＳＲ活
動認証制度」創設に向け着実に
準備を進めるとともに、制度化
に当たっては、その普及啓発に
努めること。

経済･雇
用

59
企業のＣＳＲ活動の認証制度を
創設・推進します。

4年以内

経済局

経済局→
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　平成２３年４月１９日開催
　

都市経営戦略会議　資料３

「しあわせ倍増プラン２００９」進行管理調書総括表

進捗度
加点・
減点

点数
下段

（市民評価委員のコメ
ント、重要度評価等）

進捗度
加点・
減点

点数 評価理由 指示事項（案） 局

所管

期限内の
数値目標等

宣言・
分野

期限事業名№

H21年度達成度

Ｈ22年度
主な目標等

下段（外部評価）

上段（内部評価）
上段

（個別指示事項） Ｈ22年度主な実績
☆進捗度aの要素
★進捗度cの要素
△加点要素
▼減点要素

H22年度達成度
（内部評価）

コメント欄
ヒアリン
グ候補

b → 7 －

b 7.0 【重要】

b → 7 －

b 7.0

【重要】
・沿線の開発ニーズや経済性を勘案
するとともに、採算性等について慎
重な検討が必要。

b → 7

b 7.0

10
※参考【Ｈ２１年度　進捗度評価（内部評価）】 【Ｈ２２年度　進捗度評価（内部評価）】

進捗度 進捗度

a a

b b

c c

d d

合計 合計

（a＋ｂ） ÷ 事業数 87.1% （a＋ｂ） ÷ 事業数 83.2%

※参考【Ｈ２１年度実績に対する達成度評価】

【内部評価】　 【外部評価】 【Ｈ２２年度実績に対する達成度評価】

7.20

5.00

7.12

6.00

6.83

6.43

6.24

7.00

7.05

5.67

6.73

Ⅱ　条例宣言（7事業）

139

13

108

18

0 1

137

数数

８　地域間対立を越えて（3事業）

総平均

３　子ども（24事業）

４　高齢者（7事業）

５　健康･安全･安心（17事業）

６　環境･まちづくり（25事業）

１　行財政改革（26事業）

２　市民･自治（3事業）

７　経済･雇用（20事業）

Ⅰ　行動宣言（5事業）

22

15

99

倍増プラン各分野別平均点

地域間対
立を超え
て

60

大宮駅東口再開発は、東日本の
玄関口として経済・商業都市と
しての諸機能を高める開発を推
進します。

4年以内

・22年度末までに大宮駅
　周辺公共用地利用基本
　計画の策定
・23年度待つまでに大宮
　駅東口駅前広場用地の
　買収開始
・24年度末までに氷川緑
　道西通線用地の1OO%取
　得及び大門町2丁目中
　地区再開発組合の設立

①（仮称）大宮駅周辺公共
用地利用基本計画の策定
②大門町2丁目中地区市街
地再開発基本計画案の作成
③氷川緑道西通線の用地取
得
④大宮駅東口駅前広場整備
に向けた準備

≪指示事項≫
・大門町2丁目中地区市街地再
開発事業及び公共用地利用計画
策定に向けた詳細な工程、現状
の課題、課題の解決に向けた都
市局提案を作成し、都市経営戦
略会議へ報告すること。

○ 都市局

①公共用地利用計画の庁内検討
　★計画未策定
②再開発基本計画案の作成に向け
た検討・調整
　★計画案未作成
③氷川緑道西通線（南区間）の用
地買収
④関係権利者等との協議

c → 4

地域間対
立を超え
て

61
地下鉄7号線は、経済性などを十
分に考慮し、まちづくりと連動
させて推進します。

4年以内

・経済性などを十分に考
　慮し、まちづくりと連
　動させた上で、24年度
　末までに事業着手を目
　指す

①採算性を確保するため、
集客施設の誘致などの需要
確保の検討
②快速運転導入のため、実
現可能な運行計画の検討

①住宅系のまちづくりに加えて産
業集積拠点に関する検討を実施
②鉄道事業者からの意見聴取を踏
まえた検討を実施
③△市ホームページの改善

b

・平成22年度の事業計画に一
部遅れが生じていることから
「Ｃ」と判断しました。

→ 7 ― 政策局

地域間対
立を超え
て

62
市庁舎のあり方は、地域的対立
を越えた視点から、市民の声を
聞きながら検討します。

4年以内

・庁舎整備検討委員会を
　適宜開催して、幅広く
　意見を聴くとともに、
　議員による合併協定書
　の議論、行政による庁
　内検討会議での調査・
　検討、そして、市民参
　加による庁舎整備検討
　委員会での検討といっ
　たそれぞれの議論の積
　み重ねを踏まえ、社会
　経済情勢の動向等も見
　極めながら、総合的な
　視点で庁舎のあり方に
　ついて検討

－

①庁内検討会議の開催（適
宜開催予定）
②さいたま市庁舎整備検討
委員会の開催（年度3回開
催予定）

①Ｈ22年5月、11月に開催
②▼Ｈ22年11月に開催（１回） b  6

・委員会において、幅広く意
見を収集し、検討を行なった
ため「ｂ」と判断したが、予
定の開催目標回数を達成でき
なかったため減点評価した。

政策局

7.60

6.89

6.94

7.00

6.92

6.29

7.12

6.72

7.05

7.00

6.91

Ⅱ　条例宣言（7事業）

倍増プラン各ジャンルの平均点

１　行財政改革（28事業）

Ⅰ　行動宣言（5事業）

２　市民･自治（3事業）

３　子ども（24事業）

４　高齢者（7事業）

総平均

５　健康･安全･安心（17事業）

６　環境･まちづくり（25事業）

７　経済･雇用（20事業）

８　地域間対立を越えて（3事業）

7.40

6.64

6.94

6.93

6.86

6.29

7.08

6.67

6.94

7.00

6.84

倍増プラン各ジャンルの平均点

Ⅰ　行動宣言（5事業）

Ⅱ　条例宣言（7事業）

１　行財政改革（28事業）

２　市民･自治（3事業）

３　子ども（24事業）

４　高齢者（7事業）

５　健康･安全･安心（17事業）

６　環境･まちづくり（25事業）

７　経済･雇用（20事業）

８　地域間対立を越えて（3事業）

総平均

※次の２事業は、事業数の合計から除く

≪H21年度で達成済の事業≫
①「４　市長退職手当50％減額」
②「５　市長給与10％減額」
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