
 
 
 
 
 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」実績評価シート（２１事業） 
 
 
 

●７月１２日審議分● 

Ｈ22.7.12 第１０回都市経営戦略会議 会議資料 



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《2-1　窓口改革・権限移譲（統括）》
④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

【第１回 区役所のあり方検討委員会
（課題）

② 取組内容
・

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

検討委員会の設置

公募による市民や学識経験者などからなる「区役所のあり方検討委員会」を設置し、本庁・
区役所・事業所等の役割分担を整理し、区役所へ移譲すべき業務の選定を行います。
市民が望む区役所で取り扱うべき窓口業務を把握するため、区民アンケートなどによる調査
を実施します。
窓口業務の見直しに当たっては、費用対効果の観点から、自動交付機の導入や民間活用の可
能性なども含め検討します。

・平成21年度中に、市民が参画する「区役所のあり方検討委員会」を設置します。
・平成22年度中に、本庁・区役所・事業所等の役割分担を整理し、区役所における窓口業務
　の改善と区長への権限移譲の範囲を定め、平成23年度から区役所で取り扱える窓口業務を
　拡大します。

H24H21 H22 H23

窓口業務の拡大

役割分担の整理、区役所
へ移譲すべき業務の選定

達 成 度

所管課　　市民・スポーツ文化局　区政推進室　（問合せ先：048-829-1833）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

区役所では、住民票や印鑑証明書の交付受付
など、市民生活に密着した届出や申請について
の窓口業務を行っています。

・平成22年2月5日に「区役所のあり方検討委員会」を
　設置し、2回の会議を開催しました。
・会議では、当市や他の政令市の区政制度の現状把握、
　市民ニーズを反映させるため、平成22年度に実施を
　予定している市民アンケート内容の検討、区長の在職
　期間などを議論しました。
・また、全庁を対象とした、「窓口等業務の役割分担に
　関する調査」を実施し、本庁・区役所・事業所等の役
　割分担の整理及び区役所へ移譲すべき業務等の選定に
　着手しました。

・市民がより一層満足できる区役所の構築を目指して、区役所に
　おける窓口サービスに関する市民ニーズ・意見を把握するため、
　市民アンケートの実施に向けた検討を行いました。

　　　－

・平成21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。

　（平成22年2月5日開催）】

【委員構成】
・公募委員4名,学識等経験者2名
　関係団体6名,市職員4名

H23

検討委員会の設置
（2月）検討委員会設置

H24

役割分担の整理、区役所
へ移譲すべき業務の選
定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22

窓口業務の拡大

事業費（千円） 186

進捗度 加点･減点

・さいたま市には、人口・面積と比較して区の数が多いという特徴
　があることから、区役所で取扱う窓口等業務の拡大に当たって
　は、市民の利便性と効率性とのバランスを考慮する必要があり
　ます。

７点b →

・平成22年度中に、本庁、区役所、事業所等の役割分担を整理し、区役所における窓口
　業務の改善と区長への権限移譲の範囲を定めます。また、区役所の窓口サービスに関
　する市民ニーズ・意見を把握するため、アンケート調査を実施します。
・平成23年度から区役所で取り扱える窓口業務を拡大します。

【政令指定都市における区役所の数】

札幌市 10 京都市 11
仙台市 5 大阪市 24
千葉市 6 堺市 7
川崎市 7 神戸市 9
横浜市 18 岡山市 4
新潟市 8 広島市 8
静岡市 3 北九州市 7
浜松市 7 福岡市 7
名古屋市 16 さいたま市 10

（平成21年4月1日現在）

2　すべての窓口業務を区役所で行えるようにします。（すぐ）



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《2-2　予算》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

・平成21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。

事業費（千円） 0

・平成22年度は、引き続き区役所のあり方検討委員会における区長への権限移譲の範囲などの方
　針を踏まえ、新たな予算制度について検討します。

・平成21年度は、他自治体の予算制度について調査を
　実施し、さいたま市における新たな予算制度の構築に
　向け、予算要求できる範囲などの課題等について整理
　しました。

・平成22年度予算編成において、各区に対し｢区予算
　要求方針」の作成を求めるとともに、区長が直接市
　長、財政局長に対し、予算要求方針を説明する機会
　を設け、区の創意工夫を活かせる予算システム構築
　に向けた取組を行いました。

　－

「区役所のあり方検討委員会」における議論を踏まえ、区長への権限移譲の範囲などを決定
し、区の独自性・裁量性が発揮できる予算制度を検討します。
区で行う業務等が確定した後に、新たな予算制度に基づく予算を編成します。

平成21年度の区まちづくり推進事業として、
1区当たり、おおむね1億4千万円が予算化
されています。

区長の予算要求方法など
の検討

新たな予算制度による予
算編成

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　　財政局　財政部　財政課　（問合せ先：048-829-1153）

H24

・区の独自性・裁量性が発揮できるよう、予算制度を改革します。

H21 H22 H23

　－

・「区役所のあり方検討委員会」における議論を踏まえ、新たな
　予算制度による予算編成の実施に向けて、平成22年度中に早
　期に結論を得る必要があります。

⑤ 評価理由

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

区長の予算要求方法な
どの検討

H24

新たな予算制度による予
算編成

【区まちづくり推進事業　予算の推移】
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2　すべての窓口業務を区役所で行えるようにします。（すぐ）



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《2-3　組織・人事》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

区長の組織・人事配置権
限の付与

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

区長の組織・人事配置権
限の見直し

区役所あり方検討委員会開催

H24

　－

　－

・平成21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。

⑤ 評価理由

第2回　区役所のあり方
　検討委員会の議題

（平成22年3月26日開催）区長には、組織権限は付与されていません。
区長には、係長以上の職員を除き、人事配置権
限が付与されています。

簡素で効率的な組織体制を堅持しつつ、区の業務における様々な課題の解決や迅速な対応、
区民の声を行政に生かすため、区長に新たに組織権限を付与するとともに、区の全てのポス
トの人事配置権限を付与します。

区長の組織・人事配置権
限の見直し

H24

・平成22年度末までに、区の独自性・裁量性が発揮できるよう、区長の組織や
　人事配置の権限を見直します。

H21 H22 H23

所管課　　総務局　総務部 総務課　（問合せ先：048-829-1081）
　　　　　総務局　人事部　人事課　（問合せ先：048-829-1090）

区長の組織・人事配置権
限の付与

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

事業費（千円） 0

・引き続き、区役所のあり方検討委員会において、区長への組織権限及び人事配置権限の付与
　について、検討してまいります。

・組織改正や人事配置については、「市民の視点」「機能の視点」
　に加え、特に「行政改革の視点」による検討が必要となります。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

・区役所あり方見直しプロジェクトチームの会議を５
　回、区役所のあり方検討委員会を２回開催し、区民
　の声を行政に生かすため、区長への組織権限及び
　人事配置権限の付与について、どのように拡大すべ
　きか検討を行いました。
・平成22年4月1付け定期人事異動において、各区に
　人事・財政の経験者を配置し、区長への人事配置権
　限を付与した場合の執行体制を整える人事配置を実
　施しました。

区役所（１０区）

くらし応援室 区民生活部
健康福祉部
（福祉事務所）
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【区役所組織図】

2　すべての窓口業務を区役所で行えるようにします。（すぐ）

① 第１回委員会資料に関する質問・
　　意見等
② 区長在職期間一覧
③ 区役所あり方見直しプロジェクト
　　チーム構成メンバー一覧表
④ 窓口等業務の役割分担に関する
　　調査
⑤ 市民アンケート調査
⑥ 第３回以降のスケジュール　など



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《2-4　くらし応援室の設置》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 0

・様々な区民ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため「生
　活課」を廃止し、相談窓口を一本化した区長直轄の部
　相当の「くらし応援室」を平成21年7月に設置しま
　した。
・平成21年度は他への取次ぎ等も含めて、128,546
　件の相談がありました。
・「くらし応援室」は柔軟な業務体制を図るため、係
　制を廃止し、グループ制を導入しました。

　－

　－

・民間同士で解決すべきトラブルや行政が介入すべきでない問題
　など、他の機関へ取次ぐことが困難な相談が少なくありません。

・平成21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。

各区役所の区民生活部生活課において、区民
生活に係る窓口業務を取り扱っていますが、区
長直轄の組織ではありません。

様々な区民のニーズに迅速かつ柔軟に対応するため｢生活課｣を廃止し、相談窓口を一本化し
た区長直轄の「くらし応援室」を設置します。
「くらし応援室」では、係制を廃止し、グループ制を導入することにより、柔軟な業務体制
とし、区民サービスの充実・強化を図ります。

「くらし応援室」の設置

区民サービスの充実・強
化

　　　　●
　　　　7月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　　総務局　総務部　総務課　（問合せ先：048-829-1081）

H24

・区民の声がさらに区政に反映できるよう、平成21年7月に区長直轄の「くらし
　応援室」を設置します。

H21 H22 H23

「くらし応援室」の設置
　　　　●
　　　　7月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

区民サービスの充実・強
化

⑤ 評価理由

H24

・22年度以降は区民ニーズを把握しながら、更なる区民サービスの充実に向けて検討を行って
　まいります。

　　　◆「くらし応援室」の主な特徴◆

たらいまわしにしません！
担当所管が不明な場合の相談を一時的に受け付け、待たせな
い窓口を目指します。

区長直轄で柔軟な対応をします！
区長直轄の組織であるため、組織横断的な対応が可能となり、
様々な区民ニーズに迅速かつ柔軟に対応します。

【浦和区くらし応援室（平成21年7月1日設置）】

2　すべての窓口業務を区役所で行えるようにします。（すぐ）



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・
⑥今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

事業費（千円） 2,651

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点ｂ →

区長マニフェストの検証

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

区長マニフェストの公表

H24

・毎年度、4月に当該年度の区長マニフェスト及び前年度の達成状況などの外部評価による
　検証結果を公表します。
・より区民に分かりやすい「区長マニフェスト」とするため、記載内容、構成などの充実に
　ついて、毎年度、各区代表者による協議、検討を行います。

・区民にわかりやすい内容とした区長マニフェストを平
　成21年10月1日に公表しました。
・また、平成21年度区長マニフェストを検証するため
　各区区民1500人（20歳以上・無作為抽出）及び区民
　会議委員等に対するアンケート調査などの外部評価を
　3月に実施し、おおむね目標どおり達成している評価
　となりました。

・分かりやすさに配慮し、アンケートや評価書には数値目標と実
　績、事業内容を簡潔に記載し、マニフェストには数値目標、事
　業の新規・拡大を付しました。また、共通様式で各区の比較を
　容易にしました。

　　　－

・外部評価を反映させる仕組みづくりが必要です。

(H22ﾏﾆﾌｪｽﾄ)  (H21評価書)

・平成21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。

所管課　　市民・スポーツ文化局　区政推進室　（問合せ先：048-829-1833）

区役所では、区政運営における区の目標やまち
づくり推進事業などを内容とする区政方針を策
定していますが、区長マニフェスト（注１）は、策
定していません。

区長マニフェストは、数値化・定量化した目標を多く掲げ、区民にわかりやすい内容としま
す。
区長マニフェストの達成状況などの検証は、市民や有識者などによる外部評価を毎年3月に
行い、4月に当該年度の区長マニフェストに合わせ公表します。

区長マニフェストの公表

区長マニフェストの検証

（注1）マニフェストは、政権公約の意味で使われることが多いが、この区長マニフェストについては、市民に一番身近な区
　　　　役所の舵取り役である区長が、区民に対して、１年を通して区政運営に当たる取組姿勢や区民サービスの具体的な
　　　　目標などを明らかにし、区の特性を活かしたまちづくりを積極的に推進していくことを目的とするもの。

H24

・平成21年度は、各区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、各区の組織目標や各区
　共通の取組目標からなる区長マニフェストを策定し、10月に公表します。
・平成22年度から、毎年4月に公表します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

3　区長マニフェストを全区長が策定するようにします。（すぐ）

【区長マニフェスト（平成21年10月公表）】



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状

・ （市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　民間力活用チーム　（問合せ先：048-829-1108）

事業費（千円） 259

(参考）平成27年4月　導入施設数
239施設、うち公募施設237施設、
公募率99.2％（予定）
※未導入施設･･･プラザノース、さい
たま市桜環境センター余熱体験施設
（PFI方式のため）

（注１）指定管理者とは、地方自治法の規定に基づき、地方公共団体の指定を受けて、公の施設の管理運営を包括的に代
　　　　行する法人その他の団体。

指定管理者の全面的公
募の実施

H24

・平成22年度から、指定管理者を行っている施設の更新時期に合わせ、公募により選定します。
（平成23年4月1日で公募に切り替わる施設は、23施設を予定。）
　また、審査選定委員会小委員会の外部委員の増員をモデルケースで実施します。

・平成２１年７月に、指定管理者制度の審査選定過程
　の透明性を向上させるため、指定管理者審査選定委
　員会の外部委員を２名から４名に増員しました。
・また、施設を所管する各局で設置している審査選定
　委員会（小委員会）にも外部委員を増員するため、
　準備を進めました。
・指定期間を満了する施設から順次実施し、平成21年
　度は新規1施設を含めて、新たに10施設を公募する
　準備を始めました。

　　　－

H22 H23

・平成21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。

・指定管理者の導入により、平成22年度当初予算は前年度に対し
　て約3億5千5百万円の経費削減効果がありました。

・利用者との信頼関係の維持など、管理運営の継続性が必要とさ
　れている福祉施設などの公募による選定については、選定条件
　などの慎重な検討が必要です。

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

平成21年4月1日時点で指定管理者導入施設
236施設のうち、公募による選定は61施設で、
公募率は25.8％となっています。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

指定管理者の審査選定過程の透明性や客観性、専門性を向上するため、平成21年7月に、指
定管理者審査選定委員会の外部委員を2名から4名に増員します。
民間活力を導入し、さらに効率的・効果的な公共施設の管理・運営を行うため、平成22年
度から、すべての公共施設において公募による指定管理者の選定を実施します。

●
7月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

指定管理者選定委員会
の外部委員の増員
（2名→4名）

●
7月

指定管理者の全面的公
募の実施

指定管理者選定委員会
の外部委員の増員
（2名→4名）

H24

・平成22年度から、指定管理者（注1）をすべて公募によって選定します。

H21 H22 H23

6　指定管理者の指定などにおける透明性を確保します。（すぐ）

【指定管理者公募率の推移】

導入
施設数

うち
公募施設

公募率

平成１８年４月 ２２６ ５６ ２４．８％

平成１９年４月 ２２７ ５６ ２４．７％

平成２０年４月 ２３５ ６０ ２５．５％

平成２１年４月 ２３６ ６１ ２５．８％

 

平成21年4月 236 61 25.8%

平成22年4月 235 71 30.2%

平成23年4月 235 94 40.0%

平成24年4月 238 97 40.8%

導入
施設数

うち
公募施設

公募率



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　行政改革チーム　（問合せ先：048-829-1108）

事業費（千円） 25

・年１回の事例発表会や、若手職員による検討グループの設置、民間アドバイザー等の積極的
　な活用により、市民サービスの向上に繋げる施策を実施します。
・年１回の事例発表会や若手職員、民間アドバイザーの活用などにより更に制度を充実させま
　す。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

一職員一改善提案制度
創設

●
9月

年間：4,000件年間：2,000件 年間：3,000件

一職員一改善提案制度の
実施（年間提案件数）

一職員一改善提案制度創
設

職員からの提案制度として、業務改善制度（平
成20年度の改善件数398件）と職員提案制度
（平成20年度の提案件数34件）を実施していま
すが、職員が市長に直接改革提案を行う制度
は、実施していません。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

平成21年9月に、市民サービスの向上や事務の効率化を図ることを目的とし、メールなどに
より、市長へ直接職員が改善提案を行う「一職員一改善提案制度」を創設し、年1回事例発
表会を行います。
優秀な提案や改善は、提案者を中心とした若手職員による検討グループを設置し、民間ア
ドバイザー等も積極的に活用し、実現化・事業化を図ります。

●
9月

達 成 度

H24

・平成21年9月に、「一職員一改善提案制度」（注1）を創設します。
・平成24年度末までに、年間の提案件数を4,000件にします。

H21 H22 H23

・市長へ直接職員が改善提案を行う「絆」メール（一職
　員一改善提案制度）を平成21年9月に創設し、67件
　の提案がありました。
・2月1日からは、「ＫｉｄＢｏｘ」（キッド
　ボックス）をスタートし、改善の提案を全職員がス
　ピーディーに情報の共有化を計ることができる
　環境を整えました。
・その結果、平成21年度の改善件数は409件、職場の
　同僚や職場全体で取り組んだ人数は1,338人となり
　ました。
・なお、優秀なカイゼン事例は、本庁舎の掲示板や区役
　所等の催事情報システムで公表しています。
※「ＫｉｄＢｏｘ」・・・全職員がスピーディに情報の
　共有化を図るため、職場のパソコンからカイゼン事例
　を簡単に投稿できるシステム

・平成21年度に実施を予定していた、
　事例発表会、若手職員による検討
　グループの設置が未実施となって
　いることから、「Ｃ」評価とした。

・全職員がカイゼン事例を投稿できる「ＫｉｄＢｏｘ」は、庁内イントラ
　ネットを活用しているため、導入・ランニングコストは「ゼロ」です。

（課題）
・職員からの提案件数を増やす工夫が必要です。
・改善策を共有し継続していくことが、事務の効率化や市民サービ
　ス の向上に繋がるものと考え「ＫｉｄＢｏｘ（キッドボックス）」等の活
　性化 や市民の皆様へ改善の効果を分かりやすく伝えられる効果
　的な公表方法などを職員の知恵と工夫で検討していく必要があり
　ます。

　　　－

H24

年間：4,000件
一職員一改善提案制度
の実施（年間提案件数） 年間：2,000件 年間：3,000件

（注1）一職員一改善提案制度とは、自らの業務に関し、より良いやり方を探し、改善・改革を行った成果を、各局等が
　　　　取りまとめ、市長へ報告する「業務改善」と、市民サービスの向上や事務の効率化を図ることを目的として、職員
　　　　が所属する課所以外の所管事項に関し、市長へ庁内メールで提案する「職員提案」からなるもの。

進捗度 加点･減点

４点ｃ →

7　一職員一改革提案制度を創設します。（すぐ）

件数 18年度 19年度 20年度

職員提案 47 45 34

業務改善 ー ー 398

【提案件数実績】

Kaizen Idea Dream Box
・・・一職員一改善のための
　　　　　　　　　　　　　　　夢の小箱・・・

ｲﾒｰｼﾞｷﾔﾗｸﾀｰ：

　キッド　　ボックス



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《8-1　予算編成過程の公開》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　財政局　財政部　財政課　（問合せ先：048-829-1153）

進捗度 加点･減点

７点b →

・当初予算編成についてホームページ等で公表するとともに、公表する対象事業を拡大します。
・平成22年度から、補正予算編成過程についても公表します。

・予算編成過程で随時内容を公開していくとともに、公表対象
　事業を拡大していくことが必要です。

事業費（千円） 0

　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成22年度当初予算編成から、予算編成過程の公表を行います。

H21 H22 H23

予算編成過程をホーム
ページ等で公表

予算編成開始時に予算編成方針を公表し、予算要求額、予算査定額などの予算編成過程の内
容については、予算案の概要と合わせてホームページ等で公表します。
公表対象事業は、「主要事業」とし、しあわせ倍増行動計画事業、総合振興計画新実施計画
事業、その他各局が選定する事業から決定します。

予算編成過程の公開につ
いては、「予算編成方針」と
「予算案の概要」を各区役
所情報公開コーナーやホー
ムページで、公表していま
すが、予算編成過程は公表
していません。

達 成 度

H21（実績） H22 H23 H24

・平成22年3月に、平成22年度当初予算編成につ
　いて、各局が選定した主要事業など117事業の編
　成過程をホームページ及び情報公開コーナーで公
　表しました。

・行政情報の積極的な「見える化」を図るため、各事業の内容、目
　的、現状と課題、今後の予定などと合わせ、要求内容、財政局
　長査定、市長査定それぞれの査定の内容と理由を記載しました。

・情報公開コーナーでの閲覧及び貸出とホームページでの公表を
  基本とし、印刷製本に係るコストを削減しました。

⑤ 評価理由

・平成21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。

予算編成過程をホーム
ページ等で公表

　　　　　（3月）公表

8　政令指定都市初の予算編成過程の透明化も含め、徹底的な情報公開を行いま
　  す。（すぐ）

【予算編成過程の公表時点と内容】

＜公表時点と内容＞

時点 内容

予算編成方針作成時点 予算編成方針

予算要求時点 総額（款別・局別）

市長査定終了後 総額、主要事業の査定結果

予算案の概要

＜主要事業の範囲＞

年度 主要事業の範囲

平成22年度編成 しあわせ倍増行動計画事業及び新実施計画事業から選定

平成23年度編成 しあわせ倍増行動計画全事業及び新実施計画事業全事業

平成24年度編成以降 上記以外に事業主管局が選定した事業を追加

【予算編成過程　局別一覧】

局長査定 市長査定

査定額 査定額

01　市長公室 326,478 284,577 289,557

02　行財政改革推進本部 30,491 26,654 26,654

03　政策局 6,901,831 6,707,132 6,678,432

04　総務局 3,336,948 2,878,721 2,881,364

05　財政局 48,573,196 47,366,092 47,366,092

06　市民局 13,411,971 11,431,365 11,469,923

07　保健福祉局 128,953,322 119,659,865 139,346,873

08　環境局 14,373,797 13,285,299 13,382,883

09　経済局 26,472,500 25,089,878 25,104,878

10　都市局 45,518,545 38,255,518 38,255,518

11　建設局 45,563,740 38,145,466 38,151,066

12　消防局 3,474,333 3,280,955 3,282,802

13　出納室 94,378 127,243 127,243

14　教育委員会 29,808,179 26,529,537 27,169,094

15　議会局 1,347,046 1,319,765 1,329,847

16　選挙管理委員会 575,064 564,274 564,274

17　人事委員会 21,613 21,613 21,613

18　監査事務局 10,153 10,152 10,152

19　農業委員会 57,415 57,118 57,118

20　職員人件費 75,199,578 73,157,048 73,484,145

計 444,050,578 408,198,272 428,999,528

局
平成22年度
予算要求額



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《8-2　会派要望への対応状況の公表》
④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）
・

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　政策局　都市経営戦略室　（問合せ先：048-829-1064）
事業費（千円） 0

達 成 度
進捗度 加点･減点

６点b  

　　　　　　２月公表

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

当初予算編成に対する要望
への回答書の作成・公表

　　　　　　３月公表 　　　　　　２月公表 　　　　　　２月公表

H24

・さいたま市議会各会派からの「予算編成への要望書」に対する回答書については、
　市民にわかりやすく作成し、速やかに市のホームページ及び各区の情報公開コーナー
　で公表します。

・さいたま市議会各会派からの「予算編成への要望書」
　については、1月下旬に各会派に回答するとともに、
　各５０項目に関しては、３月中旬に市のホームページ
　及び各区の情報公開コーナーにて公表しました。
・なお、公表時期は、《8-1　予算編成過程の公開》に
　合わせて２月議会終了後としました。

・ホームページでの検索を容易にするため、「情報公開日本一」や
　「予算」などの複数のキーワードから検索できるようにしました。

　　　-

・要望書の回答はさらに市民にわかりやすく作成する必要がありま
　す。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおりに、進捗したた
　め、「ｂ」と判断。
　ただし、HPへの公表が２月議会終
　了後となったことから、減点。
　

当初予算編成に対する要望
への回答書の作成・公表

　　　　　　２月公表

H23

さいたま市議会各会派からの「さいたま市予算編成への要望書」に対する対応状況については、
各会派ごとに回答をしていますが、回答書の公表はしていません。
政令指定都市で、市議会各会派からの「予算編成への要望書」に対する対応状況を公表してい
る市はありません。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

さいたま市議会各会派からの「予算編成への要望書」に対する回答書については、市民に分
かりやすく作成し、予算編成終了後、速やかに市のホームページなどで公表します。

　　　　　　２月公表　　　　　　２月公表 　　　　　　２月公表

H24

・平成21年度から、市議会各会派からの「予算編成への要望書」に対する回答
　書を公表します。

H21 H22

8　政令指定都市初の予算編成過程の透明化も含め、徹底的な情報公開を行いま
     す。（すぐ）

【各会派からの要望日】

・自由民主党さいたま議会議員団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10月16日）
・民主党・無所属の会さいたま市議団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月1日）
・公明党さいたま市議会議員団（10月9日）
・日本共産党さいたま市議会議員団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月6日）
・みどりの風さいたま市議会議員団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10月16日）
・さいたま未来の会市議会議員団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月20日）



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-1　情報提供体制の整備》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

② 取組内容 （コスト・効率性）
・

・

・

⑥ 今後の取組・予定
・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　総務部 行政透明推進課　（問合せ先：048-829-1117）
「広報（情報提供）マスタープラン」の策定　市長公室　広報課（問合せ先：048-829-1039）

・平成22年度末までに、学識経験者や市民へのインタビューなどにより、市民意識を集約して
「広報（情報提供）マスタープラン」を策定します。
・積極的な行政情報の提供を推進するために、全庁横断的な推進体制の整備を行います。

事業費（千円） 0

基準策定（22.4.1施行）

b →

達 成 度
進捗度 加点･減点

・「さいたま市市政情報の提供の推
　進に関する要綱」
　　提供義務情報と提供推進情報を
　　類型化。
　　提供方法、提供期間の設定。

・「さいたま市コスト表記実施要綱」
　　市が発行する印刷物及び、市が
　　主催するイベントにかかる経費を
　　表記。

・「さいたま市区役所情報公開コー
　ナー運営に関する基準」
　　行政資料の配置方法等を設定。

・平成21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。

７点

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

情報公開コーナーにおけ
る配置基準の作成

H24H23

広報（情報提供）マスター
プランの策定

ホームページの掲載方法
の改善

（注１）行政情報の「見える化」とは、市政運営の透明化を図るために、自治体が保有するさまざまな情報を、日頃から、広
　　　　報やホームページなどを通じて市民に提供し、行政と市民とで共有すること。

ホームページの掲載方法
の改善

⑤ 評価理由

H22

情報提供に関する要綱
の整備

要綱策定（22.4.1施行）

・「広報（情報提供)マスタープラン」を策定する準備として、複数の
　局等にまたがっていた情報発信の推進体制の整備に関する事
　業の所管を広報課に一本化しました。

・平成２２年３月に行政情報の提供の方法や基準を定めた
　「さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱」を策定
　するとともに、印刷物等に要した経費の表記を定めた「さ
　いたま市コスト表記実施要綱」を策定しました。
・行政情報をわかりやすく配置するための「さいたま市区
　役所情報公開コーナー運営に関する基準」を平成２２年
　３月に策定しました。
・「広報（情報提供）マスタープラン」策定に向け、構成や
　スケジュール等について検討しました。
・市民に分かりやすい情報提供を行うため、ホームページ
　のトップページに「情報公開日本一を目指します」という
　バナーを整備し、それぞれの状況を検索し易くするなど
　の工夫をしました。

（市民満足度向上に向けた取組）
・「市民の知る権利」を保障し、開示請求権を何人にも認めるなど、
　市民の目線に立った情報公開を総合的に推進するため、「情報
　公開条例の一部改正案」の平成２２年６月定例会への上程に向
　けた準備を行いました。

H24

・行政情報の積極的な「見える化」（注１）を推進するため、情報提供に関
　する要綱を整備し、平成22年度末までに、「広報（情報提供）マスタープ
　ラン」を策定します。

H21 H22 H23

「さいたま市審議会等の会議の公開に関する指
針」を定め、会議開催の周知や会議録の公表を
しています。
市の基本的な計画や事務事業評価結果などの
公表を行っていますが、情報提供の基準は作成
していません。

平成21年度末までに、行政情報の提供の方法や基準などを定めた情報提供に関する要綱を整
備します。
平成21年度末までに、情報公開コーナーにおける行政情報の分かりやすい見せ方を検討し、
配置基準を作成します。
平成22年度末までに、戦略的な広報活動やシティセールスなどを取り入れ、更なる市政運営
の透明化を図るため、「広報（情報提供）マスタープラン」を策定し、積極的な行政情報の
「見える化」を推進します。
平成22年度末までに、ホームページの掲載方法を随時改善するとともに、管理職の再就職先
（営利企業等）一覧の公表など、市民が求める行政情報を市民に分かりやすく提供できる新
たな仕組みを構築します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

広報（情報提供）マスター
プランの策定

情報公開コーナーにおけ
る配置基準の作成

情報提供に関する要綱の
整備

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）

【見える化プランのイメージ図】

 広報戦略
 シティセールス

 市政運営の透明化
 意思決定過程の公開

市民の目線に立った情報公開日本一

見やすさ
効果的、印象的

情報提供基準
タイミング



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-2　都市経営戦略会議の審議内容等の公表》
④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　政策局　都市経営戦略室　（問合せ先：048-829-1064）

事業費（千円） 0

審議内容等の公表 　　　　　●
　　　　　9月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

　　　　●
　　　8月

H24

審議内容等の公表基準策定

審議内容等の公表 　　　　　●
　　　　　9月

・公表の時期を会議終了後おおむね１か月としていますが、
　事務作業の遅れにより公表が遅れた案件があります。

H24

・平成21年9月から、都市経営戦略会議（注1）の審議内容と会議資料を公表しま
　す。

H21 H22 H23

・「さいたま市都市経営戦略会議の審議内容等の公表に
　関する基準 」を平成２１年８月に策定しました。

・公表基準に基づき、平成２１年６月以降の都市経営戦
　略会議の審議内容及び会議資料を、ホームページと各
　区役所の情報公開コーナーで公表しています。

・会議が終わり次第議題をホームページに掲載し、議事録が
　でき次第随時更新を行っています。

　　　－

都市経営戦略会議の審議内容等については、
ホームページや情報公開コーナーでの情報提
供は行っていません。

達 成 度

b →

【主な議題】

進捗度

（注１）都市経営戦略会議とは、市政運営の基本方針及び重要施策の決定、行政部門間の総合調整等を円滑に行うととも
　　　  に、市政の総合的かつ効率的な経営を迅速に行うため、平成１７年５月３１日に設置したもので、市長が主宰し、市
　　　　長、副市長、教育長、技監、政策局長、総務局長、財政局長、行財政改革推進本部長及び総合政策監をもって
　　　　構成する。

審議内容等の公表基準策
定

　　　　●
　　　8月

加点･減点

７点

・平成21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。

【平成２１年度開催状況】

・開催数　 ・・・３１回
・案件数　 ・・・３８件

・「しあわせ倍増行動計画」の策定
　に係る集中審議について

・平成２２年度予算編成方針につい
　て

・国民健康保険の財政問題について
都市経営戦略会議の審議内容等の公表に関する基準を定めます。
都市経営戦略会議の審議内容及び会議資料は、おおむね1か月以内に、ホームページに掲載
するとともに、各区役所の情報公開コーナーにおいて公表します。

・平成２２年度も引き続き、都市経営戦略会議の審議内容や資料が見やすいようにホーム
　ページのレイアウト等を工夫しながら公表を行います。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）

【都市経営戦略会議開催・審議実績】

年  度
開催数
（回）

案件数
（件）

平成17年度 28 63

平成18年度 22 65

平成19年度 22 55

平成20年度 26 58



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-3　パブリックコメントの充実》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市長公室　広聴課　（問合せ先：048-829-1931）

・実施機関に対する制度の説明の支援は行いましたが、全組織
　を対象とした制度研修会については、他市の事例調査を踏まえ
　た実施内容の検討にとどまりました。

制度研修会の実施
（未実施）

・平成22年度の実施予定案件を把握後、制度研修会を実施し、実施機関に対する支援を行うと
　ともに、制度への市民の関心を高めるために、市報・ホームページ・公共施設などを活用し
　た制度や実施予定案件の周知を行い、平成22年度実施案件の平均意見提出件数を100件にし
　ます。

H24

事業費（千円） 196

達 成 度
進捗度

市民への情報提供・制度
周知

　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

・平成21年度は、実施案件が９件で、平均意見提出
　件数は３１件でした。
・実施機関に対して、情報公開コーナー以外に公民館
　などへの配置や市民への積極的な周知などの助言指導
　を行ったほか、実施機関窓口に設置する専用箱の貸し
　出し、市長のタウンミーティングを活用した呼びかけ
　など、制度の周知について支援を行いました。

　－

・各実施機関が意見を集める専用封筒を広聴課で一括で作成・
　配布しています。

⑤ 評価理由

・平成21年度のパブリックコメントの実
　施件数が31件に減少したほか、制度
　研修会の実施にいたっていないこと
　から、進捗度を「ｃ」と判断。

平成20年度のパブリックコメント実施案件11件に
対する平均意見提出件数は51件です。

パブリックコメントの実施に当たっては、要綱に定められた情報公開コーナーやホームペー
ジでの資料公表方法のほか、市民が容易にパブリックコメントの案を入手できるよう配布場
所を増やしたり、タウンミーティングなどの市民と直接対話できる機会を活用するなど、さ
らなる市民への情報提供・制度周知を行います。
パブリックコメント制度の目的である「市民と行政との協働による透明性の高い公正な市政
運営」を確保するため、要綱に基づき、各実施機関において適正かつ円滑に制度運用がされ
るよう、全組織を対象とした制度研修会を毎年度実施します。

市民への情報提供・制度
周知

制度研修会の実施

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

（注1）パブリックコメント制度とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の形成過程の情報を公表し、公表した
　　　　情報に関して提出された市民等の意見及び意見に対する市の考え方を公表することにより、市民等の意見を市の政
　　　　策等に反映させる制度。

H24

・平成22年度末までに、パブリックコメント制度（注1）要綱に基づく実施案件
　の平均意見提出件数を、平成20年度の51件から100件に倍増します。

H21 H22 H23

加点･減点

４点ｃ →

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）

【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ　意見提出件数（1件当たりの平均）の推移】

件

52件 51件

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 年度

0

75

25

目標
100件

50

100

31平均

279計

6さいたま市情報公開条例（一部改正）

9さいたま市公の施設の指定管理者の指定
の手続等に関する条例（一部改正）

14さいたま市火災予防条例（一部改正）

12（仮称）さいたま子ども・青少年希望プラ
ン（一部改正）

15さいたま市総合振興計画新実施計画

172さいたま市スポーツ振興まちづくり条例

3さいたま市墓地等の経営の許可等に関す
る条例の一部を改正する条例

46(仮称）さいたま市環境教育基本方針

2さいたま市景観計画、さいたま市景観条例、
さいたま市屋外広告物条例（一部改正）

意見件数実施案件名

【平成21年度パブリック・コメント実施案件】



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-4　パブリシティの推進》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市長公室　広報監付　（問合せ先：048-829-1017）
　　　　　教育委員会　管理部　　教育総務課　（問合せ先：048-829-1626）

政令指定都市移行後６年間
の報道機関への情報提供
実績は、年間約750件となっ
ています。

市報に掲載する案件については、原則、すべて報道機関への情報提供を合わせて行います。
市長定例記者会見については、市が発信する情報提供の機会を増やし、市民との行政情報の
共有化を図るため、現在の月１回開催を月２回とします。
より開かれた教育行政を推進するため、新たに教育長記者会見を実施します。

H24H21
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H22

市長定例記者会見の月2
回開催

教育長記者会見の開催

・平成22年度までに、パブリシティ（注1）の件数を約1,500件に増やします。
・平成21年度中に、市長定例記者会見を月1回から2回に増やします。
・平成21年度中に、教育長による定例記者会見を開始します。

H23

市報掲載する案件の報道
機関提供

H24

市報掲載する案件の報
道機関提供

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

（注1）パブリシティとは、記者会見・レクチャー・資料提供による情報提供をいうもので、マスメディア（新聞・雑誌・テレビ・
　　　　ラジオ等）広告媒体を利用することが多いという共通点はあるものの、マスメディアに対して情報発信者が代金を払
　　　　わない活動として、広告とは異なる活動とされるもの。

事業費（千円）

教育長記者会見の開催
（１月から）実施

市長定例記者会見の月2
回開催

（１月から）実施

・記者へのパブリシティについては、所管ごとに任命している広報推進責任者との連携に
　より、目標件数への到達を図っていきます。

H22

・記者へのパブリシティ（会見・レクチャー・資料提供によ
　る情報提供）件数については，平成２１年度実績で1300
　件（対前年比25％増）となっています。
・市長の定例記者会見については、平成２２年１月から月２
　回実施しています。これにより市が発信する情報提供を増
　やし、市民との行政情報の共有化に努めています。
・教育行政への透明性を図ることを目的として、教育長の定
　例記者会見を平成２２年１月から隔月ではじめました。
　１月５日には「さいたま土曜チャレンジスクール」のモデ
　ル校１２校の決定と「授業の達人」（優秀教員）による公
　開授業の実施を、また３月２５日には平成２３年度の教員
　採用選考試験の実施と平成２２年度教職員研修についてを
　それぞれ議題として会見を行いました。

・記者会見のスタイルを演壇方式に変更するとともに、説明用の
　パネルを用いるなど、市民にわかりやすい説明を心掛けました。

・平成21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。また記者会見のスタイル
　を演壇方式に変更するなど、市民に
　わかりやすい説明を心掛けた点を加
　点。

・平成21年度中の記者会見回数増に伴うインターネット配信等の追加
　費用は、他の予算を見直し捻出しました。

⑤ 評価理由

達 成 度
進捗度 加点･減点

８点b

H23

 

4,846

・積極的なパブリシティの必要性について、職員の意識をさらに
　高めていく必要があります。

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）

【報道機関への情報提供実績の推移】
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１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-5　身近な道路整備要望への対応状況の公表》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）
・

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　建設局　土木部　道路環境課　（問合せ先：048-829-1490）

⑤ 評価理由

・平成21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。

事業費（千円） 0

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

（注1）暮らしの道路整備事業とは、地元の皆様からの申請に基づき、道路幅員4ｍ未満の狭い生活道路の拡幅を、必要な用
地を市に無償寄付していただき、市で測量・分筆・登記及び道路整備（工事）を行うもの。
（注2）スマイルロード整備事業とは、毎日利用されている道路の環境整備や老朽化の改善など、利用者のニーズに応えるた
め、沿線の皆様からの申請に基づき、道路整備（工事）を行うもの。幅員が4ｍ未満の道路の拡幅整備については、暮らしの
道路整備事業の対象。

要望対応状況の公表

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

要望受付の公表
準備

H24

・要望対応状況についても、順次、公表します。

・平成22年４月の要望受付の公表に向け、暮らしの道
　路整備事業及びスマイルロード整備事業における市
　のホームページの更新の準備をしました。

･道路整備の要望があった場合、速やかに現地に向かい、条件に
　適合するか確認し、申請方法等についてご説明しております。

　　　ー

・道路整備の要望への対応状況についても、なるべく早く公表す
  る必要があります。

暮らしの道路整備事業（注1）やスマイルロード整
備事業（注2）は、道路沿線住民の要望に基づく
年間の要望数が100件程度ある事業です。
要望者には測量・工事の予定年度等を事前に
通知していますが、ホームページなどでは対応
状況の公表は実施していません。

身近な道路整備の要望への対応状況の透明化を図るため、暮らしの道路整備事業及びスマイ
ルロード整備事業の要望の受付や対応状況などについて、ホームページで公表します。

要望受付の公表

要望対応状況の公表

H24

・平成22年度から、身近な道路整備の要望への対応状況などを公表します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）

注：道路整備事業には《暮らしの道路整備事業・
　　 スマイルロード整備事業》があります。

【道路整備事業　要望受付対応状況の公表イメージ】

更新 更新 更新

更新 更新

【ホームページの掲載資料】

審査会
年度 区名 場所 路線名 要望内容

18 西区 大字内野本郷４４７番地先 市道31136号線
側溝新設
舗装打替

18 西区 大字高木３１５番地先 市道32009号線
側溝新設
舗装打替

18 西区 大字指扇別所３－６番地先 市道31915号線
側溝新設
舗装打替

18 西区 大字指扇領別所２５－５番地先 市道31930号線
側溝新設
舗装打替

平成２２年３月末現在

暮らしの道路整備事業　受理要望一覧



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《9-6　市へ寄せられた意見とその対応状況の公表》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（課題）

② 取組内容
・

・

・ ⑦ 今後の取組・予定

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市長公室　広聴課　（問合せ先：048-829-1931）

加点･減点

６点ｂ  

広聴事業概要書の作成・
公表

事業費（千円） 3,689

陳情書等をホームページ
で公表

タウンミーティング実施状
況をホームページで公表

⑤ 評価理由

・平成21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、対話集会での
　意見のホームページへの公開に遅
　れが生じた点を減点。

・タウンミーティングの公表については、補足説明や当日回答でき
　なかった意見の回答なども掲載し、きめ細かな公表に努めまし
　た。

「わたしの提案」対応状
況をホームページで公表

対話集会での意見をホー
ムページで公表

タウンミーティング実施状
況をホームページで公表

達 成 度
進捗度

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

（コスト・効率性）
　　　－

・開催及び対応後、より迅速的に公表する必要があります。また、
　各区の対話集会、各所管の陳情書等の処理状況の公表につい
　て、進行管理を行う必要があります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・「わたしの提案」で寄せられた提案のうち、市長回答内容
　すべてについて分野・内容ごとに取りまとめ、平成21年
　4月分からホームページで公表しました。
・タウンミーティングでの意見及びその対応結果について、
　意見交換内容の他、補足説明及び当日回答できなかった
　意見への回答も含め、ホームページ及び各区情報公開
　コーナで公表しました。
・団体から市長宛に提出された陳情書等の対応結果につい
　て、ホームページで随時公表しました。
・各区で実施した対話集会の意見と対応結果については、
　関係課との調整に時間を要し、平成２１年度中の公表が
　できませんでしたが、今後順次公表していきます。

平成21年度の主な実績
　◆わたしの提案
　　・受付件数…1,462件
　◆タウンミーティング
　　前期（８月～11月開催）
　　・参加者…138人
　　・意見数…291件
　　後期（11月～12月開催）
　　・参加者…436人
　　・意見数…176件
　◆陳情書等
　　・受理件数…350件
　◆対話集会
　　・開催回数…53件
　　・参加人数…1,439人
　　・意見数…583件

「わたしの提案」については、提出件数と主な対
応状況を、陳情・要望については、局別の受理
件数及び処理件数をホームページに掲載してい
ます。

（注1）わたしの提案とは、市政に対する建設的な提案を市長に対して寄せていただく制度。

「わたしの提案」対応状況
をホームページで公表

陳情書等をホームページ
で公表

H24

・平成21年度中に、「わたしの提案（注1）」やタウンミーティング、各区で実
　施した対話集会、各団体から市長宛に提出された陳情書などの市に寄せられた
　意見とその対応状況をホームページで公表します。

H21 H22 H23

「わたしの提案」で寄せられた提案のうち市長から回答したすべての案件について、分野・
内容ごとに取りまとめ、ホームページで公表します。
タウンミーティングでの意見とその対応結果について、ホームページで公表します。
各区で実施した対話集会、団体から市長宛に提出された陳情書等における意見とその対応結
果について、ホームページで公表します。
平成22年度から、パブリック・コメントやコールセンターの対応状況を含め、その概要を広
聴事業概要書に掲載し、毎年度公表します。

対話集会での意見をホー
ムページで公表

広聴事業概要書の作成・
公表

H21（実績）

・わたしの提案の回答内容、タウンミーティングの開催内容などを、開催及び対応後、原則
　翌々月末までに公表するとともに、陳情書等の処理状況の公表の進行管理を行います。ま
　た、平成22年度から広聴事業概要書を作成し、毎年度公表します。

H24H22 H23

9　情報公開日本一を実現します。（２年以内）
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【「わたしの提案」などの提出件数推移】



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点） ⑤ 評価理由

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

⑦ 今後の取組・予定

② 取組内容

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　民間力活用チーム　（問合せ先：048-829-1108）

事業費（千円） 0

外郭団体の代表者への
市長・副市長の兼職廃止

外郭団体の代表者への
民間人などの登用

平成21年5月1現在、外郭団体22団体
のうち13団体において、市長又は副市
長が理事長などの代表者となっていま
す。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成21年度末までに、市長・副市長が外郭団体の長（理事長などの代表者）
　を兼ねている団体を13団体からゼロにします。

H21 H22 H23

市と外郭団体の関係の透明性・公正性を高めるため、平成21年度末までに市長・副市長の
兼職を廃止し、平成22年度から、外郭団体の代表者に、市長・副市長以外の経営能力のあ
る民間人や公募等で選考した人材などを登用していきます。

・市と外郭団体の関係の透明性・公正性を高めるため、外郭団体の代表者に、経営能力
　のある民間人や公募等で選考した人材を登用していきます。

・外郭団体の代表者への市長・副市長の兼職について、
　外郭団体２２団体のうち、平成２１年５月１日時点
　で１３団体において、市長・副市長が、理事長など
　の代表者となっておりましたが、市と外郭団体の関
　係の透明性・公正性を高めるために、市長・副市長
　が、理事長などの代表者となっている団体をゼロと
　しました。
・外郭団体の代表者への民間人などの登用については、
　平成２１年度に外郭団体４団体において、前倒しで
　民間人が代表者になりました。

・代表者以外の外郭団体の常勤役員についても、平成２１年度
　からは外郭団体へ市OBの推薦を一切行わないこととしました。

・民間人代表者等の登用による役員報酬増は、各団体の人件
　費総額の範囲内で対応しました。

・外郭団体の長は職責が重く、代表者経験や民間的手法によ
　る、柔軟かつ効率的な運営を行う法人経営能力等が求めら
　れるため、今後は、各団体が、適した人材の採用を行うこ
　とが必要です。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　が工程表等のとおり進捗したこと
　に加え、平成22年度より実施予定
　の民間人の登用を前倒しして実施
　したことを評価し、「ａ」と判断。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

外郭団体の代表者への
市長・副市長の兼職廃止 兼職をすべて廃止

H24

外郭団体の代表者への
民間人などの登用

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点a →

10　外郭団体の長への市長・副市長の兼職を廃止します。（２年以内）

№ 外郭団体の名称 代表者

1 （財）さいたま市国際交流協会 市長

2 さいたま市土地開発公社 副市長

3 （財）さいたま市公立施設管理公社 副市長

4 （財）さいたま市文化振興事業団 市長

5 （財）さいたま市浦和地域医療センター 市長

6 （社福）さいたま市社会福祉協議会 市長

7 （社福）さいたま市社会福祉事業団 副市長

8 （財）さいたま市在宅ケア サービス公社 副市長

9 （社）さいたま観光コンベンションビューロー 市長

10 （財）さいたま市公園緑地協会 副市長

11 （財）さいたま市都市整備公社 副市長

12 （財）さいたま市土地区画整理協会 副市長

13 （財）さいたま市体育協会 市長

【外郭団体への市長・副市長の代表者就任状況一覧（H21.5.1現在）】

経営能力のある民間人や公募等で選考した人材を登用

【市長・副市長が代表者に就任していた外
郭団体の民間人及び公募等で選考した代
表者の就任状況一覧】
　　　　　　　　　　　（平成22年3月末時点）

No. 外郭団体の名称 代表者 

1 （財）さいたま市国際交流協会 民間人 

2 さいたま市土地開発公社   

3 （財）さいたま市公立施設管理公社   

4 （財）さいたま市文化振興事業団 民間人 

5 （財）さいたま市浦和地域医療センター 民間人 

6 （社福）さいたま市社会福祉協議会   

7 （社福）さいたま市社会福祉事業団   

8 （財）さいたま市在宅ケアサービス公社   

9 （社）さいたま観光コンベンションビューロー   

10 （財）さいたま市公園緑地協会   

11 （財）さいたま市都市整備公社   

12 （財）さいたま市土地区画整理協会   

13 （財）さいたま市体育協会 民間人 

 



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部 人事課　（問合せ先：048-829-1090）

H24

・平成21年度末までに「（仮称）退職職員の再就職管理の適正の確保に関する要綱」を策定
　します。
・外郭団体の役員等への退職職員の再就職を平成22年度末までに見直し、職員の自動的な天
　下りを廃止します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

外郭団体の役員等への
紹介廃止

職員の再就職管理の適正の確保に関する要綱を策定し、民間等への再就職者名の公表、市へ
の営業活動の自粛などの規制を行います。
退職職員の外郭団体への再就職に係る市からの紹介を廃止します。

　　　　

⑤ 評価理由

外郭団体へは、２１団体へ９６人の退
職職員が再就職しています。

職員の再就職管理の適正の
確保に関する要綱の制定

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点ａ →

職員の再就職管理の適正
の確保に関する要綱の制定

　
（3月）要綱制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

外郭団体の役員等への
紹介廃止 （紹介制度の廃止）

事業費（千円） 0

H24

･引き続き外郭団体への職員の紹介を行わず、外郭団体改革を推進していきます。
･平成22年7月に退職職員の再就職情報を公開します。

・平成21年10月に、公正公平で透明性の高い制度への転
　換を目的として「外郭団体への自動的天下りの廃止等の
　方針」を策定しました。
・平成22年3月に、職員の再就職管理の透明性及び信頼
　性を高めることを目的として、「さいたま市職員の再就
　職管理の適正の確保に関する要綱」を策定しました。
・平成21年から外郭団体等への職員の紹介を行わないこ
　ととし、計画を１年前倒して「職員の自動的な天下り※
　」を廃止しました。

　※職員の自動的な天下りとは、外郭団体の要請に基づき、市の推薦に
　　より市退職職員が外郭団体の役職員へ就職することです。

・退職職員が就いていた外郭団体のポストは原則公募制として、
　公平性・透明性の確保に努めました。

 －

 ・公募により外郭団体へ再就職した者を含め、退職職員の再
　就職について更なる透明性・信頼性の確保が必要です。

・平成22年度までに外郭団体への自動
　的な天下りを廃止する目標であった
　が、計画を１年前倒して廃止したので
　進捗度を「ａ」と判断。

【外郭団体への退職職員の再就職状況の推移】

１１　職員の自動的な天下りを廃止します。（２年以内）

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

公益的法人等
再就職者数

63人 80人 91人 96人

さいたま市職員の再就職管理の適正の確保等に
関する要綱の骨子

さいたま市を離職した一般職の職員の再就職管理の透明性及び信頼性を高めるため、要
綱を制定するもの

<主な内容>

１　退職管理の適正を確保するための措置等

《退職職員の再就職先の公表》

○ 退職職員で、離職後２年以内に営利企業等（国、国際機関、地方公共団体、特定独立
法人及び特定地方独立法人を除く。）に再就職した管理職職員（管理職手当を支給され
る職務の級に区分される職員。）は、再就職後２か月以内に再就職先届出書を市長に提
出することを義務付ける

○  営利企業等に再就職した管理職職員の氏名、離職時の役職、離職年月日、再就職先の名
称、再就職先の役職及び再就職年月日を公表する

２　退職職員による現職職員への働きかけ等に対する規制

《退職職員の営利企業等における営業活動の自粛》

○ 退職職員で、営利企業等に再就職した者は、離職前５年間の職務に属するものに関
し、離職後２年間は、営業活動に従事しないものとする
※１　営業活動･･･売買、賃借、請負その他の契約又はさいたま市が行う許認可等の行政処分に関し、再就職した営
利企業等に有利な取扱いをすることをさいたま市に対し要求し、又は依頼することをいう

○　営利企業等に再就職した退職職員で、離職した日の５年前の日よりも前に管理職職
員であった者は、当該管理職に就いていたときの職務に属するものに関し、離職後２年
間は、営業活動に従事しないものとする

○　営利企業等に再就職した退職職員が、在職中に自らが決定した契約等であって当該
営利企業等が関係するものに関して営業活動を行うことを期限の定めなく営業活動に従
事しないものとする



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《12-1　行政職への民間人登用》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部 人事課　（問合せ先：048-829-1090）

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて採用するための要件や
給与の特例等を定める「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」を制定
します。
公務部内では得られない高度の専門性を備えた民間の人材を活用し、民間のノウハウや経
営感覚を取り入れるため、行財政改革・観光・経済・広報・文化振興などの分野に民間人
専門家を任期付で採用します。

民間企業等における職務経験5年以上の者を対
象とした職員採用試験を実施しています。

条例の制定

任期付職員の選考・採用

　　●
　　9月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・限られた期間で、民間人専門家のもつノウハウや識見等を確
 実に継承していくことが必要です。

⑤ 評価理由

H24

・平成21年度中に、「さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」
　を制定し、行財政改革の分野に民間人を登用します。
・平成23年4月までに、行財政改革と合わせ、観光・経済・広報・文化振興などの分野に任
　期付職員を15人程度採用します。

H21 H22 H23

条例の制定
　　●

　（10月）条例制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

任期付職員の選考・採用
（12・1･2･3月）採用

事業費（千円） 0

・平成21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。

H24

・引き続き、公務部内では得られない高度の専門性を備えた民間の人材を活用し、民間
　のノウハウや経営感覚を取り入れていきます。

・平成21年9月議会における審議を経て「さいたま市
　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する
　条例」（平成21年10月21日条例第35号）を制定
　しました。
・平成21年12月に6名、平成22年1月に1名、2月に
　1名、3月に1名の計9人の任期付職員を採用しまし
　た。
・平成22年3月に2名の任期付職員の採用選考を実施
　しました。

・民間のノウハウを取り入れることにより、市全体が活性化する
　と想定される部門を中心に採用しました。

　－

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

12　行政職への民間人登用を含め、実力ある人を適材適所に配置します。
　　（２年以内）

採　 用
実施率

都道府県 ４０ ８５．１％

政令指定都市 １０ ５８．８％

市区町村 １４４ ８．０％

計 １９４ １０．４％

採用団体数

【任期付職員を採用している団体】

採用実施率は、調査対象の全団体数（都道府県４７、政令
指定都市１７、市区町村１，７９４、計１，８５８）に対する割合
である。（２０．４．１現在 出典：総務省資料）

採用年月日 職務内容 職　種 所属・分野 職　位

主　任

主　事

主　事

技　師
技　師
技　師

H22.1.1 選考
市独自の新たな第三者評価も含めた行
政評価システムの構築、事務事業(補助
金等を含む)の見直し 等

行政職
行財政改革推
進本部

副理事

H22.2.1 選考
(仮)行財政改革推進プランの策定、公共
施設マネジメント計画の策定、「しあわせ
倍増プラン２００９」の実績評価･検証 等

行政職

行財政改革推
進本部
（兼）政策局都
市経営戦略室

副理事

H22.3.1 選考

１ さいたま市の戦略的な広報（報道、広
聴含む）マスタープランの策定及び全庁
周知
２ さいたま市のパブリシティの向上に関
する技術的な指導・助言
３ さいたま市のシティセールスにつなが
る情報の発信に関する指導・助言

行政職
市長公室広報
監付

副理事

１　産学官の交流に関すること
２　市内企業者等の経営強化及び技術
力向上に関すること
３　展示会全般に関すること
４（財）さいたま市産業創造財団との連携
強化に関すること

経済局経済部
産業展開推進
課

副参事

１　観光事業者を対象とする観光プロ
モーション活動、観光商品の造成
２　新たな観光客を獲得するための、ス
ポーツコミッションの創設
３　観光懇談会を設置、観光施策の在り
方についての研究

経済局観光政
策部観光政策
課

副参事

任期付職員採用状況

学芸員

盆栽技
術職

H21.12.1

文化施設建設
準備室

文化施設建設
準備室

種　類

行政職

公募

公募H22.4.1

盆栽文化及び盆栽周辺文化の作品・資
料の調査研究、収集保存、企画展示、教
育普及等、学芸員としての各種事業の展
開

盆栽の育成管理、教育普及活動等、盆
栽技術者としての各種事業の展開



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《12-2　民間企業等経験者の採用》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部　人事課　　　　　　（問合せ先：048-829-1090）
　　　　　教育委員会　学校教育部　教職員課　（問合せ先：048-829-1653）

H24

・民間における経験等を考慮した人事配置を実施しました。

・民間企業等における職務経験者の採用のほか、民間企業への
　派遣者の経験を継続して活用していくことが必要です。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

民間企業等経験者の採
用 ５名 ５名→７名

平成18年度から、「民間企業等経験者（対象：民
間企業等における職務経験が５年以上ある者）」
を職員として採用しています。

民間企業等で培われた職務経験を活かし、組織の活性化を図るため、民間企業等における
職務経験者の採用枠を、教育委員会の取組も含め、平成23年度から10名に増やします。

民間企業等経験者の採
用 10名5名 5名

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成23年4月に、民間企業等における職務経験者の採用を5人から10人に
　倍増します。

H21 H22 H23

10名

⑤ 評価理由

達 成 度
進捗度 加点･減点

８点ｂ  

・今後も継続して民間企業等における職務経験者の採用を拡大し、民間企業への研修派
　遣も実施していきます。

・民間企業等における職務経験者の採用選考の結果、5
　名の職員を採用しました。
・平成22年度に向けて、民間企業等における職務経験
　者の採用選考を行い、7名の採用準備を行いました。
・職員を平成22年度から民間企業等（株式会社電通）
　へ研修派遣するための準備を行いました。
・教員についても平成22年度の選考試験に「社会人特
　別選考」を加えることを決定しました。

事業費（千円） 0

　　　－

・平成21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
　遣のための準備を行ったことから加
　点。

12　行政職への民間人登用を含め、実力ある人を適材適所に配置します。
　　（２年以内）

　　【民間企業等経験者採用実績】

行政事務 化学 薬剤師

平成18年4月1日採用 2 1 3

平成19年4月1日採用 1 3 1 5

平成20年4月1日採用 5 5

平成21年4月1日採用 5 5

職種
合計

行政事務 化学 薬剤師

平成１８年４月１日採用 2 1 3

平成１９年４月１日採用 1 3 1 5

平成２０年４月１日採用 5 5

平成２１年４月１日採用 5 5

平成２２年４月１日採用 7 7

【民間企業等経験者採用実績】
職種

合計



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《12-3　適材適所の人事配置》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定
・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部 人事課　（問合せ先：048-829-1090）

加点･減点

７点b →

職員の意欲を反映し、組織の活性化を進め、ひいては市民サービスの一層の向上を図るた
め、庁内公募制度を導入します。
能力・実績を重視した人事評価を行い、職員の意欲向上を図るとともに、人事評価結果を
活用した適材適所の人事配置を進めます。

職員の在課年数、経歴、自己申告書
などを基に人事異動を行っています
が、庁内公募は実施していません。
人事評価制度については、平成17・
18年度に試行を行い、平成19年度か
ら本格導入しています。

人事評価結果を活用した
適材適所の人事配置

庁内公募制度の導入

H24

・平成21年度中に、職員の希望、意欲を反映した庁内公募制度を導入します。
・平成22年度から、人事評価結果を活用した人事配置を実施します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・平成21年7月に「さいたま市職員庁内公募実施要綱」
　を策定しました。
・平成21年7月に副教育長の庁内公募を実施しました。
・平成22年1月に8ポストに係る庁内公募を実施しまし
　た。
・人事配置、給与処遇等に活用する人事評価制度の信頼
　性や公平・公正性等をより高めるため、評価者のほか
　被評価者への研修を行いました。
・人事異動にあたっては、「育成・指導」や「折衝・
　説明」など、各評価項目における複数年分の人事評
　価結果を活用して、適材適所の配置に努めました。

　－

　－

⑤ 評価理由

・平成21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。

達 成 度
進捗度

庁内公募制度の導入
（7・1月公募実施）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

事業費（千円） 0

H24

・引き続き公募に相応しいポストについて、庁内公募を実施していきます。
・引き続き人事評価結果を活用した適材適所の人事配置を進めます。

・真に職員の意欲・能力を生かすことができる対象業務・職種の
　選定について、更に検討していく必要があります。

人事評価結果を活用した
適材適所の人事配置

12　行政職への民間人登用を含め、実力ある人を適材適所に配置します。
　　（２年以内）

【人事評価制度の概要】



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・

（課題）

② 取組内容
・
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　政策局　政策企画部　情報政策課　（問合せ先：048-829-1102）

市民サービスの充実に向
けた電子市役所構築

推進 推進

市民懇談会の設置・第3
次情報化計画及びアク
ション・プラン策定 アンケート調査 計画策定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

基幹系システムの再構築
住民記録・税システム稼動 システム再構築完了

H24
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成22年度末までに、基幹系システムの再構築を完了し、運用コストを削減
　します。
・市民サービスの充実に向けた電子市役所（注1）を構築していきます。

H21 H22 H23

市民サービスの充実に向
けた電子市役所構築

市民懇談会の設置・第3
次情報化計画及びアク
ション・プラン策定

基幹系システムの再構築

（注1）電子市役所とは、情報通信技術（IT）を活用し、より便利で質の高いサービスを提供できる自治体をいう。

平成19年度から「第2次情報化計画」
に基づき電子市役所の構築を進めて
います。
「情報システム最適化事業」として基幹
系（住民記録・税・国保等）システムの
再構築に着手し、経費の大幅な削減
に取り組んでいます。

平成22年度末までに、基幹系システムの再構築を完了し、運用コストを削減します。
平成22年度中に、情報化計画策定市民懇話会を設置し、市民や有識者の意見を反映した
「第3次情報化計画及びアクション・プラン」を策定します。
平成23年度から、窓口業務の効率化、電子申請による手続きの簡素化、コンビニ等を活用
した利便性の向上などによる市民サービスの充実に積極的に取り組み、更なる電子市役所
を構築していきます。

・住民記録や外国人登録、印鑑登録などの情報システム
　を再構築し、９月から稼動しました。
・固定資産税や個人市民税、法人市民税などの情報シス
　テムを再構築し、１０月から一部稼動しました。
・第3次情報化計画策定のための基礎資料とするため、
　平成21年9月～10月に市民5,000人を対象に情報化
　市民アンケートを実施しました。（回答率52.6%)
・このアンケートの結果、市への申請手続き等で「土
　日、夜間に手続きできない」「窓口へ出向かなけれ
　ばならない」などに不便･不満を感じている市民が多
　いことがわかりました。

（コスト・効率性）
・運用コスト削減の観点から、情報システム機器を競争入札により
　調達して再構築しています。

・アンケート結果を踏まえ、電子申請による手続きの拡充やコンビ
　ニを活用した各種料金収納、証明書発行などについて、第３次
　情報化計画に位置づけて検討していく必要があります。

・平成22年度末までに、基幹系システムの再構築を完了します。
・平成22年度中に「第3次情報化計画及びアクション・プラン」を策定し、市民懇話会を
　設置します。
・平成23年度から第3次情報化計画に基づき、市民サービスの充実に資する情報化施策を
　推進し、更なる電子市役所を構築していきます。

・主な税（市民税・県民税・都市計画税・固定資産税等）の納付書
　について、コンビニでも支払い可能となるように納付書システム
　を開発しました。

事業費（千円） 2,596,945

⑤ 評価理由

・平成21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。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

13　電子市役所を構築します。（４年以内）

【さいたま市電子市役所のイメージ】

【情報化計画市民アンケート】


