
資料３
平成２２年度第９回（通算第１３８回）都市経営戦略会議

平成２２年７月７日（水)
政策局都市経営戦略室

事
業
内
容

基
本
方
針

平成１６年
(１７年度予算)

実施日
７月２１日

（１）本市らしいまちづくりを進める上で直面している、重要な政策課題
（２）市単独では解決が困難で、国において制度改正が必要となる事項
（３）本市に必要な諸施策を展開していく上で、所要財源の確保が困難であり、国の支援を必要とする事項
＜留意事項＞
・現下の厳しい財政状況を踏まえ、特に市の財政負担が大きい事業等については、市の予算査定状況を
　問わず、国に対する要望を必ず行うこと。

市が直面している重要な政策課題のうち、市単独では解決が
困難であり、国において制度改正等が必要で、かつ、緊急性
が高いものについて、各省庁予算の概算要求時期に合わせて
提案・要望活動を行うもの。

開催年月
回　　数

要望事項 成果・反映状況要望先

国の施策・予算に対する提案・要望事項（過去一覧）

平成１５年
(１６年度予算)

実施日
８月６日

予算額
(決算額)

０千円
(６２１千円)

５０４千円
(４３１千円)

要望活動の状況

【９項目】
１　地方分権の実現に向けた三位一体改革について
２　政令指定都市の更なる充実について
３　資源循環型社会の推進について
４　生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金について
５　障害者福祉支援費制度の充実について
６　国民健康保険財政の確立について
７　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度について
８　さいたまタワーの誘致について
９　地震防災対策の充実強化について

【２２項目】
１　三位一体改革の早期実現について
２　政令指定都市制度の更なる充実について
３　地球環境保全対策の財政措置の拡充について
４　自動車排出ガス対策の推進について
５　土壌・地下水汚染対策事業の支援について
６　資源循環型社会の推進について
７　感染症対策の充実について
８　介護保険制度の充実について
９　保育所における児童福祉施設最低基準の見直しについて
10　国民健康保険財政の確立について
11　公立学校施設整備の充実について
12　中高一貫教育校の建物整備(高等学校相当分)に係る財政措置の
拡充及び期間延長について
13　児童生徒の安全管理に係る財政支援の充実について
14　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度について
15　特別支援教育推進体制の整備について
16　市街地再開発事業の推進について
17　土地区画整理事業の推進について
18　円滑な交通を確保する道路網の整備推進について
19　地震防災対策の充実強化について
20　公共下水道事業の推進について
21　特殊災害対策の推進について
22　安全で安定した水道事業の推進について

【９府省】
　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　農林水産省
　経済産業省
　国土交通省
　環境省

【９府省】
　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　農林水産省
　経済産業省
　国土交通省
　環境省

「中高一貫教育校の建物整備(高等学校相当分)に係る財政措置の拡充及
び期間延長について」
中高一貫教育のための補助が１５年度で終了であったものが、２０年度
まで期間延長となった。

「地方分権の実現に向けた三位一体改革について」
三位一体の改革に関する政府・与党協議会の合意（平成16年11月26日
政府・与党）等において、税源移譲については概ね３兆円規模を目指す
ことが明記された。

「生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金について」
生活保護費負担金及び児童扶養手当負担金の補助率の見直しについて
は、地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成
１７年秋までに結論をえて、平成１８年度から実施するとされた。
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平成２２年７月７日（水)
政策局都市経営戦略室

平成１７年
(１８年度予算)

実施日
７月２０日

平成１８年
(１９年度予算)

実施日
７月２５日

「住宅用火災報知器等の設置状況の把握について」
消防庁の平成１９年度予算に新規事業として計上された。（住宅防火対
策及び防火製品普及の総合的促進方策の検討に要する経費　2,400万
円）

「地方分権の実現に向けた第二期改革の実施について」
「地方分権改革推進法」が成立し、地方分権改革推進委員会が設置され
ることとなった。

「資源循環型社会の推進について」
家電リサイクル制度見直しの調査予算が計上された。（家電リサイクル
制度見直しにかかる実態調査4,300万円）

５０４千円
(３０２千円)

５０４千円
(５１千円)

【１１項目】
１　政令指定都市制度のさらなる充実について
２　地方分権の実現に向けた第２期改革の実施について
３　資源循環型社会の推進について
４　国民健康保険財政の確立について
５　社会保険大宮総合病院の存続・機能充実について
６　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度について
７　高速鉄道東京７号線の延伸促進について
８　水質保全上重要な地域における効率的な水質改善について
９　外国企業誘致支援事業の見直しについて
10　地震防災対策の充実強化について
11　住宅用火災警報機器等の設置状況の把握について

【９府省】
　内閣官房
　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　経済産業省
　国土交通省
　環境省

開催年月
回　　数

要望先 要望事項 成果・反映状況
予算額
(決算額)

【７府省】
　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　国土交通省
　環境省

「地方分権の実現に向けた三位一体改革について」
三位一体改革による一般財源化措置分として、3兆94億円の税源移譲が
明記された。

「２００６年アジア・太平洋環境会議の開催について」
財務省内示においては、開催市は明示されなかったが、さいたま市での
開催が決定した。

「生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金について」
生活保護費国庫負担金の負担率引下げが見送りとなった。

「地震防災対策の充実強化について」
企業向け帰宅困難者対応指針を検討することとなった。

【１１項目】
１　地方分権の実現に向けた三位一体改革について
２　政令指定都市制度のさらなる充実について
３　２００６年アジア・太平洋環境会議の開催について
４　生活保護費国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金について
５　国民健康保険財政の確立について
６　乳幼児医療費に係る一部負担金の軽減策について
７　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度について
８　さいたまタワーの誘致について
９　高速鉄道東京７号線の延伸促進について
10　「市町村合併支援措置」の期間延伸について
11　地震防災対策の充実強化について

１１１千円
（４５千円）

平成１９年
(２０年度予算)

実施日
８月７日

【１０府省】

　内閣官房
　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　経済産業省
　国土交通省
　環境省
　外務省

【１２項目】
１　政令指定都市制度の更なる充実について
２　真の地方分権の実現に向けた第二期改革の推進について
３　資源循環型社会の推進について
４　国民健康保険財政の確立について
５　障害福祉サービスに係る利用者負担のあり方について
６　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度について
７　高速鉄道東京７号線の延伸促進について
８　水質保全上重要な地域における効果的な水質改善について
９　正規雇用の促進に向けた取組について
10　地震防災対策の充実強化について
11　公共建築物の耐震化工事に対する支援制度の拡充について
12　２００８年国連軍縮会議の開催について

「水質保全上重要な地域における効果的な水質改善について」
下水道事業における市町村合併支援措置が延伸されることとなり、さい
たま市では平成１８年度で終了していた市町村合併支援措置の適用が復
活することとなった。（適用期間：現行　合併時から５年間　⇒　改正
後１０年間　　※さいたま市は平成２０年度から２４年度まで復活適用
影響額３億５千万円(国費)）

「公共建築物の耐震化工事に対する支援制度の拡充について」
避難所となる公民館、集会所等の耐震改修費用に対する国庫補助額が引
き上げられることとなった。（補助率：現行７．６％　　⇒　　改正後
１／３（３３．３％）　国庫予算額１７０億円）

「２００８国連軍縮会議の開催について」
予算額は不明だが、さいたま市での開催が決定した。
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平成２２年７月７日（水)
政策局都市経営戦略室

予算額
(決算額)

開催年月
回　　数

要望先 要望事項 成果・反映状況

平成２０年
(２１年度予算)

実施日
７月２９日

１１０千円
（４９千円）

【９府省】

　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　農林水産省
　経済産業省
　国土交通省
　環境省

【１３項目】
１　政令指定都市制度の更なる充実について
２　真の地方分権の実現に向けた第二期改革の推進について
３　資源循環型社会の推進について
４　真に環境に配慮した製品等が流通・普及するための仕組みの
    早期構築について
５　国民健康保険財政の確立について
６　障害福祉サービスに係る利用者負担のあり方について
７　後期高齢者医療制度の見直しによる財源措置等について
８　子育て環境整備の充実に向けた制度の拡充について
９　義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の見直しに
    ついて
10　高速鉄道東京７号線の延伸促進について
11　農地の相続税納税猶予制度の拡充について
12　地震防災対策の充実強化について
13　消防救急無線のデジタル化に係る支援制度の拡充について

「真に環境に配慮した製品等が流通・普及するための仕組みの早期構築
について」
・『環境表示の信頼性確保のための検証事業』の制度化
国が製造者（メーカー）の自己宣言に任せるだけでなく、一定量の抜取
り調査（エコテスト）を行って、実態を把握し、不正事案の公表も含
め、的確に情報提供を行うこととなった。（環境省予算額　300百万
円）

「農地の相続税納税猶予制度の拡充について」
農水省及び経済財政諮問会議において、農地政策の見直しの中で、相続
税納税猶予制度の改正を行い、農地を貸している場合であっても納税猶
予制度対象とすることを盛込んだ、農地法改正法案の提出を本年2月末
に予定しております。※制度改正：本年12月を予定

４９千円
（６１千円）

※主に要望書
の用紙代

平成２１年
(２２年度予算)

実施日
１２月１１日

【６府省】

　内閣府
　総務省
　財務省
　文部科学省
　厚生労働省
　国土交通省

【９項目】
■地方分権についての提案
１　義務付け・枠付け等の見直しと条例制定権の拡大
２　国庫補助負担金制度の見直し
３　事務・権限の移譲に伴い必要となる地方税財源の確保
４　地方交付税の充実
５　国と地方の協議の場に指定都市市長会の代表を参加させること
■新政権の施策・予算等に対する提案
６　子ども手当の創設に伴う財源の確保等について
７　事業仕分けについて
８　自動車関連諸税の暫定税率廃止について
９　公立高校の授業料の無料化

・平成21年については、政権交代があったことから、例年の要望活動は
行わず、新政権が進める政策や要望・陳情ルール等を注視することとし
たが、平成21年12月7日に新政権下における要望・陳情ルールが示され
たことから、子ども手当の財源や事業仕分けによる地方負担など、地方
財政に重大な影響を与える可能性が高いと判断したものについて、緊急
的に提案を行った。


