
平成２３年度国の施策・予算に対する提案・要望活動方針（案） 

 

平成 22 年度第 10 回都市経営戦略会議 

平成 22 年 7 月 12 日（月） 

政策局都市経営戦略室 

１ 趣旨 

① 清水市長となり、実質、初めてとなる「国に対する提案・要望活動」 

② 政府与党の「陳情ルールの変更」 

以上を踏まえ、以下の方針により案を作成 

１．より、具体的に。 

２．より、見やすく、分かり易く。 

 

＊なお、他政令指定都市の状況を踏まえ、要望・提案数を増やすこととする。 

  【参考】 

 

 

２ 経緯・予定 

５月２１日(金) ○提案・要望事項の提出を各局に依頼 

○同日、都市経営戦略室併任職員会議を開催 

 ＊各部１項目以上の提出 

５月３１日(月) ○提出期限 

 ＊２０部局が未提出 

６月 ８日(火) ○再度、提案・要望事項の提出を各局に依頼 

６月１６日(水) ○提案・要望事項提出締切 

 ＊新規案件３８件、継続８件、計４６件提出 

 ＊未提出１３部局 

６月２２日(火) 

 ～２３日(水) 

○新規案件３８件のヒアリング実施 

 

７月 ７日(水) ○新規案件３３件、継続案件８件、計４１件を 

都市経営戦略会議へ付議・所管局ヒアリング 

７月１２日(月) ◎都市経営戦略会議へ付議し、確定 

７月中旬～下旬 ○要望活動 

３ 所管からの提案・要望状況等 

 ○ 提案・要望文（案）  ・・・資料２ 

 ○ 過去一覧   ・・・・・・・資料３ 

 

・横浜市 ２９項目（Ｈ２２） 

・千葉市 ２４項目（Ｈ２２） 

資料１ 

・さいたま市 ９項目（Ｈ２１） 

      １３項目（Ｈ２０） 
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高速鉄道東京7号線の延伸促進 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

運輸政策審議会答申第１８号に位置づけられている 

『岩槻と都心を結ぶ高速鉄道東京７号線』の延伸事業の 

促進に向けた支援を行うこと 

１．採算性の要件である「累積黒字転換年次を現行の３０

年程度から４０年程度とするなど、都市鉄道等利便増

進法の適用要件を緩和すること 

２．償還期間の延長や事業費の補助率引上げ、地方負担額

に対する財源措置など、都市鉄道利便増進事業に関す

る国の補助制度を拡充し、計画路線の整備に向けた支

援を積極的に行うこと 

３．公共交通全般に関する国の支援措置を拡充すること 

 

【背景・理由】 

・高速鉄道東京７号線は、「浦和美園駅から岩槻、蓮田までの区間が、

平成２７年までに開業することが適当な路線である」と運輸政策審議会

答申第１８号（平成１２年１月２７日）に位置付けられており、これま

で、さいたま市は、平成２４年度末までに都市鉄道等利便増進法の手続

きに入ることを目標に、埼玉県と共同で採算性の確保等の検討を進めて

きた。 

・当路線を延伸することにより、首都圏の放射状路線である高速鉄道東京

７号線と環状路線である東武野田線が結節し、埼玉と都心中央部、神奈

川の一都二県を南北に結ぶ機能の強化が図られるとともに、首都圏の鉄

道ネットワークの高質化に資する路線となることが期待されている。 

・しかし、わが国の社会環境は、少子高齢化・人口減少社会へと突入して

おり、旅客需要の低迷などが見込まれ、採算性の確保等の鉄道事業を取

り巻く環境は非常に厳しい局面にある。 
・また、国土交通省が、本年６月に発表した「交通基本法の制定と関連施

設の充実に向けた基本的な考え方（案）」において、①移動権の保障と支

援措置の充実、②交通体系・まちづくり・乗り物の三位一体の低炭素化
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促進、③地域の活力を引出す交通網の充実を大きな柱として示されたが、

正に、鉄道事業は、少子高齢化社会における移動権の確保や地球温暖化

への対応、交通網の構築や速達性の向上による地域の活性化に大きく

寄与する事業であり、交通基本法の理念、そして、これからの公共交通

政策に適する事業であるといえる。 

・以上のことから、上記１及び２のとおり、都市鉄道利便増進事業の活用

を促進するための改善を図るとともに、国の交通に対する基本的な考え

方を進めていくため、鉄道事業も含めて、公共交通政策全般に対する国

の支援措置を拡充することを要望する。 

【延伸計画図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支 ℡８２９‐１８７１〕 



 

スポーツに関する施策の充実・強化について 

〔文部科学省・総務省〕 

【提案・要望事項】 

１ スポーツに関する新たな法を早期に制定する。 

２ 省庁のスポーツ担当部局を一元化した組織を設置する。

 
本市では、市、市民、スポーツ関連団体及び事業者の責務や役割、ま

た、相互の連携や協力などを定めた、政令市で初となる「さいたま市ス

ポーツ振興まちづくり条例」を制定。生涯スポーツの更なる振興ととも

に、スポーツを広範な分野で活用した総合的なまちづくりの推進により

「スポーツのまち さいたま」の実現を目指している。 

 
 
 

制定後約半世紀を経た「スポーツ振興法」を見直し、国やスポーツ関連団

体等の責務、関係者相互の連携や協力、財政上や法制上等の措置等を盛

り込んだ新たな法の制定が必要と考える。本市と同様の方向性を持つ新た

な法の制定により、「スポーツのまち さいたま」に向けた施策展開を更に

推進することが可能となる。 
 

これまで学校教育を中心に発展してきたスポーツは、近年では、その

目的や内容が多様化し、多くの省庁においてスポーツ施策を展開してき

たことから、地方自治体においても、それぞれの省庁に関連する所管局

等が各々独自の施策を展開している。 
 
スポーツに関する施策の総合的な推進を図るためには、各省庁における

スポーツ担当部局等の組織の一元化が必要と考える。 
 

1 

2 

さいたま市スポーツ振興まちづくりのイメージ 

スポーツを「する」「みる」「ささえる」
「まなぶ」でとらえ、市民一人ひとりの身
近なところにスポーツ位置付けられる社
会を実現 
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資料３
平成２２年度第１０回（通算第１３９回）都市経営戦略会議

平成２２年７月12日（月)
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。



資料３
平成２２年度第１０回（通算第１３９回）都市経営戦略会議

平成２２年７月12日（月)
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。



資料３
平成２２年度第１０回（通算第１３９回）都市経営戦略会議

平成２２年７月12日（月)
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。


