
 
 
 
 
 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」実績評価シート（２５事業） 
 
 
 

●１０月１３日審議分● 

Ｈ22.10.13 第２０回都市経営戦略会議 会議資料 



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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）

（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）

　　　　　市民・スポーツ文化局　市民生活部　交通防犯課（問合せ先：048-829-1219）

・新都心のLED化については、照明機能としての照度を、床面
　平均照度150ルクスを確保しており、改修前の65ルクスから
　改善されました。
・街路灯についても明るさを落とさずにLED灯への交換を実施
　しました。

・LED照明は約40,000時間の長寿命のため、約10年間器具交換に
　要する経費が不要であり、電気使用量の削減による電気代の軽
　減と併せ、ランニングコストが削減されます。

H23

・LED照明は省エネ効果の高い機器ですが、新技術であり既存照
　明機器のような、国による性能、規格等の表記方法が統一されて
　いないため、ＬＥＤ照明を大規模に導入する場合、対象施設の選
　考、適用機器の検討、検証などを行う必要があります。

事業費（千円） 205,282(注１)エネルギー削減効率の高い市有施設のＬＥＤ化率とは、市立小中学校を除く、延床面積が2,000㎡以上の施設で、建
 　　　設から3年以上が経過した施設など80施設におけるＬＥＤ導入市有施設の割合のこと。

所管課　　環境局　環境共生部　地球温暖化対策課　　　　（問合せ先：048-829-1324）

H24

・平成24年度末までに、エネルギー削減効率の高い市有施設のＬＥＤ化率（注
  １）を10％とします。
・平成24年度末までに、街路灯について4,000灯のＬＥＤ化を図ります。

H21 H22 H23

市有施設ＬＥＤ化 　　　　

街路灯ＬＥＤ化

平成20年度は、省エネルギー型照明として高い
効果が期待されているＬＥＤ照明の普及促進の
事業化について検討を行いましたが、導入した
施設はありません。

先行事業として、さいたま新都心駅コンコース周辺の照明のＬＥＤ化を図ります。
エネルギー削減効率の高い市有施設の照明、特に水銀灯を中心にＬＥＤ化を図ります。
照明器具の交換時期を迎えた街路灯を中心にＬＥＤ化を図ります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

さいたま新都心駅
ＬＥＤ化事業

達 成 度
進捗度

・平成22年度以降は、設置調査を実施し、8市有施設の照明のLED化を実施します。
・平成22年度は、西部文化センターと大宮武道館の2施設の照明のLED化を実施します。
・今後も計画に沿って、街路灯のLED化に取り組みます。

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。

⑤ 評価理由

・さいたま新都心駅東西自由通路の照明及び大型ビジョ
　ンをLED化し244灯のLED照明器具を設置しました。
　これにより、電気使用量がマイナス64％となり、
　年間45.8トンのCO2が削減されます。
　なお、計画上500灯の整備予定を244灯の整備で照度
　を確保することができました。
・街路灯のLED化について、平成21年度は、1,091灯
　のLED街路灯を設置しました。これにより市内のLED
　街路灯は累計で1,251灯となります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H24

市有施設ＬＥＤ化 　　　　

さいたま新都心駅
ＬＥＤ化事業

街路灯ＬＥＤ化

42　市内照明のＬＥＤ化率全国１位を目指します。（4年以内）

ＬＥＤ500灯

改修対象　2施設 改修対象　3施設 改修対象　3施設

ＬＥＤ1,000灯 ＬＥＤ1,000灯
(累計：2,000灯)

ＬＥＤ1,000灯
(累計：3,000灯)

ＬＥＤ1,000灯
(累計：4,000灯)

ＬＥＤ244灯

改修対象　2施設 改修対象　3施設 改修対象　3施設

ＬＥＤ1,091灯
(累計：1,251灯)

ＬＥＤ1,000灯
(累計：2,251灯)

ＬＥＤ1,000灯
(累計：3,251灯)

ＬＥＤ1,000灯
(累計：4,251灯)

【さいたま新都心駅】

【LED　街路灯】



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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）

―

（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）

⑤ 評価理由

事業費（千円） 122,438

加点･減点
５点c  

住宅用太陽光発電
への設備補助

市立小・中学校への設置
（既存5施設80ＫＷ）

市有施設への設置
（既存20施設90KW)

・平成22年度は、市立小・中学校8施設に太陽光発電設備を設置し、平成23年度及び平成24
　年度は、4施設に設置します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・住宅用太陽光発電設備設置補助の申請件数が、申請受付後5ヶ
　月で予算額に達してしまったため、より多く市民ニーズ応える対
　策が必要となります。

・平成22年度に太陽光発電設備を設置する２つの市有
　施設（西部文化センター、大宮武道館）の現況調査を
　実施するとともに、設備設置可能な施設の洗い出し
　調査を実施しました。
・平成21年度に太陽光発電設備を設置する小学校2校、
　中学校2校について、実施設計を行いましたが、工事着
　手については、授業等への影響に配慮し、翌年度に実
　施します。
・また、桜木小学校の校舎改築に合わせて、太陽光発電
　設備を整備しました。
・住宅用太陽光設備設置補助は、577件実施しました。
　これによる太陽光発電能力は、2,031.93kwになり
　ます。

・太陽光発電設備を設置する小・中学
　校について、実施設計を行ったが、
　授業等への影響に配慮し、工事着手
　を翌年度に実施することとしたため、
　進捗度を「ｃ」と判断。発電電力量表
　示装置の設置など、市民意識向上に
　向けた取組を評価し加点。

・児童生徒や学校利用者等の環境に対する意識を向上させるた
　め、発電電力量などが分かる表示装置を設置しました。

達 成 度
進捗度

太陽光発電による化石エネルギーの消費削減
は、環境負荷低減に寄与することから積極的に
取り組んでいます。
市有施設における太陽光発電設備設置は、２５
施設で太陽光発電能力は、合計１７０ＫＷです。
住宅用太陽光発電設備設置補助制度は、導入
していません。

平成21年度に太陽光発電設備設置可能性の調査を行い、平成22年度から、市有施設（市立
小・中学校分を除く）に太陽光発電設備を年2施設設置します。
平成24年度まで、市立小・中学校に太陽光発電設備を年4施設設置します。
平成23年度まで、住宅用太陽光発電設備設置補助制度を継続します。

住宅用太陽光発電
への設備補助

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成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増やし、太陽光
　発電能力を170ＫＷから630ＫＷにします。
・平成23年度末までに、住宅用太陽光発電設備設置補助を継続し、太陽光発電能力を戸建（4
　ＫＷ）1,375戸に相当する総計5,500ＫＷにします。

H21 H22 H23

　　　　

市有施設への設置
（既存20施設90ＫＷ）

所管課　　環境局　環境共生部　地球温暖化対策課　（問合せ先：048-829-1324）　
　　　　　教育委員会　管理部　学校施設課　　　　（問合せ先：048-829-1642）　

市立小・中学校への設置
（既存5施設80ＫＷ）

調査

43　太陽光発電設備の設置を推進します。（4年以内）

1,500ＫＷ （累計：5,500KW）2,000ＫＷ 2,000ＫＷ （累計：4,000KW）

　2施設　100ＫＷ
(累計：24施設290KW)

　2施設　100ＫＷ
(累計：26施設390KW)

4施設　40ＫＷ
（累計：13施設 160ＫＷ）

4施設　40ＫＷ
（累計：17施設 200ＫＷ）

4施設　40ＫＷ
（累計：21施設 240ＫＷ）

　2施設　100ＫＷ
(累計：22施設190KW)

4施設　40ＫＷ
（累計：9施設 120ＫＷ）

施設名 発電電力 用途 施設名 発電電力 用途

1 岩槻環境センター 3.00kw リサイクル施設内照明 14 健康科学研究センター・保健所 3.06kw 施設内電力への充当

2 七里コミュニティセンター 3.34kw 事務所内照明 15 辻南小学校 30.00kw 校舎内照明灯

3 宮原コミュニティセンター 3.34kw 1階ラウンジ照明 16 鈴谷公民館 5.50kw 施設内電力への充当

4 春野中学校 6.00kw 屋外照明灯等 17 宮原小学校 10.00kw 校舎内照明灯

5 馬宮コミュニティセンター 3.00kw 館内照明 18 浦和消防日の出出張所 10.00kw 庁舎内照明他

6 しましま公園 0.80kw トイレ電源供給 19 大宮消防大成出張所 10.00kw 庁舎内照明他

7 芝原小学校 0.40kw 展示室（環境学習） 20 合併記念見沼公園 0.45kw 屋外街路灯

8 大久保東公民館 1.22kw 外灯・街路灯 21 さいたま市民医療センター 10.00kw 照明

9 新大宮聖苑 5.00kw 施設内電力への充当 22 つばさ小学校 30.00kw 照明

10 緑消防署美園出張所 10.00kw 屋外照明灯 23 プラザノース 9.50kw 照明

11 西部複合施設駐車場 2.40kw 外灯 24 うねうね公園 0.45kw 屋外街路灯

12 片柳コミュニティセンター 10.00kw 施設内電力への充当 25 田島東公園 0.45kw 時計用

13 動物愛護ふれあいセンター 0.48kw 屋外照明灯

　　さいたま市における太陽光発電設置施設

168 .4kw計

大砂土東小学校

2,031.93ＫＷ 2,000ＫＷ （累計：4,031.93KW） 1,500ＫＷ （累計：5,531.93KW）

　2施設　100ＫＷ
(累計：24施設290KW)

　2施設　100ＫＷ
(累計：26施設390KW)

　2施設　100ＫＷ
(累計：22施設190KW)

調査

（3月設置）
1施設（桜木小学校）

8施設　160ＫＷ
（累計：14施設250ＫＷ）

4施設　80ＫＷ
（累計：18施設330ＫＷ）

4施設　80ＫＷ
（累計：22施設410ＫＷ）

太陽光パネル
【桜木小学校】

表示装置
【桜木小学校】

住宅用太陽光
発電設備
設置例



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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　　環境局　環境共生部　交通環境政策課　次世代自動車普及推進室　（問合せ先：048-829-1457）　
　　　　　財政局　財政部　庁舎管理課　　　　　
　　　　　水道局　業務部　管財課　　　　　　　

EV優遇策の実施

（注１）E-KIZUNA Projectとは、市民・事業者・行政の連携により、ＥＶを安心して、快適に使える低炭素社会の実現を目指
　　　　し、ＥＶ普及拡大の課題解決に取り組むプロジェクトのこと。
（注２）E-KIZUNA サミット構想とは、ＥＶの使用環境の改善等を通じてその普及促進を目的とした地方自治体のネットワーク
　　　　のこと。地域間で連携した充電環境の整備などにより、ＥＶで安心・快適にどこへでも行ける社会の実現を目指す。

次世代自動車
導入補助金

充電セーフティネット
の構築

市の率先導入
（公用車819台、導入台数
134台、導入率16.4％）

次世代自動車といわれる電気自動車（EV）、天
然ガス車、ハイブリッド車の市内の台数は、約
6,000台です。
公用車819台（特殊な車両を除く）のうち、次世代
自動車は、天然ガス車101台、ハイブリッド車33
台の計134台であり、導入率は、16.4％となって
います。なお、平成21年度で公用車12台（内4台
がハイブリッド車）が減車予定です。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

次世代自動車導入補助金により、事業者に対し、導入支援を行います。
平成21年度から、5年間で全ての公用車を次世代自動車へ切り替えます。
EV普及施策｢E-KIZUNA Project｣の推進や｢E-KIZUNA サミット｣構想（注２）の実現を目指しま
す。
EVの公共・商業施設における駐車料金の優遇などを実施します。
区役所や商業施設等に急速充電設備を設置し、充電セーフティネットの構築を図ります。

・事業者を対象とした次世代自動車導入補助は、5件
　(CNG1件、HV4件)実施しました。また、平成22年
　度から補助対象にEV（電気自動車）を追加するため
　補助要綱を改正しました。
・平成21年度、公用車に次世代自動車を31台導入しま
　した。これにより公用車797台中、累計165台で次
　世代自動車を導入し、導入率は20.7％となります。
・E-KIZUNA Projectの推進に向けて、日産自動車株式
　会社、富士重工株式会社、三菱自動車株式会社と「E-
　KIZUNA Project協定」を締結しました。また、当初
　は、H23年度に10自治体程度で開催を予定していた
　E-KIZUNAサミットを、20自治体＋10企業首脳の参
　加にるサミット・フォーラムとして、H22年4月開催
　に拡大・前倒しに取り組みました。

・平成24年度末までに、市域における次世代自動車の台数6,000台を12,000台にします。
・平成24年度末までに、市の公用車への次世代自動車の導入率を76.1％にし、平成25年度末
　には100％にすることを目指します。
・上記に加え「E-KIZUNA Project」（注１）などの推進により、次世代自動車の普及促進を
　図り、自動車からのCO2を年間6万トン（さいたま市と同程度の面積の杉林が1年間に吸収す
　る量に相当）削減します。

H21 H22 H23

・E-KIZUNA Projectの一環として、各区にEVによる「青色防犯パト
　ロールカー」を導入したことにより、見せる効果として、犯罪予防
　効果、住宅街における静穏確保などが期待できます。

・「E-KIZUNA Project協定」の締結による民間事業者との連携に
　より、充電セーフティネットの構築が促進され、行政がコストを抑
　えつつ、EV充電設備を普及拡大することが可能となります。

・天然ガス自動車については、充填設備の普及が進まないため、
　補助申請件数の実績が伸びない状況です。
・率先導入の対象としていた軽自動車のハイブリッド車が製造中
　止になりました。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・公用車への次世代自動車導入は、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ﾊﾞｲﾌｭｰｴﾙ車や電気自動車の発売、軽自動車のﾊｲ
　ﾌﾞﾘｯﾄﾞ車製造中止などの最新動向を踏まえ、適宜調整しつつ目標達成に努めます。
・区役所等市内公共施設10か所に電気自動車用充電設備を設置します（平成22年度）
・EVの導入や充電設備の設置に対する補助制度を施行します（平成22年度）

市の率先導入
（公用車819台、導入台数
134台、導入率16.4％）

次世代自動車
導入補助金

充電セーフティネット
の構築

EV優遇策の実施

達 成 度
進捗度 加点･減点

８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。また、EV優遇策の実施に向
　けたE-KIZUNA Projectの推進及びサ
　ミット構想の実現に向けた取組内容を
　評価し加点。

⑤ 評価理由

事業費（千円） 37,835

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）

ＥＶを補助対象に追加

導入台数　163台
(累計 ： 614台)
導入率 76.1%

導入台数　178台
(累計 ： 451台)
導入率　55.9%

導入台数　105台
(累計 ： 273台)
導入率　33.8%

導入台数 38台
(累計 ：  168台)
導入率　20.8%

天然ガス車
・ハイブリッド車が補助対象

自治体

大型商業施設

コンビニ、スーパー等 輸配送事業者

電力会社

地元自動車販売店

さいたま市EVメーカー

【推進体制イメージ】

（5月）ＥＶを補助対象に追加
天然ガス車・ハイブリッド車
を補助対象として５件実施

（4月）E-KIZUNAサミットから
国交相へ高速料金優遇を提言

'09.11 日産自動車
　志賀俊之日産自動車
　代表取締役社長と

'09.12 富士重工業
　小松煕富士重工業
　代表取締役副社長と

'10.01三菱自動車工業
　益子修三菱自動車工業
　代表取締役社長と

協定の締結

導入台数　105台
(累計 ： 270台)
導入率　33.9%

導入台数　163台
(累計 ： 614台)
導入率 76.1%

導入台数　178台
(累計 ： 451台)
導入率　55.9%

（4月）第1回E-KIZUNAサミット
・フォーラム開催

導入台数 31台（累計：165台)
公用車797台(減車22台)

導入率 20.7%



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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
・

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　企画調整課　新都心整備対策室　（問合せ先：048-829-1041）
　　　　　政策局　政策企画部　企画調整課　　　　　　　　　　（問合せ先：048-829-1035）

事業費（千円） 0

サッカープラザ白紙撤回・
新たな導入機能の決定

・市導入機能については、検討委員会の報告を踏まえるとともに、「（仮称）子ども総合センター」との機
　能分担など、具体化に向けた検討を進め、街区整備事業の進捗に合わせて、新たな導入機能を決定
　します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

　　　－

　　　－
　（課題）

・新たな導入機能の決定については、街区整備事業の進捗に
　合わせる必要がある。

・サッカープラザに替わる新たな導入機能については、
　平成21年7月から、WEBアンケートや市民等の意見
　を取り入れながら、4回にわたり市民や有識者の方々
　からなる検討委員会で検討し、その結果、8月に子ど
　もの遊びと学びをテーマにした、世代間・異年齢交流
　のための「子ども・多世代ふれあい広場」が最もふさ
　わしいとの報告を受けました。「（仮称）子ども総合
　センター」との適切な役割分担を図るため庁内調整を
　行いつつ、具体化に向けた検討を進めました。
・さいたま新都心街区整備事業自体が、「事業環境の悪
　化に伴い、当初計画どおりの事業継続は困難」との民
　間事業者の申し出に基づき、平成21年12月に関係者
　間で「平成22年7月25日まで」の協議期間を設定
　し、事業継続に向けた協議を行うこととなった。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点ｂ →
⑤ 評価理由

・新たな導入機能の決定には至らなか
　ったものの、さいたま新都心の街区
　整備事業自体の「当初計画どおりの
　事業継続は困難」との民間事業者の
　申し出を踏まえ、「ｂ」と判断。

サッカープラザは、さいたま新都心第８－１Ａ街
区内の市有地の有効活用を図るため、等価交換
により公共床を取得し、整備することとしていま
す。
平成20年12月に整備方針を策定し、設計業務
の着手等を行い、整備に向けた検討を進めてい
ます。

新たな導入機能案を検討するため設置した、市民参加の検討委員会からの報告を踏まえ、
関係者間において協議・調整を行い、導入機能を決定します。

ｻｯｶｰﾌﾟﾗｻﾞ白紙撤回・新た
な導入機能の決定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・さいたま新都心のサッカープラザ計画は白紙撤回し、平成21年度中に、より
　市民の暮らしや生活に密着し、かつ、にぎわいの創出が図れるような導入機
　能を決定します。

H21 H22 H23

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）

【さいたま新都心第８－１Ａ街区】

さいたま新都心公共公益施設導入機能検討
委員会より検討結果答申（Ｈ２１．8／21）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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）

加点･減点
８点b

・住民組織が主体となって計画した路線を試行的に運行し、検討
　委員会で検証することで、自ら育て、維持する地域交通を目指
　しました。

　　　－

・一義的に住民組織が運行計画を策定する仕組みとしていること
　から、市からのサポートのあり方が今後の課題である。

事業（千円） 3,547

・平成22年度に、「コミュニティバス等導入ガイドライン」の素案内容を実証実験やアンケート
　調査で検証し、年度内に同ガイドラインを策定することにより、平成23年度からの運用を目
　指します。

路線バスを補完するため、西区、見沼区、桜区、
南区、北区、岩槻区の6区でコミュニティバスを運
行しています。

コミュニティバスの対象地域、運行ルートなどの課題等を整理し、多様な地域ニーズに対応
できるようにコミュニティバスの路線を再検討します。
委員会での路線等の検討に当たっては、市民アンケートを実施するなど、市民の意見を取り
入れていきます。

検討委員会の設置

路線等の検討・公表

　●
　8月

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　　都市局　都市計画部　都市交通課 （問合せ先：048-829-1054）

H24

・平成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」を設置します。
・平成22年度末までに、委員会での検討内容をまとめ、市民に公表します。

H21 H22 H23

達 成 度
進捗度

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

・平成２１年８月に、市民代表、バス・タクシー事業
　者、行政からなる「コミュニティバス等検討委員会」
　を設置し、今後の地域交通のあり方を検討するこ
　とにしました。
・委員会では、市内の交通空白地区や不便地区等を把握
　し、現行のコミュニティバスの課題を整理したうえ
　で、市民・事業者・行政の３者がそれぞれの役割を担
　い、協働による運行の実現を可能とする「コミュニ
　ティバス等導入ガイドライン」を策定することになり
　ました。
・平成２１年度は、委員会を４回開催するなかで、同ガ
　イドラインの素案をまとめました。

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。さらに、路線の検討
　には、他の自治体では例の少ない
　住民組織が主体の計画立案を
　可能としていることから加点。

検討委員会の設置 　●
　8月

【参考】平成２１年度決算額（バス運行経費補助）：
179,999,663円

　　　　　　　　

路線等の検討・公表

H24

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)

【コミュニティバス】

　（コミュニティバス等導入ガイドライン素案）

・コミュニティバス等のあり方
（１）市民が主体となり検討する体制を
　　 明確に
（２）導入コンセプトやサービス方針を
　　 明確に
（３）運行の導入・改善・廃止に関する
　　 基準を明確に

・ガイドラインに基づく検討体制
市民（地域の方々）、市、事業者の三者
による協働の下、コミュニティバス等の
導入・改善・廃止の協議の場として(仮
称）地域交通検討会議を設置し、検討
を進めます。



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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　　市民・スポーツ文化局　スポーツ文化部　文化振興課　（問合せ先：048-829-1226）

(注１)一般財源ベースとは、事業費から国庫支出金・市債などの特定財源を除き、市税等の一般財源（使途が特定されず、
　　　　どのような経費にも使用することができる財源）で負担する額を算出したもの。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

検討委員会の設置・予算
配分の検討

H24

・平成22年度末までに、建設事業費における1％（一般財源ベース（注1））を
　文化・芸術事業に充てる仕組みをつくります。

H21 H22 H23

文化芸術事業の実施

「さいたま市美術展覧会」、「国際漫画フェスティ
バル」、「スポーツ文学賞」などのほか、 咲いたま
つりではオーディション形式の音楽イベント「ＴＨ
Ｅ登竜門」を実施しています。
建設事業費の一部を、文化・芸術に関する事業
に配分する仕組みはありません。

平成21年度中に、文化・芸術関係有識者による検討委員会を設置し、若手アーティストの登
竜門となるようなコンテスト形式等の文化・芸術事業について検討します。
平成22年度末までに、予算配分の仕組みを構築し、平成23年度から新たな文化・芸術事業を
実施します。

・文化・芸術まちづくり創造事業を実施するために必要な事項を検
　討する外部委員会の設置に向けて、平成２２年３月にさいたま市
　文化・芸術まちづくり創造事業検討委員会設置要綱を制定しまし
　た。
・さいたま市文化・芸術まちづくり創造事業検討委員会設置要綱を
　制定したものの、委員の選定や文化・芸術事業についての検討が
　開始に至らなかった。

・市民協働の観点から、検討委員会委員のうち2名を市民から公募
　することとし、事業実施に向けて共に検討をしていきます。

　　　－

・文化・芸術の街づくりに配分する建設事業費における１％を担保
　する仕組づくり、民間（市民）からの寄付についての仕組づくり
　及び（仮称）文化芸術都市創造条例との整理が必要である。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・平成22年度は検討委員会を３回開催し、若手アーティストの登竜門となるようなコンテス
　ト形式等の文化・芸術事業について検討します。
・平成22年度末までに、予算配分の仕組みを構築し、平成23年度から新たな文化・芸術事業
  を実施します。

文化芸術事業の実施

検討委員会の設置・予算
配分の検討

(3月)要綱の制定

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点C →
⑤ 評価理由

・委員の選定が遅延、文化・芸術事業
　については検討が未実施であること
　から、「ｃ」と判断。

事業費（千円） 0

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）

 ◎主な芸術文化イベント事業

（１）公募、選考、表彰等のあるもの
　スポーツ文学賞、さいたま市美術展、さいたま市民
　文芸、さいたま市民漫画展、ユーモアフォトコンテスト

（２）舞台で披露するもの
　さいたま市民音楽祭、子ども文化祭



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-1　公園の芝生化》
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）

事業費（千円） 7,329

所管課　　都市局　都市計画部 都市公園課　（問合せ先：048-829-1420）

H24

・平成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14公園増や
し、26公園とします。

H21 H22 H23

3公園
（累計：21公園）

5公園
（累計：26公園）

3公園
（累計：18公園）

市民協働による管理

良好に管理されている芝生広場がある公園
は、12公園となっています。
　うねうね公園、きたまちしましま公園、
　番場公園（北区）
　荒川彩湖公園、桜草公園（桜区）
　合併記念見沼公園（大宮区）
　大崎公園、さぎ山公園、見沼自然公園、
　見沼氷川公園（緑区）
　岩槻城址公園、岩槻文化公園（岩槻区）

近隣公園など、身近な公園（注1）の芝生化を推進します。
芝生の管理については、市民協働による管理を検討し、管理費の軽減を図ります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

身近な公園の芝生整備

管理費の軽減
検討

3公園
（累計：15公園）

（注1）身近な公園とは、街区公園、近隣公園、地区公園で、それぞれ次のような公園。
・近隣公園とは、半径500m程度の街区に居住する人々を対象とする2haを標準とする公園。（市内整備数：31公園）
・地区公園とは、半径1km程度の街区に居住する人々を対象とする4haを標準とする公園。（市内整備数：4公園）

・平成２１年度は３公園の芝生化を予定していました
　が、積極的に芝生化に努めた結果、4公園を芝生化し、
　16公園となりました。
・管理費の軽減を図る市民協働による芝生管理について
　は、現在、地域住民の協力を得る方法など検討をして
　います。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標である
　３公園を上回る４公園を芝生化
　したので、「a」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点a →

　　　ー

・芝生の中でも、比較的、手間のかからない芝（野芝等）を選択し、
　管理費の節減に配慮しました。

・市民協働による芝生管理が今後の課題です。

・平成２２年度以降は、当初事業計画（工程表）どおり芝生整備し、市民協働による芝生管
　理についても、課題整理の上、実施します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

　　　　　　　　

５公園
（２７公園）

管理費の軽減 検討 試行
実施/市民協働による

実施

身近な公園の芝生整備 ４公園
（累計：１６公園）

３公園
（累計：１９公園）

３公園
（累計：２２公園）

【合併記念見沼公園（大宮区）】

48　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。（４年以内）

三番関公園 見沼 245 野芝

稲荷台公園 見沼 936
野芝改良種
筑波グリーン

大谷口公園 南 341 野芝

田島東公園 桜 563
野芝改良種
TM-9

区
芝生面積
（㎡）

公園名 種別

【平成２１年度芝生化公園】



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-2　学校の芝生化》
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）

・

（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）

※スプリンクラー設置費用を除いたグラウンド改修費の額

事業費（千円） 57,914

グラウンド改修の一環として、排水・散水設
備整備、遊具改修などに併せて毎年度１校程
度の芝生化を行っており、小学校6校で実施
しています。
　つばさ小（北区）、大宮小（大宮区）
　神田小（桜区）、岸町小（浦和区）
　谷田小（南区）、三室小（緑区）

校庭の改修に併せて芝生化を実施します。
芝生化の場所については、グラウンドに限らず、中庭など学校敷地内全体を対象とします。
芝生維持管理システムについては、保護者や周辺住民の協働による維持管理や民間企業のボ
ランティアによる技術支援などを検討し、管理費の軽減を図ります。

校庭等芝生化工事

芝生維持管理システム
の構築 検討

5校
（累計：20校）

1校
（累計：7校）

4校
（累計：11校）

芝生維持管理システム
による管理

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　　教育委員会　管理部　学校施設課　（問合せ先：048-829-1636）　

H24

・平成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校とします。
・平成22年度末までに、市民との協働や民間企業からの技術支援などの地域社会との連携に
　よる芝生維持管理システムを構築します。

H21 H22 H23

4校
(累計：15校）

構築

・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 →

⑤ 評価理由

・芝生化する場所をグラウンドに限らず中庭など敷地全体を対象とすることで、芝生化する
　学校を増やします。また、維持管理費の縮減に向けてシステムの構築を行います。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

校庭等芝生化工事 1校
（累計：7校）

4校
（累計：11校）

4校
(累計：15校）

・教職員や地元住民によって維持管理業務の一部を行うことで
　費用を抑えました。

・整備費や維持管理費が掛かること、芝生を良好な状態に保つ
　ために専門的な技術が必要なこと、芝生養生期間に学校行事
　などの活動が制限されること等の課題があります。

・環境への負荷低減に役立ち、また、環境教育の教材とし
　て活用できるように、学校の芝生化を進め、平成２１年
　度は、蓮沼小学校にて事業を実施しました。
　＜現在までの芝生化実施校＞
　つばさ小（北区）、大宮小（大宮区）、
　蓮沼小（見沼区）神田小（桜区）、岸町小（浦和区）
　谷田小（南区）、三室小（緑区）
　※大宮小は芝生の損傷が著しく回復が見込めない
　　ことから芝生を撤去しました。
・管理費の軽減を図る市民協働による芝生管理について
　は、現在、地域住民の協力を得る方法など検討をして
　います。

5校
（累計：20校）

芝生維持管理システム
の構築 検討 構築

芝生維持管理システム
による管理

【谷田小学校（南区）】

【蓮沼小学校（見沼区）】

48　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。（4年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-3　保育園の芝生化》
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）

事業費（千円） 840

29園
（累計：62園）

芝生維持管理システム
の構築 検討 構築

芝生維持管理システム
による管理

園庭等芝生化工事 3園
（累計：3園)

10園
（累計：13園）

20園
（累計：33園）

H21（実績） H22 H23 H24

平成21年3月末現在は、園庭の芝生化は行っ
ていません。
平成21年度は、公立保育園の園庭芝生化を3
園で実施しています。
　白幡保育園（南区）
　東大成保育園（北区）
　七里東保育園（見沼区）

身近な緑を創出し、環境教育の一助となるように園庭の芝生化を行います。
園庭の芝生化については、園庭の2分の1程度を基準とします。
芝生維持管理システムについては、保護者や周辺住民の協働による維持管理や民間企業のボ
ランティアによる技術支援などを検討し、管理費の軽減を図ります。

3園
（累計：3園)

10園
（累計：13園）

芝生維持管理システム
による管理

所管課　　子ども未来局 保育部　保育課　保育環境整備室 （問合せ先：048-829-1868）

園庭等芝生化工事

芝生維持管理システムの
構築 検討

H24

・平成24年度末までに、すべての公立保育園（62園）の園庭を芝生化します。
・平成22年度末までに、市民との協働や民間企業からの技術支援などの地域社会
　との連携による芝生維持管理システムを構築します。

H21 H22 H23

20園
（累計：33園）

構築

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

29園
（累計：62園）

→

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。

・芝の植え付けや生育観察による、園児の情操教育や環境教
　育に取り組みました。

　　　－

・芝生の維持管理には費用・労力の負担がかかるため、地域
　社会との連携による芝生維持管理システムの構築を検討し
　ています。

・先行3園の実績を考慮し、残る59園についても平成24年度までに順次芝生化を実施し
　ます。また、芝生の維持管理システムを構築します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・公立保育園の園庭芝生化を3園で実施しました。
　　白幡保育園（南区）
　　東大成保育園（北区）
　　七里東保育園（見沼区）
・管理費の軽減を図る市民協働による芝生管理について
　は、現在、地域住民の協力を得る方法など検討をして
　います。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b

【七里東保育園（見沼区）】

【園児による芝の植え付けの様子】

48　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。（4年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-4　学校の緑のカーテン》
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）

・

（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）

緑のカーテンの基本的な育成方法については、マニュアルを作成して各学校で講習会を行い
ます。
各学校ごとにアイデアや特色を生かした取組を行い、すべての市立学校を対象とした(仮称)
緑のカーテンコンテストを実施します。

緑のカーテン事業については、環境教育や省
エネルギー活動の一環として、小学校4校で
実施しています。
 大宮南小(大宮区)、下落合小(中央区)
 常盤小(浦和区)、城南小(岩槻区)

・各区１校、計１０校の小学校にて実施済みです。
　＜実施校＞※下線は21年度からの実施校
　植水小（西区）、日進北小（北区）、大宮南小（大宮
　区）、七里小（見沼区）、下落合小（中央区）、大久
　保小（桜区）、常盤小（浦和区）、向小（南区）、原
　山小（緑区）、和土小（岩槻区）

・緑のカーテン簡易マニュアルを作成するとともに、
　学校ごとに専門業者による設置指導を行いました。

・「へちま」や「きゅうり」を育てるなど、環境教育
　の教材として緑のカーテンを活用しました。

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。

・設置を学校教職員によって行うことで費用の縮減を行いました。

・日照条件や校舎の構造上ネットの設置場所が限られます。
　また、学校によっては、施設改修工事等により設置できない
　年度があります。

・平成２２年度以降も工程表に基づき全校整備に向けて取り組みます。

（仮称）緑のカーテンコンテス
トの実施

コンテストの実施方法
について検討

　

小42校、中19校、高4校、特支1校
（小103校、中57校、高4校、特支2校）

小学校6校
（累計：小10校）

小20校、中19校、特支1校
（小30校、中19校、特支1校）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

緑のカーテン設置

取組への支援（マニュアルの
作成、講習会の実施）

所管課　　教育委員会　管理部　学校施設課　（問合せ先：048-829-1636）　

(注1)すべての市立学校とは、平成24年度に開校予定の小学校1校及び特別支援学校1校を含む小学校103校、中学校57
　　　校、高等学校4校、特別支援学校2校。

コンテストの実施

H24

・平成24年度末までに、すべての市立学校（注1）で緑のカーテン事業を実施
　します。

H21 H22 H23

小31校、中19校
（小61校、中38校、特支1校）

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

小42校、中19校、高4校、特支1校
（小103校、中57校、高4校、特支2校）

取組への支援（マニュアル
の作成、講習会の実施） 　

緑のカーテン設置 小学校6校
（累計：小10校）

小20校、中19校、特支1校
（小30校、中19校、特支1校）

小31校、中19校
（小61校、中38校、特支1校）

コンテストの実施（仮称）緑のカーテンコンテ
ストの実施

コンテストの実施方法
について検討

事業費（千円） 3,292

【下落合小学校（中央区）】

【七里小学校（見沼区）】

48　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。（4年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-5　公共施設・家庭の緑のカーテン》
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）

(仮称)緑のカーテン応援
団での取組

支援方法等の検討

応援団の結成
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公表

1,000家庭
（累計：2,000家庭）

公共施設での実施 １１か所 30か所
（累計：41か所）

30か所
（累計：71か所）

30か所
（累計：101か所）

家庭での取組 500家庭 500家庭
（累計：1,000家庭）

H24

・平成２２年度以降は、区役所に加え公民館や支所等で実施します。
・市民の身近な緑を増やすため、緑のカーテンに取り組む市民・民間企業を募集し、支援を行います。
　また、優良事例等をホームページ等で公表します。
・市民を対象とした「緑のカーテン講習会」を平成２２年度から毎年開催します。

・区役所の目立つ場所に緑のカーテンを設置し、多くの市民に潤い
　ある緑を体感していただいた。

・区役所職員が設営・育苗・維持管理を行い、実施に係る経費を
　縮減しました。

・緑のカーテンサポーターの登録件数を増やすには、広く市民に
　周知する必要があり、周知方法に工夫が必要です。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23

・公共施設では、１０区役所及び市役所議会棟で職員に
　より緑のカーテン事業を実施するとともに、平成２２
　年度以降の年次計画を策定しました。
・マニュアルの配布など支援方法の検討を行い、緑の
　カーテンサポーター（緑のカーテン応援団を改名）の
　募集準備をしました。
・サポーター以外の取組として、講習会開催に向けた
　準備を行いました。

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 加点･減点

７点b →

所管課　　都市局　都市計画部　みどり推進課　（問合せ先：048-829-1423）

緑のカーテン事業は、10区役所のほか、小学
校、保育園など一部の公共施設で実施していま
す。

公共施設については、施設職員により整備します。
緑のカーテンに取り組む市民・民間企業を募集し、(仮称)緑のカーテン応援団を結成し、会
員へゴーヤ等の種や育て方マニュアルの配布を行います。
応援団の取組を、ホームページ等により公表します。
会員以外の市民も参加できる講習会を毎年開催し、身近な緑の重要性等についての啓発に努
めるとともに、参加者にゴーヤの苗やネットなどを配布します。

公共施設での実施

(仮称)緑のカーテン応援
団での取組

支援方法等の検討

30か所
（累計：100か所）

10か所 30か所
（累計：40か所）

ホームページでの公表

1,000家庭
（累計：2,000家庭）

会員以外の取組

支援方法等の検討 講習会の開催

H24

・平成24年度末までに、緑のカーテン事業を実施する身近な公共施設を100か所に増やしま
　す。
・平成24年度末までに、緑のカーテンづくりに取り組む家庭を2,000家庭にします。

H21 H22 H23

30か所
（累計：70か所）

応援団の結成

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

家庭での取組 500家庭 500家庭
（累計：1,000家庭）

会員以外の取組

支援方法等の検討 講習会の開催

事業費（千円） 1,296

【桜区役所（桜区）】

【緑のカーテンサポーターの募集要領】

 サポーター登録をすると

①ゴーヤの種（市民のみ。なくなり次第終了

②サポーター証

③ゴーヤの育て方の手引き

　をプレゼントします。

　また、講習会のご案内等の情報提供をいたし
ます。写真等をご提供いただければ、市のホー

ムページで紹介します。

緑のカーテンサポーターを募集します
　
　
　
                           　　 　○対象　市内在住の方
及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　び市内の企業

48　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-6　公共施設の緑化》
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）

H24

既存施設の調査、実施箇
所・手法の検討

公共施設の屋上緑化・壁
面緑化

１施設

未利用市有地の緑化 未利用市有地の調査・検討・
選定 緑地化の実施

8施設以上

 ・既存の公共施設を緑化するに当たっては、施設保全の観点から
　施工方法の検討や耐震工事の実施時期を踏まえた施設の選定
  が必要となります。

公共施設緑化マニュアル
の改訂 平成２２年３月改訂

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

・平成２２年度は関係課と連携・調整し、屋上緑化・壁面緑化する既存施設を選定しま
  す。
・公共施設緑化マニュアルに即し、屋上緑化・壁面緑化を施した公共施設を整備します。
・平成２２年度は未利用市有地の位置・規模等を踏まえ、緑化候補地を選定します。

・市が率先して緑を創出し先導的な役割を果すため、平
　成２２年３月に公共施設緑化マニュアルを改訂しまし
　た。
・既存の公共施設のデータを収集し、緑化手法のあり方
　の検討を行いました。
・公共施設の屋上緑化・壁面緑化については、桜木小学
　校〔屋上〕約１１２㎡を緑化しました。
・未利用市有地のデータを収集し、緑地化する候補地の
　調査を行いました。

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 加点･減点

７点b →

所管課　　都市局　都市計画部　みどり推進課　（問合せ先：048-829-1423）
　　　　　財政局　財政部 用地管財課

公共施設緑化マニュアル
の改訂

公共施設の屋上緑化・壁
面緑化

既存施設の調査、実施箇
所・手法の検討

H24

・平成24年度末までに、8施設以上の公共施設の屋上緑化・壁面緑化を実施します。
・平成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
　し、平成24年度末までに、選定した市有地の緑地化を実施します。

H21 H22 H23

建築物や公園施設等の公共施設の整備に当
たっては、緑の量的基準や質的基準を示した
公共施設緑化マニュアルに即して整備を行っ
ています。
平成20年度は、2か所の屋上緑化・壁面緑化
の施工を行い、現在27か所の公共施設が緑化
されています。
　市民医療センター（西区）
　つばさ小学校（北区）

公共施設緑化マニュアルを改訂し、建築物の緑化面積の拡大などを行います。
新規に建設される公共施設については、全て、屋上緑化又は壁面緑化の整備を実施します。
未緑化の既存施設についても、屋上緑化又は壁面緑化の整備を実施します。
未利用市有地の調査・検討を行い、適地を緑地化します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

未利用市有地の緑化 未利用市有地の調査・検討・
選定 緑地化の実施

8施設以上

・市民や事業者にも広く周知を図るため、公共施設緑化マニュア
　ルを市ホームページに掲載しました。

H22 H23

事業費（千円） 5,249

　　　－

【屋上緑化（コムナーレ）】

【壁面緑化（スーパーアリーナ）】

【屋上緑化（桜木小学校】

【公共施設緑化マニュアルの目的】
　市が行うべき敷地内の緑地の保全及び緑
化に関して必要な事項を定めることにより、
緑にあふれる快適な市民サービスを提供で
きる公共施設づくりをめざす。また、ヒートア
イランド現象等を解消し、さいたま市の都市
環境を改善、向上させるまちづくりの先導的
役割を果たす。

48　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-7　民間建築物の緑化》
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）
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

建築物緑化助成事業の制
度拡充

建築物緑化助成事業によ
る緑化創出

H24

・平成24年度末までに、創出される緑化面積を1,400㎡増やします。

H21 H22 H23

平成20年7月から、駅を中心におおむね半径
500ｍの地域内の建築物又は敷地面積3,000㎡
以上の建築物の屋上緑化・壁面緑化に助成す
る「建築物緑化助成事業」を実施しています。
平成20年度は、3件に対し助成を行い、138㎡の
緑地を創出しました。

平成21年10月までに、建築物緑化助成事業を市民にとって一層利用しやすい制度とするた
め、制度の拡充について検討を行います。
平成21年11月から、建築物緑化助成事業の助成対象区域を拡大し、制度の拡充を行います。

400㎡
（累積：1,400㎡）

400㎡
（累積：600㎡）

400㎡
（累積：1,000㎡）

所管課　　都市局　都市計画部　みどり推進課　（問合せ先：048-829-1423）

200㎡

●
11月

新たな建築物緑化助成事
業による緑化創出

・建築物緑化助成事業の見直しを行い、平成２１年 １１
　月から対象区域を駅を中心とする概ね半径500ｍの
　範囲内から市街化区域全域の建築物まで拡大し、制
　度の拡充を図りました。
・建築物緑化助成事業による緑化創出については、４件
　の助成を行い、1,210㎡（旧制度29㎡、新制度1,181
   ㎡） の緑地が創出されました。
　（屋上緑化：1,189㎡、壁面緑化：21㎡）

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標である
　200㎡を上回る1210㎡を緑化
　できたので、「a」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

9点a →

・市ホームページ等による周知に加え、緑化イベント等の市民が
 集まる機会を利用し、建築物緑化助成制度の普及を図りました。

　　　－

・市民の制度の利用件数が未だ低いことから、さらに本制度の普
　及・啓発を図る必要があります。

・建築物緑化助成制度の周知を図り、平成２４年度までに創出される緑化面積を
　２，４１０㎡に増やします。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

建築物緑化助成事業の
制度拡充

　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　11月

建築物緑化助成事業によ
る緑化創出 　　　２９㎡

新たな建築物緑化助成事
業による緑化創出

　　　　　　　　　１，１８１㎡
　　　　　（累計１，２１０㎡）

400㎡
（累積：1,610㎡）

400㎡
（累積：2,010㎡）

事業費（千円） 2,779

400㎡
（累積：2,410㎡）

【屋上緑化助成事例（大宮区)】

48　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。（４年以内）

【民間建築物緑化の平成21年度実績】

建築物種別 緑化場所 緑化面積

1
店舗兼住宅 屋　上

２９．１２㎡

2 店舗兼住宅 屋　上 ４１．３０㎡

3 倉　　庫 屋　上 １，１１８．４４㎡

4 店　　舗 壁　面 ２１．４７㎡

１，２１０．３３㎡合　　　　　　計

助成単価又は助成割合 助成上限額
緑化重点地区内（市街化区
域や駅周辺地区などの先導
地区）の建築物
市内の大規模建築物（3,000
㎡以上の敷地の建築物）

対象金額
対象となる建築物 対象面積

屋上また
は壁面緑
化１０㎡
以上

２万円／㎡×対象緑化面
積又は対象経費の１／２
の少ない額

１００万円

【建築物緑化助成事業】



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《48-8　花と緑でいっぱい・区の花の制定》
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）

・

・

（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）

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） 1,462

  ●
区の花
公表　5月頃

(仮称)○○区 花と緑のま
ちづくり推進事業

「区の花」の制定 委員会の設置
区の花の選定

各区順次実施

(仮称)○○区 花と緑のまちづく
り推進事業の仕組みづくり

・駅・駅周辺及び主要な観光スポットなどを「花や緑」でいっぱいにする取組の準備が整った区
から順次、実施します。
・「区の花策定委員会」を早期に立ち上げ、平成２３年３月までに区の花を選定します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

　　　－

　　・調査の結果、プランター等の設置が困難な駅もあったことから
　　　活動場所や内容についての検討を要する。

　
　・花とみどりのまちづくり推進事業についての事業
　　の取組方針、区民等との協働についての仕組づく
　　り、また、区の花制定事業についての取組方針に
　　ついて、１０区共通した認識を図りました。
　・市内の駅や駅周辺における花とみどりのまちづく
　　り推進事業の活動場所について調査を実施しまし
　　た。
　・浦和区では、先行して平成２１年度から、区内の
　　浦和・北浦和・与野駅において、地域の人々、障
　　害者団体などの協働により、プランターに花植え
　　を行いました。

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

　
委員会の設置
区の花の選定

コミュニティ会議などが、駅周辺や駅前通り等に
おいて、フラワーポットやプランターに花を植える
活動を行っています。
「区の花」は、見沼区が平成20年度に制定（クマ
ガイソウ）しており、緑区では、平成22年度に制
定を予定しています。

平成22年度末までに、｢(仮称)○○区 花と緑のまちづくり推進事業」の仕組みづくりを行い
ます。
平成23年度から、｢(仮称)○○区 花と緑のまちづくり推進事業」を、全10区役所が区民・ボ
ランティア団体・コミュニティ会議・地元商店街・鉄道事業者などと協働して実施し、市内
全ての駅・駅周辺及び主要な観光スポットなどを「花や緑」でいっぱいにします。
平成22年度末までに、｢(仮称)区の花策定委員会｣を立ち上げ、区民投票などにより｢区の花｣
を選定し、平成23年5月頃に公表します。

　●
区の花
公表　5月頃

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

「区の花」の制定

(仮称)○○区 花と緑のまちづくり
推進事業の仕組みづくり

H24

・平成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などを区民等と協働して
「花や緑」でいっぱいにします。
・平成23年5月頃に、市制10周年を記念して、全10区役所において、区の緑化推進のシンボルフ
ラワーとして、「区の花」を発表します。

H21 H22 H23

(仮称)○○区 花と緑のま
ちづくり推進事業 各区順次実施

【北浦和駅前（浦和区）】

48　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

市民が憩える場所づくりプロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-1　見沼基本計画の策定》
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）

事業費（千円） 12,600

保全活動の実施

水と緑に親しむことができる
市民の憩いの場所の整備

市民協働による整備手法の
検討 1か所 1か所（累計2か所） 1か所（累計3か所）

斜面林の保全 市民協働による
保全手法の検討

市民協働による
保全手法の構築

アクションプランの策定

(仮称）見沼基本計画の策
定 自然環境調査の実施

・平成２２年度以降は、（仮称）見沼基本計画及びアクションプランを策定するとともに、
　毎年度、水と緑に親しむことができる市民の憩いの場所の整備を行い、併せて斜面林の市
　民協働による保全活動を実施します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・学識経験者、農業関係者等からなる「見沼グリーンプ
　ロジェクト懇話会」３回、庁内組織である「見沼グ
　リーンプロジェクト推進会議、実現化方策検討部会
　及び情報共有部会」を計１０回開催し、（仮称）見沼
　基本計画原案について検討しました。
・計画策定に合わせ、見沼たんぼの動植物の生息・
　生育環境等を把握するため、自然環境調査を実施
　しました。（4月～３月）
・市民との協働による斜面林の保全及び憩いの場所
　について、大和田緑地公園等でのボランティア活動
　事例を参考に、保全手法等について検討を行いまし
　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。

・（仮称）見沼基本計画に市民の意見を効率よく反映させるた
　めに、パブリックコメントに先だち、ワークショップを開催
　しました。

　　　－

・（仮称）見沼基本計画に基づくアクションプランにいかに実行力を
  持たせるかが課題です。

所管課　　都市局　都市計画部　みどり推進課　（問合せ先：048-829-1413）

１か所
（累計：3か所）

H24

・平成22年度末までに、見沼田んぼを農業生産の場として維持しつつ、市民が自然とふれあ
　い、憩える場所とするため、本市として初めて、見沼田んぼに関する各部門の諸施策を体
　系的に取りまとめた実効性のある（仮称）見沼基本計画を策定します。
・平成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を策定します。
・平成24年度末までに、見沼代用水と一体となった斜面林を開放し、散策路や休憩施設の整
　備を行うなど、水と緑に親しむことができる市民の憩いの場所を3か所整備します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

水と緑に親しむことができる
市民の憩いの場所の整備

市民協働による
整備手法の検討

１か所 １か所
（累計：2か所）

斜面林の保全 市民協働による
保全手法の構築 保全活動の実施

（仮称）見沼基本計画の策
定

アクションプランの策定

見沼田んぼは、首都近郊に残された貴重な大規
模緑地空間であり、田んぼや畑、斜面林など豊
かな自然が残り、多様な野生生物の生息の場で
もあります。
この地域の歴史はとても古く、独特の文化等が
継承されています。
この良好な環境を守るための有効な施策の整備
が課題となっています。

（仮称）見沼基本計画やアクションプランは、見沼田んぼ内の自然環境について詳細な調査
を行い、市民の声を十分に聞きながら策定します。
水と緑に親しむことができる市民が憩える場所の整備は、間伐材を使用するなど自然や環境
に配慮するとともに、コストダウンを図るため、市民の寄付や地元企業からの資材提供など
市民協働による整備手法についても検討します。
斜面林の保全は、ボランティア活動など市民との協働による保全手法を構築します。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

【見沼田んぼ】 見沼たんぼのこれからを考える
ワークショップ実施写真

49　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

市民が憩える場所づくりプロジェクト
しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-2　歴史的遺産･自然環境の活用》
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）

a
b
c
d

（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　　都市局　都市計画部　みどり推進課　　　（問合せ先：048-829-1413）

見沼田んぼには、農地や斜面林といった自然環境
や国指定史跡である見沼通船堀、國昌寺門（市指
定有形文化財）などの歴史的遺産が数多くありま
す。
見沼田んぼの良さを実感するビューポイントに東屋
（休憩所）を5か所設置するなど、市民が憩える場
所づくりを行っています。

見沼田んぼ内の憩える場所について、効果的な整備を行うため、市民によるワークショッ
プなどにより、休憩施設の設置場所等の選定や遊歩道の必要性について検討します。
休憩施設の整備は、コストダウンを図るため、市民の寄付や地元企業からの資材提供など
の市民協働による整備を検討します。
閘門の関枠などの修繕などを行い、文化財の保護に努めるとともに、文化財等への案内看
板の設置や簡易な休憩施設を設置し、心地よく見沼田んぼの歴史的遺産を巡れるようにし
ます。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟによる休憩施設
設置場所等の検討

文化財等への案内看板・
休憩施設設置

（注1）見沼通船堀の閘門（こうもん）とは、見沼代用水路と芝川との3メートルもの水位の違いを克服し、船
　　 　を通すために水位を調整する木製の関。

（注2）鈴木家住宅とは、見沼通船の船の差配を行った場所で、通船堀に付属する施設として国の史跡に指定さ
　　　 れている。

　　　　　教育委員会 生涯学習部　文化財保護課 （問合せ先：048-829-1723）　

ビューポイント等へ休憩
施設設置

2か所
（累計：3か所）

1か所

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成24年度末までに、市民が見沼田んぼの「歴史」や「豊かな自然環境」を感じ、憩える
　場所として見沼代用水や見沼通船堀沿いに休憩施設を5か所増やします。
・平成24年度末までに、見沼通船堀の閘門（注1）や鈴木家住宅（注2）の適切な保存を行う
　とともに、周辺の文化財への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
　の活用を図ります。

H21 H22 H23

2か所
（累計：5か所）

見沼通船堀の修繕

・市民協働で効果的な憩える場所の整備を行うため、
　ワークショップを企画立案し、市報３月号・ホーム
　ページ等で参加者の募集を行い、ワークショップの開
　催に向け準備を行いました。
・憩える場所の整備の一環として見沼田んぼの案内看板
　のリニューアル（4ヶ所）、案内標識の新設（10ヶ
　所）を行い、散策環境の快適性の向上に努めました。
・見沼通船堀を適切に管理するために、崩落した東縁や
　西縁堤塘を中心に修繕を実施したほか、鈴木家住宅の
　土留柵修繕、配水管整備、電気配線改修、四つ目垣修
　繕を終了しました。

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。

・文化庁と協議し、発掘調査を行い西縁堤塘修繕を実施しました。
　また閘門開閉実演を実施し、3,100名の方にご覧いただきました。

　　　－

・市民協働により、休憩施設の整備をいかに効果的に行えるかが
　課題となります。

・ワークショップでの意見やアイディアを反映させながら休憩施設の整備を行います。
・修繕を実施して史跡を良好に管理していくとともに、市民が心地よく見沼たんぼを巡れる
  ように、周辺の指定文化財への案内看板3基、簡易な休憩施設を設置します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

H21（実績） H22 H23 H24

ビューポイント等へ休憩
施設設置

1か所 ２か所（累計：３ヵ所） 2か所　（累計：５か所）

ワークショップによる休憩
施設設置場所等の検討 ワークショップ開催準備

文化財等への案内看板・
休憩施設設置

見沼通船堀の修繕
東縁・西縁堤塘修繕他

事業費（千円） 4,971

【東屋（休憩所イメージ）】

【見沼通船堀閘門（緑区）】 大崎公園・案内看板リニューアル

49　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。（４年以内）



しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-3　教育ファームの実施》
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）

　　　　　経済局　経済部　農業政策課　　　　　（問合せ先：048-829-1378）
　　　　　農業委員会事務局　農業振興課　　　　（問合せ先：048-829-1805）

事業費（千円） 0
所管課　　教育委員会 学校教育部　健康教育課　（問合せ先：048-829-1679）

小学校30校、中学校20校
（累計：小83校、中42校）

小学校19校、中学校15校
(累計：小102校、中57校)

小学校10校、中学校5校
（累計：小25校、中10校）

小学校5校、中学校10校
（累計：小30校、中20校）

市内全域での
教育ファームの実施 小学校12校、中学校5校

(累計：小30校、中5校）
小学校30校、中学校10校
（累計：小60校、中15校）

小学校30校、中学校20校
（累計：90校、中35校）

小学校12校、中学校22校
（累計：102校、中57校）

市内全域での
教育ファームの実施

小学校5校、中学校12校
（累計：小23校、中12校）

小学校30校、中学校10校
（累計：小53校、中22校）

H23 H24

見沼田んぼ内での
教育ファームの実施(注1)

（累計：小4校）
小学校11校、中学校5校
（累計：小15校、中5校）

小学校10校、中学校5校
（累計：小25校、中10校）

小学校5校、中学校10校
（累計：小30校、中20校）

見沼田んぼ内での
教育ファームの実施

小学校3校
（累計：小7校）

小学校8校、中学校5校
（累計：小15校、中5校）

H24
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21 H22 H23

・にっぽん食育推進事業（国）やみどりの学校ファーム事業（県）
　にも参加し、本事業との連携を図っています。

・事業を推進していくために、今後も、周辺の農業者や農業委員
　などの協力を得ていく必要があります。

農地の確保については、周辺の農業者へ支障とならないよう配慮して選定します。
農業委員などの協力を得ながら、農業指導員を確保し、教育ファームの実施を推進します。

・引き続き、研修会や説明会を開催して、学校教育ファームの意義を広めるとともに、地元農家
との連携を深め、農地の確保や協力の要請を行い、教育ファームを実施していきます。

・見沼田んぼ内の農地を活用して、小学校７校（仲本
　小、野田小、大牧小、芝原小、大砂土東小、大谷小、
　海老沼小）で学校教育ファームを実施しました。
・市内全域では、小学校23校、中学校12校、合計35
　校で学校教育ファームを実施しました。
・関係する課所や団体との連携を図るため、「学校教育
　ファーム推進協議会」を12月に設立するとともに、
　学校の取組を支援する「学校教育ファーム説明会」を
　開催しました。

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。

・平成24年度末までに、すべての市立小・中学校で、学校教育ファームを実施
　（見沼田んぼ内は、小・中学校あわせて50校）します。

学校教育ファームについては、小学校18校で
実施(見沼田んぼ内は、小学校4校)していま
す。
　植水小･指扇小(西区)
　三橋小（大宮区）
　与野南小･上落合小･下落合小（中央区)
　栄和小･大久保東小(桜区)
　仲本小･常盤北小･仲町小･高砂小･本太小
　(浦和区)
　文蔵小･辻小(南区)
　野田小･芝原小、大牧小(緑区)

・農作業を豊富に体験させることによって、農業と食への興味関心
　が高まっています。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

【農業体験事例】

49　見沼たんぼ、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。（4年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

市民が憩える場所づくりプロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-4　市民農園の整備》
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）

・

（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）

事業費（千円） 2,000

3か所
（累計：9か所）

市内での市民農園の開
設

7か所
（累計：43か所）

8か所
（累計：56か所）

8か所
（累計：64か所）

9か所
（累計：72か所）

見沼田んぼ内での市民
農園の開設

開設の検討・準備
農地の選定

3か所
（累計：6か所）

・見沼田んぼ内の市民農園開設に向けて、関係機関と連携しながら、開設手法や場所
　の選定等について検討を進めてまいります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23 H24

・利用者の募集にあたり、農園の場所を図示したマップを作成し、
　区役所等で配付を行いました。

・閉園した農園の杭・番号札・看板等を新規に開設する農園に再利
　用しました。

・土地所有者の事情により、閉園となる農園もあるため、既存の農
　園についても継続して利用できるような環境づくりが必要です。

　　　【新規農園開設事例】

・市民農園を市内７か所に新規開設しましたが、土地所
　有者の事情などにより、4か所の農園が閉園となった
　ため、累計では43か所となりました。
・市報や農情報ガイドブックにより市民農園のＰＲを図
　りました。
・市民農園に関する相談を受付けるとともに、現地調査
　や農園開設に向けた検討等を行いました。
・農園利用者を対象とした講習会を実施し、栽培技術や
　利用マナー等の指導を行いました。
・見沼田んぼ内の農園開設に向けて、関係機関との検討
　を行いました。

達 成 度
進捗度 加点･減点

4c →

・平成21年度の数値目標である市民農
　園の開設8か所に対し、実績が7か所
　であったため進捗度を「ｃ」と判断。

⑤ 評価理由

　　　　　農業委員会事務局　農業振興課　　　（問合せ先：048-829-1805）
　　　　　都市局　都市計画部　みどり推進課　（問合せ先：048-829-1413）

H24

・平成24年度末までに、見沼田んぼ内の市民農園を3か所から9か所に増やすとと
　もに、市内全域の市民農園を40か所から72か所に増やします。

H21 H22 H23

所管課　　経済局　経済部　農業政策課　　　　（問合せ先：048-829-1378）

8か所
（累計：48か所）

8か所
（累計：72か所）

3か所
（累計：9か所）

開設の検討・準備
農地の選定

8か所
（累計：64か所）

レクリエーションや自家用野菜の生産などを目的
として、都市住民が自然に親しみながら、農業体
験のできる市民農園については、市内40か所（見
沼田んぼ内は、3か所）で行われています。

農地所有者や周辺住民に対して、市民農園の開設に向けたＰＲを積極的に行います。
より身近で、地域ごとに特色のある市民農園の開設・運営について検討します。
農園の運営に際し、栽培技術の指導や農園の維持管理などの支援体制を構築します。
見沼田んぼ内においては、（仮称）見沼基本計画等との整合性や市民農園としての立地条件
などを考慮しながら、市有地などの有効利用を検討します。

3か所
（累計：6か所）

8か所
（累計：56か所）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

見沼田んぼ内での市民農
園の開設

市内での市民農園の開設

【市民農園】

49　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

市民が憩える場所づくりプロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-5　東宮下調節池の広場整備》
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）

・

（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）

事業費（千円） 209,541

　　　　　　　　

広場・調節池整備
工事 開設

用地買収・実施設計
用地買収・実施設計完了

・平成22年度より工事に着手し平成24年度末までに潤いと安らぎを感じられる安全に配慮し
　た親水広場を含む調節池として整備します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・掘削土の処分を再利用するなど、計画段階からコストの削減を踏
　まえた計画とし、常に費用対効果を意識して計画を進めています。

・平成２４年度末までに広場を開設するが、調節池を完成させるには
  一部の工事が残る。

・　東宮下調節池実施設計の策定
　　（設計概要）
　　調節池詳細設計、ポンプ施設詳
　　細設計、修景詳細設計

・　用地の取得完了
　　見沼区東宮下２丁目地内

・　全体の面積2.68ｈａ
　  (広場の面積0.43ｈａ、池の
　　面積0.9ｈａ、その他の面積
　　1.35ｈａ)

・東宮下調節池は、平成19年度より行っていた用地買収
　が平成21年度をもってすべて完了しました。整備計画
　を着実に実現するために、実施設計を行いました。
・平成22年度からの工事着手に向けて、準備を整えるこ
　とができました。

達 成 度
進捗度 加点･減点

　　　ー

７点b →
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。

所管課　　建設局　土木部　河川課　（問合せ先：048-829-1585）

平成19年度から、調節池事業用地(注1)の買収
を開始し、平成21年度に買収を完了する予定で
す。

平成21年度末までに、用地買収及び実施設計を完了します。
平成22年度から、工事に着手し、平成24年度末までに、市民が潤いと安らぎを感じられる、
安全に配慮した親水広場を含む調節池として整備します。

用地買収・実施設計

広場・調節池整備

(注1)調節地事業用地の面積は、26,000㎡。

開設工事

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

・平成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します。

H21 H22 H23

【東宮下調節池完成イメージパース】

49　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

市民が憩える場所づくりプロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《49-6　高沼用水路の整備》
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）

・
（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）

開設

７点b →

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

H24

・平成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か所整備します。

H21 H22 H23

整備工事

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

実施設計

所管課　　建設局　土木部　河川課　（問合せ先：048-829-1585）

憩える場所の整備

高沼用水路については、河川としての治水条件
を満たし、親水にも配慮した整備方針を策定して
います。市民が水と親しみ憩える場所の整備は
されていません。
高沼用水路整備事業全体の完了予定は、平成
37年となっています。(総延長8.4㎞)

治水条件を満たしつつ、高沼用水路の歴史性、文化性、環境を活かし、水と緑のネットワー
ク軸として、水辺の歩行環境を用地買収を行わずに整備します。
市民参加による川づくりを通じて、市民が水と親しみ憩える場所を整備します。

・地元団体の勉強会に出席するなどして、基本計画の説明などを行
　いました。

・新たに土地を確保しないで整備する計画とするなど、コストのかか
　らない計画としました。

・地元との協働を図りながら、いかに多くの市民が水と親しみ憩える
　場所となるよう実施設計を行うことが必要です。

（事業計画の策定）
・高沼用水路を７つの区間（総延長
　８２３７ｍ）に分けた。
・公園施設と隣接する一部区間にお
　いては、一体整備する計画とし
　た。
・新たな支出が生じないよう、既存
　の水路敷地幅を超えない幅員で計
　画した。
・全区域において、管理用通路を設
　置する計画とした。

・ 平成21年度におきましては、治水を優先しながらも環境に
　配慮し、地元要望を取り入れた憩える場所の整備に関する事
　業計画の策定を実施設計に先立ち、行いました。

・平成22年度以降は、実施設計を行い、平成23年度からは、地元との協働を図りながら、計
  画を立て、準備を進める。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

2箇所開設
憩える場所の整備

事業計画の策定 実施設計 整備工事

　　　　　　　　

事業費（千円） 0

【高沼用水路完成イメージパース】

49　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。（４年以内）



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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）

・先進市の指定に係る統計的資料等を基にあり方を検討すること
　で、市民が客観的に判断しやすく分かりやすいものとなるよう
　取り組みました。

・既存調査で作成した有効活用できるデータについては、作業の効
　率化、経費の削減のため、積極的に利用しました。

・高度地区を適用する対象地区について、十分に検討する必要が
　あります。

事業費（千円） 0

【高度地区の運用のあり方】

高度地区による高さ制限は、導入していません。
建築物の高さの制限は、用途地域等による制限
(注2)や地区計画（注3)による制限（27地区）で行っ
ています。

平成21年度に、高度地区のあり方の検討を行います。
平成22・23年度に、市内の建築物の現況を把握し、高さ制限を行う対象地区や高さの制限値
の検討を行い、高度地区指定(案)を策定します。
平成24年度に、市民等に対して説明会を実施するなど、指定(案)についての周知・理解を
図った上で都市計画決定を行います。

所管課　　都市局　都市計画部　都市計画課　（問合せ先：048-829-1409）

H24

・平成24年度末までに、住居系用途地域に高度地区（注1）の指定を行います。

H21 H22 H23

達 成 度
進捗度

(注2)用途地域等による制限とは、低層住居専用地域や風致地区における絶対高さの制限などをいう。さいたま
　　 市では、建築物の高さを、第1種低層住居専用地域は10m、第2種低層住居専用地域は10m又は12m、風致地
     区は、12mに制限している。

・平成24年度末までに高度地区の指定を行うために、平
　成21年度は、高度地区に関連する庁内の11課で構成
　する検討委員会を設置し、さいたま市における高度地
　区のあり方について検討しました。
・高度地区の指定にあたっては、良好な住環境や景観を
  保全すべき観点から、住居系用途地域から先行して指
  定の検討を進めていきます。
・高度地区の検討については、都市計画マスタープラン
　の改定に向けて組織されている「コンパクトなまちづ
　くりに対応した土地利用検討委員会」の方向性と関連
　が深いため、両委員会での情報を共有しながら進め
　ています。

・コンパクトなまちづくりを実現す
るため、高度地区及び防火地域・準
防火地域を積極的に運用する。

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。

・平成22・23年度においては市内の建築物の現況を把握し、高度地区を適用する対象地区の検討
　等を行い高度地区の指定基準の検討及び都市計画案を作成します。平成24年度には、説明会等
　により都市計画案についての周知・理解を図り、都市計画決定を行います。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

高度地区指定案の策定

(注3)地区計画とは、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと
     誘導していく制度。まちの目指すべき将来像を定める「地区計画の方針」と建物の高さや用途など、建物
     の建て方などの具体的なルールを定める「地区整備計画」から構成される。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

説明会・都市計画決定

高度地区指定のあり方の
検討

(注1)高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持したり、高度な土地利用を促すため、建築物の高
　　 さの最高限度又は最低限度を定める地区。

H21（実績） H22 H23 H24

高度地区指定案の策定 高度地区指定基準の検
討、建物現況等調査

指定地区の検討、制限値設定、
既存不適格状況分析、都市計画

案作成

高度地区指定のあり方
の検討

説明会・都市計画決定

加点･減点
７点b →

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）

【高さ制限のイメージ】



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《51-1　都市公園の整備》
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）

・

（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）

事業費（千円） 344,595

都市公園の適正な配置･整備に向けて、公園の不
足する地域を重点に「歩いて行ける身近な公園」
の整備を進めています。
公園が不足している地域は、20.3％となっていま
す。

（注2）身近な公園の不足する地域とは、街区公園が半径約250m以内に、近隣公園が半径約500m以内に、地区公園
       が半径約1km以内に、いずれも整備されていない地域。

所管課　　都市局　都市計画部　都市公園課　（問合せ先：048-829-1420）

15.60%18.40%

（注1）身近な公園とは、街区公園、近隣公園、地区公園で、それぞれ次のような公園。
・街区公園とは、半径250m程度の街区に居住する人々を対象とする0.25haを標準とする公園。（市内整備数：713公園）

・近隣公園とは、半径500m程度の街区に居住する人々を対象とする2haを標準とする公園。（市内整備数：31公園）
・地区公園とは、半径1km程度の街区に居住する人々を対象とする4haを標準とする公園。（市内整備数：4公園）

2か所
（累計：4か所）

H24

・平成24年度末までに、身近な公園（注1）を15か所増やし、身近な公園の不足
　する地域（注2）を20.3％から13.2％にします。

H21 H22 H23

6か所
（累計：10か所）

身近な公園が不足する地
域

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

19.35%

2か所

都市公園の適正配置に向け、借地公園制度や河川占用による公園整備、市有未利用地の活用
など、様々な整備手法を用いて、公園が不足している地域の整備を重点的に進めます。

身近な公園の整備 5か所
（累計：15か所）

13.20%

・平成21年度は、田島東公園（桜区）、大谷口公園
  （南区）、北袋ふれあい公園（大宮区）、稲荷台公園
　（見沼区）、裏小路公園（岩槻区）の5公園を新規に
　開設しました。
・都市公園の適正配置に向け、公園が不足している地域
　の整備を重点的に進めた結果、公園が不足している地
　域は、19.35％から18.3％になりました。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標である
　２公園を上回る５公園を整備し、
　身近な公園の不足する地域を
　19.35%から18.3%にしたので、
　「a」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点a →

・地域の自治会などの意見を聞き、地域特性に則した特色ある公園
　整備を進めました。

　　　ー

・身近な公園の不足地域が人口密集地域が多いことから、用地確
保
が、難しいものとなっています。

・平成22年度以降は、当初事業計画（工程表）どおり公園が不足している地域の整備を重点的
　に進めます。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23 H24

　　　　　　　　

5か所
（累計：20か所）

身近な公園が不足する
地域 18.30% 17.00% 15.60% 13.20%

身近な公園の整備 5か所 4か所
（累計：9か所）

6か所
（累計：15か所）

51　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。
　　（４年以内）

【きたまちしましま公園（北区）】

平成２１年度都市公園整備一覧
名称 場所 面積（ha）

田島東公園 桜区 0.33
大谷口公園 南区 3.06
北袋ふれあい公園 大宮区 0.15
稲荷台公園 見沼区 0.2
裏小路公園 岩槻区 0.09

【田島東公園】



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《51-2　暮らしの道路・スマイルロードの整備》
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）

・

（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）

126件

要望受付の公表
更新 更新 更新

暮らしの道路・スマイル
ロードの整備 109件 120件 125件

対応状況の公表
更新 更新

・平成22年度以降は、工事発注方法の見直し等を行い、目標整備件数の120件の整備に向けて
　事業を推進します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・市民の要望に基づき、整備を実施しています。

　　　ー

・整備に複数年を要する継続路線の整備も実施していることから、目
　標には達しませんでしたが、今後は、工事発注方法の見直しが
　必要です。

・平成21年度は109件の整備を行いました。
・整備は、申請書を受理し、調査・測量をした後、おお
  むね３年以内としました。
・要望受付の状況を4月からホームページで公表し
　ています。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標である
　生活道路１２０件を下回る１０９
　件の整備であったので、「ｃ」と
　判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点c →

H24

・平成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件整備します。

H21 H22 H23

120件
（累計：360件）

生活道路である暮らしの道
路・スマイルロード整備事業
の年間平均整備件数は、約
100件となっています。

暮らしの道路・スマイル
ロードの整備

120件
（累計：480件）120件

120件
（累計：240件）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

暮らしの道路整備事業(注1)・スマイルロード整備事業(注2)の年間整備件数を現在の100件
から120件に増やし、市民からの申請後、おおむね3年以内に着工できるようにします。
要望の受付や対応状況について、ホームページで公表します。

要望受付の公表

対応状況の公表

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

(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。

(注1)暮らしの道路整備事業とは、地元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。

事業費（千円） 1,666,202

51　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。
　　（４年以内）

 

 

【整備前】

【整備後】

平成２１年度生活道路整備事業実施件数

区 名 生活道路
西区 12
北区 22
大宮区 12
見沼区 20
中央区 5
桜区 6
浦和区 5
南区 10
緑区 7
岩槻区 10
計 109



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《51-3　下水道の整備》
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）

・

（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）

事業費（千円） 9,851,589

下水道普及率89.0％

　　　　　　　　

H24

下水道普及率90.0％

公共下水道（汚水）の整
備 下水道普及率86.6％ 下水道普及率87.9％

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

・私道の公共下水道工事について、私道前面公道の工事と同時に
　施工が可能となった制度を市民に説明し、工事をまとめて発注す
　ることで効率性を高め、早期水洗化を図りました。

・他の指定都市と比較して、下水道普及率は低いことから、計画
　どおり整備していく必要があります。

・平成22年度以降も引き続き倍増プランに掲げた目標の達成に向け、事業計画（工程表）に
　沿って公共下水道（汚水）整備事業を推進します。

達 成 度
進捗度 加点･減点

　　　－

下水道普及率90.0％下水道普及率86.6％ 下水道普及率87.9％ 下水道普及率89.0％

H24

・整備計画を1年前倒しし、平成24年度末までに、下水道普及率を90％にしま
  す。

H21 H22 H23

　　公共下水道（汚水）
　　の整備

下水道普及率は、85％となっています。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

7点b →

未整備地区の多い西区、見沼区、桜区、緑区及び岩槻区を重点的に整備し、快適な生活を
送ることができる活力ある都市づくりを推進します。

・数値目標（平成24年度末下水道普及率90.0%）に向
　けた事業計画（工程表）どおりに、平成2２年3月末時
　点での下水道普及率86.6%を達成しました。
・未整備地区の多い西区、見沼区、桜区、緑区及び
  岩槻区における公共下水道を整備しました。

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。

所管課　　建設局　下水道部　下水道計画課　（問合せ先：048-829-1565）

51　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。
　　（４年以内）
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【各政令指定都市等の下水道普及率（H21.3現在）】
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６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

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）

進捗度 加点･減点
４点c →

都市計画審議会・告示

見直し作業の公表・意見
聴取

事業費（千円） 4,988

都市計画変更手続き
国・県等関係機関協議

見直し指針に基づく、見
直し路線の抽出

存続・変更・廃止の分析、
指針案の策定

・平成２２年度は、見直し路線の抽出に着手します。
・平成２３年度には、都市計画変更が必要な路線に関しては、都市計画変更手続きに着手する予定です。
・また、随時、見直し作業の公表・意見聴取を実施します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22 H23 H24

・道路の計画・整備を時間管理することにより、事業をより効率的に
　進められる。

･見直し路線の抽出を慎重かつ迅速に行う必要があります。

（抜本的な見直し）
①都市計画の基本的な方針（都市計画マス
タープラン）に、必要性と計画の熟度を考慮
した新しい計画を位置付けます。
②財政計画と連動して、道路の計画・整備
を時間管理します。
③計画の段階から、より開かれた計画づくり
を進めます。

・都市計画道路の存続、変更、廃止について他都市の
  取り組み状況を確認し、道路評価の方法を検討し、留意
  事項を整理した。
・都市計画道路網の計画体系などを含む都市計画道路
  の抜本的な見直しについての指針素案を策定しました。
・今後、指針素案に関して、都市計画審議会から意見を
　もらった上で指針案を策定します。

【指針素案方向性】
長期未着手都市計画道路の問題を解消し
つつ、社会情勢の変化に対応した持続的
な都市を構築していくためには、個々の
都市計画道路の必要性の見直しだけでは
なく、計画の仕組みや手続きそのものを
抜本的に見直すこととする。

　　　ー

⑤ 評価理由

・平成21年度に策定予定であった
　指針案の素案は策定したが、指針案
　が未策定であるため、　「c」と判断。

達 成 度

所管課　　都市局　都市計画部　都市計画課　（問合せ先：048-829-1403）

都市計画道路については、これまで人口増や高度
経済成長を前提に163路線が都市計画決定されて
います。
順次、整備を行っていますが、整備率（注1）は約
44％であり、いまだ未着手の路線を抱えています。

平成21年度は、都市計画道路の存続、変更、廃止に伴う道路評価手法の分析を行い、見直し
の視点や方向性などをまとめた見直し指針案を策定します。
平成22年度から、見直し指針に基づき、ネットワークの再構築、見直し候補路線の抽出を行
います。
見直し作業の各段階で、パブリックコメントを行った上で、都市計画変更手続きを進めま
す。

存続・変更・廃止の分析、
指針案の策定

見直し指針に基づく、見直
し路線の抽出

(注1）整備率とは、都市計画道路総延長に対する都市計画道路整備済延長の割合。

都市計画変更手続き
国・県等関係機関協議

見直し作業の公表・意見
聴取

都市計画審議会・告示

H24

・平成24年度末までに、人口減少、高齢化社会に対応し、低炭素型のコンパクト
　なまちづくりを実現する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を行います。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

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）

【さいたま市　都市計画道路整備率の推移】
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