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■局別・事業区分別提出状況及び評価（案）集計一覧

Ａ Ｂ ａ ｂ ― ○ △ ×

市長公室 2 2 1 1

政策局 3 2 5 1 4

総務局 1 2 3 1 1 1 1

財政局 1 1 1

市民・スポーツ文化局 1 1 1 3 1 1 1

保健福祉局 2 3 5 10 20 6 3 7 8 1 1

子ども未来局 1 2 5 8 4 2 2 3 1

環境局 1 9 10 3 2 5 2 1

経済局 1 1 1 4 7 1 3 1 2 1

都市局 1 4 5 1 1 2 2

建設局 2 2 1 1 1

消防局 1 1 2 1 2

教育委員会 4 2 6 2 3 2 1

個人提案 6 4 10 5 2 3

大宮区役所 1 1 1

桜区役所 2 2 2

緑区役所 1 1 2 2

合計 3 20 4 12 50 89 20 14 29 16 12 8 5 2 3

評価（案）
区分 プレゼン合計新規

市長
示達

財政局
指定

10周年
(新規)

10周年
(拡大)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価基準（案） 

区分 方向性・予算上の措置（案） 

Ａ 
新規事業としての方向性は良い。事業内容の一層の充実に向けて検討。 

＜「しあわせ倍増枠」での所要額要求可＞ 

Ｂ 

新規事業としての方向性は良いが、実施に際して解決しなければならない

課題あり。 

＜課題解決方策を検討した上で、「しあわせ倍増枠」での所要額要求可＞ 

ａ 
新規性に欠くもの等や、既存事業の拡大・縮減に関するものであり、方向

性は良いが、「しあわせ倍増枠」での所要額要求は不可。 

ｂ 
事業の必要性・効果等に疑問がある。 

＜「しあわせ倍増枠」での所要額要求不可＞ 

― 
個別の事業ではなく、事業の方向性や考え方を整理したものであり、区分

評価になじまないもの。 

＜個人提案＞ 

○ 
事業の必要性・効果等が見込まれるため、所管局において事業化に向けた

検討について指示事項を行うもの。 

△ 
課題解決を行えば、事業の必要性・効果等が見込まれるため、所管局にお

いて事業化に向けた検討について指示事項を行うもの。 

× 事業の必要性・効果等に疑問がある。 

＜区提案＞ 

区役所アイデア予算枠事業として、区長政策提案コンペにおいてプレゼンを行う。

 

 

１ 目的 

 平成２３年度予算編成に向けて新たな事業等の掘り起こしを行い、方向性を審議する。

２ 事業の掘り起こしの視点 

 各所属・職員の知恵と工夫により、生産性の高い都市経営を推進するため、少ない予

算で大きな効果を上げる事業 

（＊原則として、しあわせ倍増プラン２００９・総合振興計画新実施計画掲載事業・改

革プログラム事業（案）に掲載された事業は除く。） 

(1) 新たな市民ニーズに対応するための新規事業 

(2) 行財政改革の視点から、新たに改善に取り組む事業 

 (3) さいたま市誕生１０周年記念事業 

 (4) 平成 22 年度予算編成市長示達において「平成 23 年度予算編成に反映させること

等」と指示した事業 

 (5) その他財政局が指定する事業 



＜市長公室・政策局・総務局＞

1 新規
市民の声データ
ベース構築事業

わたしの提案をはじめ、各所管に寄せられた
市民の声及び対応状況をデータベース化し、
庁内共有することで市政反映を図る。

Ａ

・市民が求めているものを迅速に実行
　していくために市民の声、現場の声
　を大切にするという方針に合致する
　事業。
・可能な限り早期に実施を図る必要が
　ある。

・所管に寄せられた声につい
　ては、遅くとも平成２４年
　度中に運用を開始できるよ
　う早急に仕組みづくりを行
　うこと。

市長公室 広聴課

2 新規
さいたまＰＲ名刺
台紙作成事業

市のＰＲキャラクターのイラストや地域資
源、観光スポットの写真を掲載した名刺台帳
の作成及び販売、販促用チラシを作成する。

ｂ

・一般の市民が広く利用できる方法
　を検討する必要があるが、PR効果
　については疑問。

・市民・事業者向けには無料
　ダウンロードによる手法を
　検討すること。
・市のPR施策については、マ
　スタープランの作成過程を
　通じて抜本的に検討を行う
　こと

市長公室 広報課

1 新規
情報端末画面広告
掲載事業

・情報端末の利用開始（電源オン）時及び
　利用終了（電源オフ）時に表示される画
　面や壁紙を広告媒体とする事業の詳細な
　内容について検討する。
・システム開発は、職員のわずかな手間や
　既存の運用管理業者の業務範囲内とする
　など新たな経費の抑制を前提とする。
・年度中に広告を募集し事業を開始する。

Ｂ

・歳入の確保につながるアイデアでは
　あるが、職務専念義務との兼ね合い
　についての整理が必要となるのでは
　ないか。
・滋賀県庁、淡路市役所で実施されて
　いる。

・人事課と調整を図ること。 政策局 情報政策課

2 新規
新情報センター整
備事業

・新情報センターへの移行計画を策定す
　る。（平成２５年度移行）
・安全性、信頼性、運用効率、セキュリ
　ティ要件等の詳細設計、運用業務の設
　計変更など利用方針を策定する。
・移行の前提条件を確認整理し、移行の
　詳細計画を策定する。
・民間データセンター事業者へ意見招請
　（ＲＦＩ）を実施する。

Ａ

・現行のデータセンター（防災センタ
　ー）は、建物の脆弱さ、設備の容量
　不足・老朽化等に伴い、さまざまな
　問題が顕在化してきており、新デー
　タセンターの設置が必要な状況にあ
　る。
・所管局による検討結果からは、新デ
　ータセンターの設置については、直
　営とするよりも民間のデータセンタ
　ーを利用する手法が、今後の技術躍
　進を勘案するとコスト比較等で優位
　であると認められる。
（１８指定都市中１４市が民間のデ
　ータセンターを活用又は活用予定）

・クラウドコンピューティン
　グの導入も視野に入れた検
　討を行うこと。
・新データセンターへ移行
　した後の現情報センター
　の利活用について、消防
　局と調整の上、検討する
　こと。

政策局 情報政策課

1 新規
ファイル基準表の
ホームページによ
る提供

情報公開コーナーにおいて、紙媒体で提供し
ているファイル基準表を電子化し、行政情報
検索システムから公開用文書件名等も検索で
きるようシステムに改善する。

ａ

・「見える化」の基礎であるが、現行
　制度への市民からの苦情は特にない
　もよう。
・職員負担、ペーパーレス化の観点か
　ら検討の価値はある。

・費用対効果の観点から工夫
　すること。

総務局
行政透明推
進課

2 新規 防災対策事業

地域のあんしんを倍増させることを目的とし
て、地域防災計画を見直しを行う。
・避難判断基準の明確化
・区の危機管理体制の明確化
・防災アドバイザー、防災ボランティアコー
ディネーターによる自主防災活動の反映　な
ど

Ｂ
・市民の安心安全にかかわる事項であ
　ることから委託の範囲を極力限定
　し、職員自身が作成すべき。

・職員による作成を基本とす
　る見直しを行うこと

総務局 防災課

＜市民・スポーツ文化局＞

1 新規
ＦＩＦＡワールド
カップ日本大会開
催周知事業

日本開催が決定した場合に、本市が会場とな
ることを市民に周知する。 ｂ

・仮に日本での開催が決定した場合に
　おいても開催は２０２２年であり、
　周知するタイミングが適切かどうか
　疑問である。
・また、その場合は浦和美園地区の整
　備が急務となる。

―
市民・ス
ポーツ文
化局

スポーツ企
画課

2
財政局
指定

スポーツ振興まち
づくり条例に基づ
く計画、規則、推
進会議及び諸事業
の推進状況

推進体制を整備すすとともに、公共施設マネ
ジメント計画の策定における進捗を踏まえつ
つ、スポーツ施設に関する指針の策定準備を
進める。

Ｂ

・スポーツ振興まちづくり条例に基づ
　く計画は、当然必要であるが、まず
　は、条例の理念を実現するための目
　玉事業が必要である。

・条例の理念を実現するため
　の目玉事業について調書を
　早急に提出すること。

市民・ス
ポーツ文
化局

スポーツ企
画課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項№
事業の
区分

個人
提案

事業名 H23事業概要

課所名局
事業の
区分

事業名
個人
提案

№ 評価 指示事項H23事業概要 評価理由等

1 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜保健福祉局＞

1 新規

高齢者向け食事提
供サービス等に対
する食品衛生支援
事業

（１）弁当調製施設に対して、迅速検査
　　キット等を用いた衛生チェックと監
　　視指導のほか、宅配食事サービス推
　　進協力員に対する衛生講習会を実施
　　する。
（２）ボランティア団体の協力を得なが
　　ら、簡易検査キットを用いた会食調
　　理時の衛生チェック等を行う。
（３）社協等の協力を得ながら、リーフ
　　レットを作成・配布する。

ａ

・本事業は、低額な費用で高齢者サー
　ビスの側面を支援する事業である。
・しかしながら、衛生支援はそもそも
　当然に行うべきものであり、事業に
　目新しさはない。
・以上のことから、本事業について
　は、シーリング内の対応とするのが
　適切である。

・本事業を検討するに当た
　っては、倍増プランにある
　「配食サービス」等に対す
　る市民満足度を向上させる
　事業とするともに、ボラン
　ティアの意欲減退とならな
　いようにすること。

保健福祉
局

食品安全推
進課

2 新規
社会福祉施設職員
キャリアアップ支
援事業補助金

　「民間社会福祉施設等職員処遇改善費補助
金」を段階的に見直し、この見直しにより得
た財源を有効に活用し、市内で施設又は事業
所を運営する社会福祉法人が、職員を利用者
サービス向上のための研修や資格取得のため
の講座に派遣した場合に、施設等が負担した
研修参加費（参加費・受講料・教材費）及び
代替職員の人件費（賃金・交通費・社会保険
料）を補助する仕組みを創設します。

ａ

・既存の「民間社会福祉施設等職員処
　遇改善費補助金」の段階的見直しに
　ついては、一部団体（17団体/54団
　体）に限定されていることから方向
　性については良い。
・新しい「社会福祉施設職員キャリア
　アップ支援事業補助金」について
　は、市内すべての社会福祉法人が対
　象である上、既存補助金を見直した
　財源を活用するものであり、倍増プ
　ランにある「福祉介護人材の養成確
　保」にも資するものである。

・新しい「社会福祉施設職員
　キャリアアップ支援補助
　金」を検討するに当たって
　は、他の自治体の事例を踏
　まえて制度設計を行うこ
　と。
・その際には、関係団体及び
　類似制度を持つ他の部局と
　も調整を図ること。

保健福祉局 福祉総務課

3
財政局
指定

福祉政策の方向性
（現金給付から
サービス給付へと
いう方針に基づく
福祉政策の方向性
について）

　高齢者人口の増加等によるサービス給費増
大、認知症高齢者や単身高齢者の増加等、新
たな福祉課題への対応及び市税収入の減少と
いう背景を踏まえて、一律支給の効果が薄い
現金給付等を見直し、サービス給付への転換
を図り、今後の福祉政策の方向性を明らかに
するため次のことを行います。
○事務事業総点検を基に、高齢者福祉及
　び障害者福祉に関する各事務事業を、
　現金（現物）給付サービス・在宅サー
　ビス・施設サービスの項目別にそれぞ
　れ体系化し、事業の見直しや拡大な
　ど、今後の方向性について分野間の整
　合性が確保されているか検証します。
○現金給付サービス等の見直しにより得
　た財源を、将来に向けて今後、どのよ
　うな事業へ重点的に配分するのか検討
　します。
　なお、見直しに当たっては、（仮称）行政
改革推進プランとの整合を図ります。

－

・福祉政策の方向性を検討するに当た
　って、現金給付からサービス給付へ
　の考え方及び具体の検討について、
　及び平成22年度に検討を行い、23年
　度に高齢者保健福祉計画等、障害者
　総合支援計画へ反映させるなど、今
　後の手続きやスケジュールについて
　の方向性は良い。

・新たなサービス給付につい
　て検討するに当たっては、
　今後の高齢化率及び高齢福
　祉関係費の激増を踏まえた
　ものにすること。

保健福祉局 福祉総務課

Ａ

【全市的取組】
・本事業における全市的取組につ
　いては、実効性のある取組を行
　っており適切である。

－

Ａ

【地域的取組】
・本事業における地域的取組の中核と
　して、地区社会福祉協議会を据えて
　いることは妥当である。

・本取組については、地区社
　会福祉協議会の実施能力を
　担保するための支援の仕組
　みを検討すること。
・本取組を実施する場合は、
　ふれあい福祉基金の原資を
取り崩さないこと。

Ｂ

【個別的取組】
・本事業における個別的取組について
　は、今後の超高齢化率のモデルとし
　て理解はできるが、本市の将来高齢
　化率を踏まえたモデル地区の選定や
　すべて税金で賄う体制については、
検討の余地がある。

・本取組については、モデ
　ル地区及びその選定のあ
　り方や委託料について再
　度検討すること。

5
財政局
指定

福祉政策の方向性
について
（敬老祝金支給事
業)

　平成２３年度９月支給分は従来どおりの支給
要件に基づいて予算要求する。一方、平成２３
年度末をもって当該事業を廃止する「敬老祝金
支給条例を廃止する条例」案を議会に提案す
る。議会への提案時期については今後調整。場
合によっては、平成２３年度の支給額等につい
ても平成２３年度の状況により検討。
　ただし、「現金給付からサービス給付」の考
え方は、平成２２年度から継続して、市民への
説明に努める。

ａ

・現金給付からサービス給付への考え
　方に基づき、本事業の見直し（廃止
　を含む）を検討し、平成23年度中に
　方針を決定することは適切である。

・福祉部内に設置した検討会
　議や各種協議会等におい
　て、長寿慶祝事業のあるべ
　き姿などを含め、今後の福
　祉政策の方向性を検討する
　こと。
・廃止をする場合は、市民説
　明やアンケート、経過措置
　などについて、十分留意す
　ること。

保健福祉局 高齢福祉課

6
市長
示達

浴場利用事業

　今年度からの自己負担導入により、無料ゆ
えの利用という過剰な部分が約２割削減で
き、一定の効果（④参照）が出たと考えられ
るため、平成２３年度での見直しは行わな
い。

ａ

・本事業については、公衆浴場が市内
　に１４か所しかないこと、及び特定
　の区に偏って集中するという地域性
　があることを加味する必要がある。

・福祉部内に設置した検討会
　議や各種協議会等におい
　て、今後の福祉政策の方向
　性とともに本事業の必要性
　等を検討すること。
・見直しをする場合は、市民
　説明やアンケート、経過措
　置などについて、十分留意
　すること。

保健福祉局 高齢福祉課

7
市長
示達

重度要介護高齢者
手当

　下記の対象者に、月1万円の手当を支給す
る。
・さいたま市に住所があり、さいたま市
　の介護保険の被保険者であること
・要介護度３、４、５のいずれかである
　こと
・本人の介護保険料の段階が４段階以下
　であること
・介護保険料を滞納していないこと
・介護保険施設などに入所していないこ
　と

ａ

・本手当の支給月額は、同趣旨で支給
　される心身障害者福祉手当5千円
　（本手当受給者は対象外）と比較し
　た場合、
　①本手当対象者には介護サービスの
　　1割負担がある。
　②本手当対象者には医療費が無償と
　　なる制度はないが、重症心身障害
　　者の場合は、医療費助成制度によ
　　り3割負担が無料である。
　ということを総合勘案し、増額して
　1万円としている。
・対象者の絞込みの検討に加え、①②
　の理由では支給額の減額検討の余地
　がある。

・福祉部内に設置した検討会
　議や各種協議会等におい
　て、今後の福祉政策の方向
　性とともに本事業の必要性
　等を検討すること。
・対象者の絞込みに加え、支
　給額の減額も検討するこ
　と。
・見直しをする場合は、市民
　説明やアンケート、経過措
　置などについて、十分留意
　すること。

保健福祉局 介護保険課

評価理由等 指示事項 局 課所名評価№
事業の
区分

個人
提案

事業名 H23事業概要

保健福祉局
福祉総務課
高齢福祉課

【全市的取組】水道事業者や郵便事業者
　等が、気になる高齢者を発見した場合
　に、区役所や地域包括支援センター等
　の専門的な機関へ連絡できる体制を構
　築します。
【地域的取組】高齢者地域ケア・ネット
　ワークを推進します。ふれあい福祉基
　金補助金の地域福祉活動枠を拡充し、
　高齢者に対する見守り活動に要する費
　用、高齢者サロンの開催に要する費用
　等を補助します。
【個別的取組】専門的な相談員を配置
　し、日常的な見守りや相談対応を行う
　とともに、生活支援のコーディネート
　を行います。

高齢者の見守り事
業

財政局
指定

4

2 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜保健福祉局＞

8 新規
（仮称）介護予防
ボランティアポイ
ント制度

①ボランティア活動を行う意欲のある高
　齢者(65歳以上)に、シルバーバンク等
　に登録してもらい、（仮称）「介護予
　防ボランティア・ポイントカード」を
　交付する。
②介護施設等においてボランティア活動
　を行った実績（活動日数等）ごとに、
　スタンプ（ポイント）をポイントカー
　ドに押す。
③一定程度ポイントが貯まった手帳は、
　１ポイント100円程度の換算で「換金」
　等ができることとする。（上限、１人
　年間5000円程度）

Ａ

・本市が遅れている「新しい公共」や
　元気な高齢者の健康・生きがいづく
　りなどの観点から、本事業を新規に
　立ち上げることは適切である。
・ボランティア参加人数の増加につな
　がらず無償ボランティアへのばら撒
　き補助となる懸念がある。
・第２ステージにおける地域商品券と
　連動させることの予算上の課題及び
　ボランティアポイントの対象活動、
　年齢についての検討が引き続き必要
　である。

・将来の総合的なボランティ
　ア制度への移行を踏まえ、
　市民・スポーツ文化局と連
　携すること。
・ボランティア精神の高揚を
　図るため、本事業で付与さ
　れるポイントの寄付制度を
　検討すること。
・平成23年度中に事業開始が
　できるように詳細な検討を
　加え、都市経営戦略会議に
　付議すること。

保健福祉局 介護保険課

9 新規

権利擁護専門委員
会等運営事業
（ノーマライゼー
ション条例関連事
業）

　学識経験者、法律家、当事者、公募市民等
で構成される、差別事例等の取扱を行う専門
委員会及び公募の当事者及び一般市民で構成
される障害に関する市民会議の設置運営

Ｂ

・本事業の必要性等については、倍増
　プランにある、本年中策定予定のノ
　ーマライゼーション条例の内容等と
　合わせて検討する必要がある。

（10月上旬都市経営戦略会議
付議予定）

保健福祉局 障害福祉課

10 新規

居住サポート事業
（ノーマライゼー
ション条例関連事
業）

　障害者居住サポート事業は、障害者の地域
移行に際して大きな障壁となる「住まいの場
の確保」について公的な支援を実施するもの
である。
　本事業は厚生労働省の定める地域生活支援
事業における相談支援事業の一部に位置付け
られており、障害者が住宅の賃貸借契約を行
う場合の仲介や、入居後も２４時間体制の電
話対応等の見守り支援を行うもので、その実
施にあたっては相談支援事業者として本市が
指定している事業者（各区障害者生活支援セ
ンター14箇所）において行うものとする。

Ｂ

・国庫補助等が3/4あるため、財政的な
　影響は大きくない。
・本事業の必要性等については、倍増
　プランにある、本年中策定予定のノ
　ーマライゼーション条例の内容等と
　合わせて検討する必要がある。

（10月上旬都市経営戦略会議
付議予定）

保健福祉局 障害福祉課

11 新規

移動支援事業
（ノーマライゼー
ション条例関連事
業）

　移動支援事業の利用範囲を通学、通所に拡
大する。 Ｂ

・対象拡大により、市の持ち出しが
　約5,600万円増額となる。
・本事業の必要性等については、倍増
　プランにある、本年中策定予定のノ
　ーマライゼーション条例の内容等と
　合わせて検討する必要がある。

（10月上旬都市経営戦略会議
付議予定）

保健福祉局 障害福祉課

12 新規

手話通訳者養成講
習会開催事業
（ノーマライゼー
ション条例関連事
業）

　手話通訳者養成講習会を市内２会場（昼
間・夜間）で開催する。 Ｂ

・本事業の必要性等については、倍増
　プランにある、本年中策定予定のノ
　ーマライゼーション条例の内容等と
　合わせて検討する必要がある。

（10月上旬都市経営戦略会議
付議予定）

保健福祉局 障害福祉課

13 新規
超重症心身障害児
等一時入院支援事
業

　協力医療機関が超重症心身障害児等（以
下、「障害児」とする）の介護者のレスパイ
トや病気等の理由で、障害児を受け入れた場
合に、補助金を支払う。

ｂ
・平成22年度開始の超重症心身障害児
　短期入所事業の効果が見極められな
　いため、時期尚早である。

－ 保健福祉局 障害福祉課

14
市長
示達

難病患者見舞金支
給事業

　国・県・市が指定した特定疾患、小児慢性
特定疾患等の受給者証の交付を受けている難
病患者に、年額３万円の見舞金を支給する。

　平成23年度は、障害者自立支援法の見直し
等国の動向を注視しながら、現状制度を継続
する。

ａ
・障害者自立支援法の見直し等、国の
　動向を踏まえながら、引き続き見直
　しの検討が必要である。

・福祉部内に設置した検討会
　議や各種協議会等におい
　て、今後の福祉政策の方向
　性とともに本事業の見直し
　を検討すること。
・見直しをする場合は、市民
　説明やアンケート、経過措
　置などについて、十分留意
　すること。

保健福祉局 障害福祉課

15
市長
示達

難病患者手術見舞
金支給事業

　国・県・市が指定した特定疾患・小児慢性
特定疾患等の受給者証の交付を受けている難
病患者で、その難病を治癒するための手術を
受けた者に対して５万円の見舞金を支給す
る。

　平成23年度は、障害者自立支援法の見直し
等国の動向を注視しながら、現状制度を継続
する。

ａ
・障害者自立支援法の見直し等、国の
　動向を踏まえながら、引き続き見直
　しの検討が必要である。

・福祉部内に設置した検討会
　議や各種協議会等におい
　て、今後の福祉政策の方向
　性とともに本事業の見直し
　を検討すること。
・見直しをする場合は、市民
　説明やアンケート、経過措
　置などについて、十分留意
　すること。

保健福祉局 障害福祉課

16
市長
示達

健康づくり健診事
業

・健康診査等の実施
・乳がん・子宮がん検診の無料クーポン
　の配布（対象者のみ）
・受診率向上に向けた取組（啓発・受診
　勧奨）の検討
　（国保特定健診とのタイアップ・企業
　や大学との連携の方策）
・健康診査等の実施に関する検討
　（対象者や自己負担額の見直しに関す
　る検討）

ａ
・医師会へは見直し案を提示している
　が、現段階で回答はない。

・引き続き、関係機関と調整
　を行い、見直しを行うこ
　と。
・乳がん検診等の国庫補助の
　継続を国に要望すること。

保健福祉局 地域保健支援課

17 新規
日本一健康危機管
理能力の高いまち
づくり支援事業

Ⅰ 検査機能強化事業
  1）新生児代謝異常検査（ﾀﾝﾃﾞﾑﾏｽ検査
　　法）の検査条件の検討
  2）感染症等検査試薬、機器等の整備
  3）食品中などのﾉﾛｳｲﾙｽ検査法
　の検討及び導入
Ⅱ 健康影響要素情報の収集・分析・提
   供強化事業
  1) 健康影響要素のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成
  2）市民との共同観測項目,定点の検討
Ⅲ 人材の育成　 国立感染症研究所等の
   技術研修会への参加

Ｂ

・Ⅰ検査機能強化事業とⅡ健康影響要
　素情報の収集・分析・提供強化事業
　及びⅢ人材の育成、各事業の関連性
　がない。

・健康科学研究センターを開
　設してからこれまでの評価
　と今後の方向性を整理した
　上で各事業を検討するこ
　と。

保健福祉局

保健科学
課、
生活科学
課、
環境科学課

18 新規
さいたま市立病院
エネルギーセン
ター更新事業

・旧看護師寮及び医師宿舎の解体
・エネルギーセンターの設計・施工
・ＥＳＣＯ事業の導入検討

Ｂ

・本事業により、エスコ事業の導入な
　どでエネルギーの効率化が図られる
　一方、多大な企業債の1/2が一般会
　計の負担となる。

・エネルギーセンターの更新
　に当たっては、本年度に策
　定する経営改善計画の内容
　を踏まえた対応を検討する
　こと。

保健福祉局
市立病院
（庶務課）

局 課所名評価 評価理由等 指示事項№
事業の
区分

個人
提案

事業名 H23事業概要

3 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜子ども未来局＞

1 新規
インターネットに
よる市民ニーズ把
握事業

　民間企業によるインターネット環境を利用
し、子育て支援施策に関するネットリサーチ
を行い、タイムリーかつダイレクトに市民の
ニーズを拾う。
　しあわせ倍増プラン２００９にも掲げてお
り、また現在、全国的にも注目を浴びている
施策分野である「子育てパパ応援プロジェク
ト」などに、市民ニーズを反映させることに
より、施策を行政だけが考えるのではなく、
市民と協働して事業を作り上げていく体制を
構築する。

ｂ

・「市民意識調査」というツールがあ
　る中で、毎年6回の子育て支援策等
　についての市民ニーズ調査を行う趣
　旨・目的が明確でない。

－ 子ども未来局 子育て企画課

2
市長
示達

子育て支援医療費
助成事業

　出生から中学校卒業までの乳幼児・児童の
通院、入院の医療費の全額（保険診療一部負
担金）と、入院時の食事療養費の１／２を助
成を継続して実施する。（市外の医療機関で
受診した等、窓口で医療費を支払われた場合
は、高額療養費を差し引いた額を助成）

ａ

・制度を拡大してからまだ間もなく、
　「子育てしやすいまち　若い力の育
　つまち」の実現を目指し、子育て支
　援を「子ども・青少年希望プラン」
　で掲げているにもかかわらず、現時
　点で見直す必要性については疑問で
　ある。

・本事業の見直しに当たって
　は、行財政改革プラン策定
　過程の中で更なる検討を行
　うこと。

子ども未来局

子育て企画
課・
年金医療課

3 新規
（仮）さいたま市
子育て緊急サポー
ト事業

「緊急時の児童の預かり」や「宿泊を伴う児
童の預かり」「病児の預かり」などの援助を
希望する者と、緊急時の預かりなどの援助を
行う者を組織化し、会員相互による援助活動
の調整・実施などを平成２２年度まで国の
「病児・緊急預かり基盤整備事業」の受託者
だった「NPO法人病児保育を作る会」に委託
し、実施する。

ａ

・終了する国の委託事業のさいたま市
　分の実績が年間1,443件であり、本
　事業の23年度の積算が1件当たり1万
　円の市費投入となることから予算額
　の縮減に努める必要がある。

・本事業の検討に当たって
　は、予算の縮減に努める
　こと。

子ども未来局 子育て支援課

4
市長
示達

幼稚園就園奨励事
業（就園奨励費補
助金・園児教育費
助成金）

【就園奨励費助成金補助事業（国の制度
　に基づく事業）】
・目的・・・幼稚園に通園させている園
　児の保護者の所得状況に応じて支給
・対象・・・入園児の約6割
・支給額・・・43,600円～220,000円
　　　　　　　(第1子)
・今年度の状況・・・多数を占める階層
　（対象者の約6割)の支給額が引下げら
　れた。(62,200円⇒43,600円)
※平成22年度、横浜市・川崎市では、国
　の支給額の見直しによる差額分
　(18,600円)を対象者に市費にて補填を
　行う。
　なお、市外幼稚園に対する事務費助成
　については廃止とする。

【私立幼稚園園児教育費助成金(市単独
　事業)】
・目的・・・幼稚園に通園させる園児の
　保護者の経済的軽減を図る
・対象・・・全ての入園児
・支給額・・・園児１人に対し一律
　40,000円を支給
※今後の「幼児教育のあり方の検討」の
　中で当該事業のあり方も検討課題とす
　るため、現状のまま「継続事業」とす
　る。

ａ

・本事業については、国における子ど
　も・子育て新システムの創設（幼稚
　園・保育所の一体化、多様な保育サ
　ービスの提供、平成23年度法案提
　出、25年度施行）も踏まえ、幼児の
　視点に立った具体的な幼稚園・保育
　所における「幼児教育のあり方」を
　検討する必要がある。

・本事業については、教育委
　員会と連携しながら、「幼
　児教育のあり方検討会」
　（内部・外部）を設置し、
　新制度との整合を図りなが
　ら、各種事業の見直しを行
　うこと。

子ども未来局 保育課

5 新規
幼稚園特別支援事
業

Ⅰ心身に障がい等のある幼児の教育支援
　について、補助対象となる者の認定、
　及び心身に障がい等のある幼児の教育
　に直接携わる教員への研修等の実施を
　行う組織の確定。
Ⅱ心身に障がい等のある幼児が在籍する
　幼稚園への助成開始。

Ａ

・本事業については、保育所と幼稚園
　への支援に関する格差是正である
　が、「幼児教育のあり方」の議論を
　踏まえる必要がある。

・本事業の検討に当たって
　は、「幼児教育のあり方」
　の議論を踏まえること。
・支援単価や支援範囲等につ
　いては、他の自治体の事例
　を踏まえて検討すること。

子ども未来局 保育課

6 新規
幼稚園地域子育て
支援事業

１　子育て相談事業
２　子育て講座、講演事業
３　オープン園庭、園舎事業
４　世代間ふれあい事業
５　さいたま土曜チャレンジキンダー
　ガーデン（幼稚園版どちゃれ）

Ｂ

・本事業については、保育所と幼稚園
　への支援に関する格差是正である
　が、「幼児教育のあり方」の議論を
　踏まえる必要がある。
・保育所との均衡上、土曜チャレンジ
　キンダーガーデン等の事業の必要性
　があるのか疑問である。

・本事業の検討に当たって
　は、「幼児教育のあり方」
　の議論を踏まえること。
・事業内容等については、他
　の自治体の事例を踏まえて
　検討すること。

子ども未来局 保育課

7 新規
幼稚園園児健康増
進支援事業

・幼稚園に在籍する幼児の健康診断に要
　する経費の助成する。
・幼稚園の嘱託医に要する経費を助成す
　る。
・１園あたり年間／２２８，０００円を
　助成する。

Ａ

・本事業については、保育所と幼稚園
　への支援に関する格差是正である
　が、「幼児教育のあり方」の議論を
　踏まえる必要がある。
・近隣の川崎市の１園当たりの助成単
　価を換算すると６万円程度である。

・本事業の検討に当たって
　は、「幼児教育のあり方」
　の議論を踏まえること。
・支援事業の単価等につい
　ては、他の自治体の事例
　を踏まえて検討するこ
　と。

子ども未来局 保育課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項№
事業の
区分

個人
提案

事業名 H23事業概要

4 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜環境局＞

1 新規
環境未来都市創造
事業

　新成長戦略の2020年を目標年とし、未来に
向けた技術、仕組み、サービスで世界トップ
クラスの「環境未来都市」を創設、政府間提
携を梃子にアジア市場に展開する。総合的な
政策パッケージとしては、省エネ基準などの
規制強化、税制のグリーン化等の特例による
需要創出、投資促進、製品・サービスの拡大
普及を図る。また、スマートグリッド、再生
可能ｴﾈﾙｷﾞｰ、次世代自動車等を大規模かつ集
中的に整備する。
（平成２３年度）
・国等関係機関との調整
・モデル地域の選定
・環境未来都市協議会等の設置
・環境未来都市キックオフイベント（シンポ
ジウム等）の開催
・スマートシティ現況調査
・スマートシティホールフィージビリティ
(予備)調査

―

・所管局による庁内関係局、埼玉県及
　び事業者等との具体的な調整はなさ
　れていない。

・さいたま新都心に対する具体的な都
　市構想としては初めてのものにな
　る。
・国の制度（環境未来都市構想）に手
　を挙げるものであるが、現状、色の
　ないさいたま新都心の都市イメージ
　戦略として妥当か。
・ただし、総合特区に向けた具体的な
　取組内容、予算見込額、スケジュー
　ルなどの対応が未定。

・未定のものも多いことか
　ら、国の反応も踏まえつ
　つ、関係局等と調整し、別
　途、都市経営戦略会議に諮
　ること。

環境局 環境共生部

2 新規
（仮称）さいたま
市環境行動賞

　表彰対象者は、さいたま市を主たる行動の
場とする、個人、団体、法人とし、表彰区分
を「市民の部」「企業の部」「学校等の部」
に分け、各部ごとに「環境行動賞」を、全て
の応募の中から最も優れた取組みに対し、
「環境行動大賞」を授与する。
　受賞者は、応募のあった者の中から、選考
委員会の意見を聞いて市長が決定するものと
する。
　また、表彰式（授賞式）は、毎年（１０
月）環境フォーラムの行事の一環として行
う。
※さいたま市誕生10周年記念事業（環境
フォーラムを拡大して実施）と合わせて表彰
式を実施する。

Ｂ

・環境フォーラムに合わせて表彰を行
　うことは、受賞者の励みになると思
　われる。
・一方、市長表彰などの既存の表彰制
　度との関連性について整理が必要。

・既存の表彰制度との整理を
　行うこと。

環境局 環境総務課

3 新規
市有施設省エネル
ギー診断事業

　設備改修による使用エネルギー量の削減を
図るため、各年１０件を目安として専門業者
による省エネルギー診断を行い、対象施設に
よる改修工事の実施を支援する。
（平成２３年度）
・対象施設の選定、省エネ診断の実施
・施設管理者による省エネ改修計画の作成、
省エネ改修に要する予算手続き

Ｂ

・省エネ改修により、当然使用エネル
　ギー量の削減が見込めるが、省エネ
　改修費用の将来負担を明らかにする
　必要がある。
・省エネ診断後の実際の整備計画が重
　要であり、全庁的に取り組んでいく
　施策であるため、公共施設マネジメ
　ント計画を踏まえる必要がある。

・省エネ改修による削減効果
　と負担増について、整理す
　ること。
・市有施設の診断件数の考え
　方を整理すること。
・前述「環境未来都市創造事
　業」のスマートシティホー
　ル構想との関連性を整理す
　ること。
・電力会社等の無料診断や補
　助金の活用を検討するこ
　と。

環境局
地球温暖化
対策課

4 新規
省エネルギー化支
援事業

　市民が住宅に一定額以上の導入費による各
種省エネ機器の導入を行うことに対し、その
導入費用の一部または定額による支援補助を
実施する。
　上半期　課題検討結果に配慮した実施要綱
の整備、制定
　下半期　住宅用省エネ機器導入補助の実施

ｂ

・行革として補助事業の全体的な見直
　しを行っているところであり、環境
　保全啓発や地球温暖化対策の一環と
　の趣旨は理解できるが、個人資産へ
　の小額補助は限定的であるべき。

― 環境局
地球温暖化
対策課

5 新規
雨水貯留施設設置
補助事業

【対象者】雨水貯留施設を設置しようとする
市民
【補助対象施設】
  タンク型雨水貯留施設：100 以上の容量を
有する雨水貯留施設
  浄化槽転用型雨水貯留施設：不要となった
浄化槽を改造した雨水貯留施設
【補助率及び1基あたりの補助上限】
  タンク型雨水貯留施設：工事費の1/2と
し、上限5万円/基
  浄化槽転用型雨水貯留施設：工事費の1/2
とし、上限15万円/基
（平成23年度）
・補助金交付
　タンク型雨水貯留施設：36基
　浄化槽転用型雨水貯留施設：４基

ｂ

・行革として補助事業の全体的な見直
　しを行っているところであり、環境
　保全啓発や地球温暖化対策の一環と
　の趣旨は理解できるが、個人資産へ
　の小額補助は限定的であるべき。

― 環境局 環境対策課

6 新規 E-KIZUNA Project

・第2回E-KIZUNAサミット・フォーラムの開
催
・EVの用途の検討（タクシー、福祉車両な
ど）
・公共駐車場での優遇策の検討
・公共施設への充電器の整備（普通充電
200V）
・【環境省】低炭素地域づくり面的対策推進
事業での計画づくり
など

Ａ

・E-KIZUNAサミットを牽引する本市と
　しては、補助対象拡大等を検討する
　必要がある。
・ただし、多額の予算見込額であるこ
　とから特定財源（国庫補助・充電設
　備使用料徴収等）の確保を検討する
　必要がある。

・特定財源の確保に努めるこ
　と。

環境局
次世代自動
車普及推進
室

7 新規
旧クリーンセン
ター与野解体業務

　解体撤去工事
　土壌汚染調査・除去工事設計
(八王子）平成22年度から引き続き汚染土壌
除去工事
　清浄土による埋立工事
　砂塵・草生の防止工事
　当該敷地のフェンス工事

Ｂ
・臨時的投資の必要がある。
・解体後の使途が決定していない。

・解体後の跡地の活用方法に
　ついて、検討すること。

環境局 環境施設課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

5 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜環境局＞

8 新規
ごみ減量ネット
ワーク事業

　「ごみ減量ネットワーク部会（仮称）」の
立ち上げ、平成２３年６月（環境月間）よ
り、小売店舗を対象に、レジカウンター等に
「協力店」のステッカーを貼る。平成２３年
１０月（３Ｒ推進月間）、“３Ｒフォーラ
ム”（仮称）としてワーキンググループ公開
会議及びパネルディスカッションの開催。

Ｂ

・市民、事業者、行政の３者による
　ネットワーク部会の立ち上げは、市
　民との協働、新しい公共による事業
　の構築の理念に合致する重要な取組
　であり、費用もかけていないことか
　ら推進すべきであるが、「３Ｒ
　フォーラム」については、既存の
　「環境フォーラム」に統合し、費用
　及び集客の面で工夫することが可
　能。
・ごみ減量だけでなく、照明ＬＥＤ化
　等も含め、環境対策について、可能
　な限り広範に検討する必要がある。

・具体的な事業計画を、早急
　に検討すること。

環境局
資源循環政
策課

9 新規
路上喫煙防止推進
事業

　警察ＯＢである環境美化指導員１名と、シ
ルバー人材センターへの環境美化指導委託に
よる人員１名を１組として指定区域を巡回
し、路上喫煙、ポイ捨てをしている者に対し
指導を行う。指導に従わなかった場合は環境
美化指導員が過料の徴収も実施する。
　その他、路上喫煙・ポイ捨て禁止周知看
板、路面表示、ポスター、リーフレット等各
種広報媒体を活用した周知啓発活動も併せて
行っていく。
　また、喫煙者と非喫煙者の共存の観点か
ら、路上喫煙禁止区域内に喫煙禁止除外場所
を設け、分煙場所として喫煙所を設置し、管
理を行う。

Ａ

・本事業開始から３年が経過している
　が、路上喫煙については、「わたし
　の提案」で多くの苦情が提出されて
　いることから、指定区域の拡大に伴
　う環境美化指導員増員が必要であ
　る。
・九都県市共同で受動喫煙防止対策
　キャンペーンを始めたことから、環
　境美化の視点だけでなく、健康被害
　の観点からの取組も推進すべき。

・指定区域について、できる
　だけ拡大することを検討す
　ること。
・受動喫煙防止の視点から、
　保健福祉局と連携し事業を
　推進すること。

環境局
資源循環政
策課

№
事業の
区分

個人
提案

事業名 H23事業概要 指示事項 局 課所名評価 評価理由等

6 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜経済局＞

1 新規

（仮称）さいたま
オープン・イノ
ベーション・シ
ティ推進事業

　大企業を中心に｢研究開発のスピード化｣と
｢独自性の高い技術・製品開発｣を同時に達成
するため、様々な先端技術や最終消費者の声
を研究開発段階から積極的に取り入れる｢
オープン・イノベーション(OI)｣への取り組
みが模索されている。
　OI推進にあたっては、｢企業への啓蒙｣｢プ
ラットフォーム構築｣｢ユーザー参画｣の３点
が重要であり、市民、市内企業、行政が一体
となったOI推進環境の構築を図る。

Ｂ

・倍増プラン事業に位置付けられる事
　業である。
・ただし、より効果的な内容にするた
　め、事業を精査する必要がある。

・雇用倍増プロジェクトと連
　携し、倍増プランに掲げら
　れた事業の推進につながる
　ような仕組みを検討するこ
　と。

経済局 経済政策課

2 新規

「地域つながり
力」再生支援ビジ
ネス創出モデル事
業

　所在不明高齢者問題をはじめとした地域コ
ミュニティの崩壊が懸念される事案が多く見
られるようになってきていることから、ビジ
ネスの手法を用いて｢地域つながり力｣の再生
を図るモデル事業を官民協働で実施する。本
市で急速に到来する｢高齢社会｣に対応するた
め、主に高齢者を対象とした｢地域つながり
力｣再生支援ビジネスのモデル事業を実施す
る。

Ｂ

・倍増プラン事業に位置付けられる事
　業である。
・高齢者サロンの所管である保健福祉
　局等との連携が不可欠である。
・空き店舗を活用した地域課題の解決
　に取り組む事業であるが、全国的に
　も都市部における成功事例が少ない
　ことから、事業内容の精査が必要で
　ある。

・関係部局と連携し、具体的
　な分野や手法、事業案の検
　討を行うこと。

経済局 経済政策課

3 新規
大宮盆栽世界ブラ
ンド化推進プロ
ジェクト

　さいたま市が世界に誇る経営資源・文化資
源である「大宮の盆栽」の市場調査、ブラン
ド化等を推進することで、さいたま市産業の
柱となるような事業に育てることを目的とす
る。
・研究会の立ち上げ（盆栽市場について、ブ
ランド戦略について、検疫対策について）
・海外委託調査（JETRO等に委託し市場調査
を実施）
・海外現地調査（盆栽組合加盟者や専門家等
を海外に派遣し、プロの目で直接調査）

ｂ

・まずは国内の盆栽市場の動向等を分
　析し、盆栽組合と調整した上での検
　討が必要である。

・まずは関係部局等と連携
　し、国内を中心とした、観
　光資源としての産業活性化
　も含めた効果的な実施手法
　を検討すること。

経済局
産業展開推
進課

4 新規
観光パブリシティ
活動アドバイザー
委託事業

　さいたま市の観光情報を多くのマスコミ
（ＴＶ、新聞、雑誌 etc）に取り上げてもら
うための戦略的な活動を行うため、これを専
門として支援するＰＲ会社と年間を通したア
ドバイザー契約を交す。
　業務内容としては、本市が有する観光資源
の情報整理、およびマスコミ側から見た本市
の魅力をリサーチしたうえで、市職員との定
期的なミーティングを通じて時機に応じたＰ
Ｒの企画立案を行い、これを実施する。その
際、より効果的で効率的なパブリシティにつ
なげるため、アドバイザーは自身の持つノウ
ハウやマスコミとのパイプを最大限駆使する
ものとする。

Ｂ

・マスコミを使っての戦略的な観光振
　興策としての方向性は良い。
・ただし、企画会社への丸投げでは持
　続性に乏しいことから、市として積
　極的に関与する必要がある。
・市全体の広報活動や観光コンベン
　ションビューローとの役割の分担を
　再検討する必要がある。

・企画会社への丸投げではな
　く、行政内部や外郭団体と
　の役割分担を整理するこ
　と。

経済局 観光政策課

5
市長
示達

観光イベント事業
（咲いたまつり事
業）

　「咲いたまつり」の運営を行う団体である
「さいたま市民まつり実行委員会」に対し、
事業運営経費の補助を行う。
事務局として実行委員会を運営していく。
複数のイベントの集合体であることから、主
要なイベントごとに部会を設置し、それぞれ
のイベントが独自に趣向を凝らしていけるよ
うにする。
（平成２３年度）
　現在、市民参画のもと「咲いたまつり等あ
り方検討委員会」を設置し、調査・検討を
行っている段階である。
よって、事業内容については、この検討委員
会からの提言を踏まえて決定する。

―
・平成22年度中に設置した「あり方検
　討委員会」で現在検討中である。

・事務事業総点検、公開審議
　での指摘事項等も踏まえ、
　早急にあり方の検討を行う
　こと。

経済局 観光政策課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

7 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜都市局・建設局・消防局＞

1 新規
3本の植樹運動の推
進

・３本の樹運動の制度施行

住宅敷地内に新たに３本以上の樹木の植栽に
要する経費の一部を助成する。

ｂ
・景観誘導や地区計画の担保性が無
　く、また、便益が個人にとどまる可
　能性が高い。

・駅前や道路など視認性の高
　い公共スペースの緑の創出
　を検討すること。

都市局
みどり推進
課

2 新規
ワッツ東館への公
共施設導入につい
て

○ワッツ東館公共施設移転
・～8月　公共施設床改修工事
・平成23年度中　公共施設入居

○区役所移転後敷地利用方針の検討及び岩槻
駅周辺地区のまちづくりマスタープランの作
成

Ａ
・平成２４年度中の公共施設移転の実
　現に向けて、平成２２年度の補正予
　算から対応しているもの。

― 都市局
まちづくり
総務課

3 新規
（仮称）日進・宮
原地区まちづくり
推進事業

・逆川の暗渠化による日進駅・宮原駅間の緑
道整備（緑のネットワーク形成）
・鴨川上雨水５号幹線調整池上部の有効活用
（公園整備）
・日進駅南地区・北地区の細街路整備
・日進七夕通りの美装化（電線類地中化・歩
道設置）
・日進駅南口駅前広場・多目的広場整備

Ｂ

・日進駅の橋上化・北口開設以降の事
　業については、日進駅周辺地区全体
　のまちづくりビジョンが存在しない
　ことから、当該ビジョンの策定が前
　提となる。

・日進駅周辺地区全体のまち
　づくり計画について検討す
　ること。

都市局
日進・指扇
周辺まちづ
くり事務所

4 新規
大門町2丁目中地区
市街地再開発推進
事業

　大宮駅東口の駅前交通の機能強化及び商業
の活性化を図るため、公共施設と民間商業施
設からなる市街地再開発事業による複合施設
を地元との協働作業によって実現する。

Ｂ

・NHKから民間施設との合築は困難とい
　う条件が出されている。NHKとの調整
　が済まないと準備組合も個別調整に
　入れず、基本計画素案を固めること
　ができない。

・基本計画素案を早く固めら
　れるよう、準備組合を支援
　すること。

都市局
大宮駅東口
まちづくり
事務所

1 新規
公共建築物におけ
る環境配慮対策事
業

・公共建築物の省エネ改修や、環境に配慮し
た施設の建設などのハード面の取り組みを積
極的に実施する指針を策定する。
・指針に公共建築物の建設等に係る温室効果
ガス削減対策費として、総工事費の７％を別
途計上することを盛り込む。
・指針により公共建築物建設等の計画段階か
ら積極的に、屋上緑化、太陽光パネル設置、
雨水利用、複層ガラスの採用、遮熱塗料の利
用などの温室効果ガス排出削減対策を取り入
れる具体的な手法を検討する。

ｂ

・別途計上する７％の積算根拠が熟慮
　されていない。また、環境局と具体
　の調整ができていないことから、環
　境局との協議が整うことが前提とな
　る。

・環境局と十分な協議をした
　上で、その必要性を含め
　て、再度、検討すること。

建設局 営繕課

2 新規
区域線整備推進事
業

　北部建設事務所管内は、官民境界確定率は
平成22年度末の進捗は約44％で。南部建設事
務所管内ではほぼ100％と大きく差がある。
　そこで区域線測量を重点的に実施し、市民
サービスの向上を図る。

Ｂ

・事業の前倒しによって、１０億円の
　差が生じるが、２０年のスパンで考
　えるとメリットがあるとは言いがた
　い。

・２０年という不確実性に留
　意しつつ、事業費の他、人
　件費も算出した上で、財政
　効果をあらためて検証する
　こと。
・他の自治体の実証例につい
　て研究すること。

建設局
北部建設事
務所 土木管
理課

1 新規
救急情報活用推進
事業

　高齢者や障害者を始めとする市民の安全・
安心を確保するために、掛かりつけ医療機
関、既往症、緊急連絡先などの情報を専用の
容器（救急情報キット）に入れ、冷蔵庫に保
管しておくことで、緊急時救急隊が、その情
報を基に迅速な医療機関選定及び適正な救急
搬送体制を確保する。

Ａ

・救急隊が正確な傷病者情報を迅速に
　把握することが期待できるが、見積
　額が約５千万円と高額であり、一部
　の行政区でのモデル事業の実施など
　を検討する必要がある。
・同様の事業を開始している他都市の
　事例、効果などを分析する必要があ
　る。

【参考】
　搬送開始時間が15分以上の割合
　・高齢者６３％
　・成人等６０％

・実効性のある実施方法を検
　討すること。

消防局 救急課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

8 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜教育委員会＞

1
市長
示達

与野西北小学校校
舎増築事業

　増築校舎の建築及び機械警備の設置 Ｂ

・通学区域変更に関する地元自治会と
　の調整は不調に終わっている。
・事業の内容は、校舎の増築であり、
　新規性に乏しいが、児童の増加に伴
　う教室不足が見込まれるため、実施
　する必要はある。

・引き続き、地元自治会と調
　整を続けること。
・生徒数の増加予測を適切に
　行い、増築に限定するので
　はなく、リースも含め、施
　設のあり方について検討す
　ること。

教育委員
会事務局

学校施設課

2 新規
給食施設再整備事
業

・耐震診断【Ｒ造8棟＋Ｓ造昇降機2棟】
・耐震補強・大規模改修設計【Ｒ造1棟】 ｂ

・給食施設は、現行の耐震化計画の対
　象外の施設である。

・現行の耐震化計画の対象外
　となっている市有施設に関
　する耐震化や大規模改修の
　考え方を全庁的に整理し、
　報告すること。

教育委員
会事務局

学校施設課

3
市長
示達

小学校体育授業サ
ポーター派遣事業

・全校配置から重点配置に変更し、事業規模
を縮小する。
・平成２３年度は３０校に配置予定。

a

・体力の向上と体育授業の充実を図る
　新たな人的支援システムに改善し、
　小学校体育授業サポーター派遣事業
　は、平成23年度末に廃止するとして
　おり、示達どおりに検討している
　（公開審議の結果は廃止とされてい
　る。）

・新しい人的支援システムに
　ついては、他市の事例等も
　含め、要否を検討するこ
　と。

教育委員
会事務局

指導１課

4
市長
示達

２４時間いじめ相
談窓口

・２４時間電話相談窓口の設置
　平日9:00～17:00→岸町教育相談室
　平日17:00以降及び休日・祝日等→外部に
業務委託
・相談窓口紹介リーフレットの配布（全市児
童生徒及びその保護者）
・相談窓口紹介カードの配布（小３～中３の
児童生徒）
・文部科学省への実績報告及び補助金申請

a

・埼玉県との事業の共同化について
　は、県の負担増が見込まれること等
　から、調整は不調に終わっている。
・既存事業であり、効率化に向けて取
　り組むべき事業である。

・引き続き、埼玉県との協議
　を続けるとともに、実際の
　相談件数に見合った委託料
　となるよう、予算額の減額
　等、更なる効率化を検討す
　ること。

教育委員
会事務局

指導２課

5 新規
市立養護学校通学
バス増便

・現在、市立養護学校と総合療育センターひ
まわり学園で、通園・通学バスとして５台を
共同運行しているが、更に市立養護学校専用
の通学バスとして、マイクロバス20人乗り1
台を5年契約で増便する。

Ｂ
・平成２４年度に開校予定の新校の状
　況も踏まえ検討する必要がある。

・ルートや台数について、新
　校開設対応分も含め検討
　を行うこと

教育委員
会事務局

指導２課

6
市長
示達

市立小・特別支援
学校警備業務

　全小学校において、防犯ボランティアを中
心に、多くの人の目で子どもを見守る「学校
安全ネットワーク」体制へ移行し、学校警備
員は、午前もしくは午後の半日配置とする。
また、学校安全ネットワーク推進協議会にお
いて、携帯見守りシステム(仮称）の導入や
学校安全ネットワークに係るガイドラインの
作成等について検討する。

Ｂ

・平成２３年度からの警備員の半日体
　制及び代替措置としての防犯カメラ
　の設置については、学校安全ネット
　ワークへのスムーズな移行及び予算
　比較の観点などから方向性としては
　問題ない。

・平成２４年度以降について
　は平成２３年度までの実施
　状況を勘案し、事業の判断
　を行うこと。

教育委員
会事務局

健康教育課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

9 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜個人提案＞

1 新規 ○
コンポストプレゼ
ント事業

　以前職員提案で、自治会単位でのコンポス
トの設置実験を提案したが、今回は市民への
プレゼント景品にして、清掃工場に持ち込ま
れる生ゴミを徐々に少なくできないか。
・コンポストの補助金に加えて、コンポスト
が毎月10台当たるようにする
・毎月の市主催イベント等に景品として位置
づけ、年120台を各イベントに割り振る
・当選者には使用モニターとして、データ収
集等普及に協力してもらう。

×
・既に生ごみ処理容器等の補助事業を
　実施しているので、同趣旨の事業実
　施の必要性はない。

―

2 新規 ○
市設置立て看板設
置、管理事業

　玄関から一歩出ると、様々な注意啓発看板
を見ますが、注意する対象が不明確なもの
や、対象がわかってもどのような行動をすれ
ばよいかわからない看板が幾多とある。ま
た、植え込みに隠れてしまっていたりする看
板を見ると、本来の目的を果たしていないの
ではないかと思いますし、非常に情報過多で
あり、運転主体に対し情報を少なくすべきと
思います。

×

・市内の看板数を踏まえると事務量が
　膨大になり、また、市長への提案を
　はじめ、市民のニーズもほとんどな
　いことから、現時点での必要性は薄
　い。
・他の自治体の取組を確認する必要が
　ある。

―

3 新規 ○
職員ハンドブック
作成事業

　旧大宮市には、同名の冊子があり、一人ひ
とりに配付されていた。そこには公文書例や
信頼されるべき職員になるためには、などの
記載があり、常にリファレンスしながら事務
に慣れていったものです。新入職員について
も、文書取扱い責任者についても文書作成に
あたってのバイブル的なものがあればいいと
考えました。
・職員ハンドブックの盛り込み内容の庁内検
討
・作成委託
・職員配付（新入職員研修用に一部人材育成
課にストック）
・今後は各カテゴリーで別々にハンドブック
を作ることは原則禁止する。

×

・既に文書事務の手引きや情報公開ハ
　ンドブック等については、Sネットラ
　イブラリに掲載しているほか、公務
　員倫理やビジネスマナーなどは、e-
　ラーニングで学習できるなど、環境
　は整備されている。
・費用対効果の面からもそれらを一冊
　にまとめる必要はない。
・なお、新人職員については、採用時
　研修において、仕事を進める上での
　基本となる知識をまとめた冊子テキ
　ストを配付し、研修を行っている。

―

4 新規 ○

(仮称）新しい公共
推進フォーラム事
業
～さいたまアク
ティブシチズン倍
増を目指して～

フォーラムの開催
・市長、ＮＰＯ団体代表者、ボランティア関
係者などによるパネルディスカッション
・既存の取組事業（地域防犯ステーションや
配食サービス等の現場の取組やマッチング
ファンドの実例等）の紹介
・さいたま市の「新しい公共」モデル事業等
の紹介

※単なる10周年事業等の一発花火で終わるの
ではなく、新しい公共が市民に根付くように
継続的に実施していく。

○

・土曜チャレンジスクールやＳＳＮ、
　シルバー元気応援ショップ等の高齢
　者施策など、本市の今後の「新しい
　公共」の啓発面で考えると継続して
　行う必要はあるが、10周年事業とし
　ても位置付けられる。

・事業の詳細については、市
　民・スポーツ文化局で検討
　すること。

市民・ス
ポーツ文
化局

個人提案

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

10 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜区提案＞

1 新規
市民カード発行促
進事業

　自動交付機を使用できる市民カードの発行
率を向上させるために、発行促進キャンペー
ン等を行ない、新規でカードの申請をされる
場合には自動交付機を使用できるカードを進
め、既存の市民カードで自動交付機が使用で
きないものについても使用できるカードへの
切替をすすめる。

　平成23年度は、区報のほかパンフレットや
啓発グッツ等で積極的に促進を図る。

― ―
・区長による政策提案コンペ
　案件とする。

大宮区役
所

区民課

1 新規

緑区役所暫定拡張
用地（旧中尾第一
学校給食センター
跡地）整備事業

　旧中尾第一学校給食センター解体にあた
り、地元要望を受け、平常時は区民の憩いの
場として、災害時には近隣住民の一時避難場
所として広場を整備し、また、当初から手狭
であった駐車・駐輪及び物品保管スペース解
消のため、駐車場・駐輪場及び倉庫を一体整
備することとしたもの。

（１）広場等整備については、平成23年度以
降継続して、造園業者などの専門業者へ委託
して適切な管理を行う。
（２）駐車場・駐輪場・倉庫整備について
は、開発行為に伴う測量及び敷地確定変更を
経て、外構工事実施設計、地質調査及び駐輪
場設置工事を行う。

― ―
・区長による政策提案コンペ
　案件とする。

緑区役所 総務課

局 課所名評価 評価理由等 指示事項事業名 H23事業概要№
事業の
区分

個人
提案

11 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜１０周年記念事業＞

1
10周年
(新規)

「（仮称）大学コ
ンソーシアムさい
たま」政策フォー
ラム

　（仮称）大学コンソーシアムさいたま検討
協議会に参加する大学の学生・教授等のグ
ループ（例：ゼミ）から、さいたま市らしさ
を創出する政策を募集し、各グループがプレ
ゼンテーションを行うフォーラムを開催す
る。優秀な提案については、10周年記念式典
で表彰する。
　なお、提案内容や表彰結果はホームページ
等で公表するとともに、平成24年度以降の事
業に反映できるかどうか検証していく。

Ｂ

・大学コンソーシアムという狭い範囲
　の中で、１０周年記念事業を募集す
　るのは疑問である。
・記念式典での表彰は困難であると想
　定される。

・表彰はフォーラムの中で実
　施すること。

政策局 企画調整課

2
10周年
(新規)

地域主権改革の普
及・啓発事業

　市内のホール等において市民を対象に、有
識者を講師として地域主権改革をテーマとす
るシンポジウム等を開催する。

Ｂ

・本市は、合併により誕生した指定
　都市であり、１０周年という節
　目の年に市民を加えた形で、指定
　都市制度、新たな大都市制度であ
　る「特別自治市（仮称）」につい
　て、議論することは大変意義があ
　る。

・本市が取り組むべき地域主
　権改革の課題の抽出し議論
　すべきテーマの検討を進め
　ること。

政策局 都市経営戦略室

3
10周年
(新規)

さいたま市１００
年構想フォーラム

「５０年後も１００年後も安心して住み続け
たい　さいたま市にするために」をテーマ
に、市と市民や市民活動団体、市内及び近隣
の大学、趣旨に賛同する企業が連携し、次の
４つの分野（仮）ごとに、あるべき将来像の
明確化に向けた検討を行い、
１０周年記念事業として中間報告及びフォー
ラムを開催する。
　①だれもが住みやすいまち
　②市民がまもる環境
　③５０年後（１００年後）のまちづくり
　④市民のライフスタイル

Ｂ

・国立社会保障・人口問題研究所の発
　表によると、日本の５０年後の人口
　は約半数の６０００万人、高齢者比
　率約４１㌫と推計されている。
・したがって、１００年後をテーマと
　した場合、夢のあるストーリーが描
　けるか疑問。
・市民が１００年後をイメージできる
　かについても疑問。

・フォーラムの開催に当たっ
　ては、市民参加の手法も含
　め、具体的な事業内容を検
　討すること。

政策局 都市経営戦略室

4
10周年
(新規)

式典事務事業

さいたま市誕生10周年を祝う記念式典。
・時期　平成23年10月～11月頃
・会場　ソニックシティ大ホール
・内容　市歌斉唱
　　　　式辞、来賓祝辞
　　　　市発展に貢献された方々への表彰
　　　　10周年を辿るビデオの作成・上映
　　　　アトラクションなど

Ａ

・誕生１０周年の中核的位置付けとし
　て、市勢発展を内外にアピールする
　絶好の機会。
・今後のさいたま市の未来像や夢につ
　いても語る内容とすべき。

・開催日程と会場を早急に決
　めること。

総務局 総務課

5
10周年
(新規)

さいたま市☆宝く
じ普及宣伝事業

　企画部門等が提案する10周年記念イベント
に合わせ、
・関中東宝くじの図柄に10周年記念イメージ
を使用（H22.9要望予定）
・宝くじＰＲ、販売コーナーを設置
・宝くじの幸運の女神を招聘、イベント補助
と宝くじ手売り販売を依頼
・啓発品配布（宝くじ販売受託銀行に協力依
頼）、市民アンケート調査
（収益金の使途希望、宝くじへの要望など）
・宝くじＰＲホームページ拡充

Ａ

・景気低迷により自主財源が減少して
　いる中で、ゼロ予算事業としての高
　い費用対効果が見込まれる。
・１０周年記念事業の実施時期と宝く
　じの発売時期が重なることが事業の
　前提となる。

・市民への周知方法等を引き
　続き検討すること。

財政局 財政課

6
10周年
(新規)

さいたま市誕生１
０周年記念　大宮
盆栽美術館観覧料
無料事業

　さいたま市誕生１０周年を記念し、５月１
日の合併の日の入館料を無料化し、多くの人
に来館してもらう。

ａ
・記念日やキャンペーン等の際に無料
　化することは、適宜実施すればよい
　のではないか。

・課題とされている土産物盆
　栽の販売、飲食の確保、周
　辺イベントとの連携などに
　ついて、早急に対応を図る
　こと。
・外務省や国内外国人に対し
　ても積極的なＰＲ活動を実
　施すること。

市民・ス
ポーツ文
化局

大宮盆栽美術館

7
10周年
(新規)

ノーマライゼー
ション条例の周
知・啓発事業
（ノーマライゼー
ション条例関連事
業）

・１０周年記念事業としてノーマライゼー
ションの推進に向けたシンポジウムを実施す
る
・ノーマライゼーション条例の周知及び啓発
を行う
・職員研修の実施

Ｂ

・職員研修は10周年事業とは無関係で
　ある。
・シンポジウムの講師は、いわゆる障
　害者関係者に特化する必要があるの
　か検討する必要がある。（外国人や
　ひとり親など、広義でのノーマライ
　ゼーションの視点が必要ではない
　か。）

・10周年事業として多くの人
　が集まるシンポジウムとな
　るように検討すること。

保健福祉局 障害福祉課

8
10周年
(新規)

(仮称)健康長寿日
本一を目指して
絆フォーラム2011
in さいたま

　さいたま市と佐久市の両市における健康長
寿の秘訣を共有し、「しあわせ倍増プラン
2009」で重点的に取り組んでいる「日本一健
康で元気なまちづくり」のさらなる推進を目
指す。

○フォーラムの開催（一般市民　約400
　人）
・さいたま市長と佐久市長による健康長
　寿まち自慢
・基調講演　著名人による健康づくりに
　関する講演
・パネルディスカッション　進行：市内
　盆栽家
　「みどりに癒される健康で元気なまち
　　づくり（仮）」
  　両市長　基調講演講師
　　本市　見沼田んぼ関連団体から
　　佐久市　森林セラピー推進協議会か
　　ら
・さいたま市健康絆体操披露し、ヌゥと
　うなこちゃんと一緒に体操
・健康グッズの配布

Ｂ

・しあわせ倍増プランの「元気倍増計
　画」と合致はする。
・しかし、「森林」がテーマとなる場
　合、本市では難しいので、内容及び
　参加者について検討が必要である。

（森林面積　本市465ha、市域面積の
　2.1%、佐久市26,328ha　同62.1%）

・フォーラムの参加者及び事
　業内容について、他の自治
　体の事例を踏まえて、検討
　すること。
・また、健康体操について
　は、他の自治体の事例を踏
　まえて、採用の要否も含め
　検討すること。

保健福祉局 健康増進課

9
10周年
(新規)

さいたまキッズな
シティ事業

・(仮称)さいたま市子ども総合条例等の啓発
式典
・第２回子どもがつくるまち｢ミニさいたま｣
の開催
・「平成２３年度子どもフォーラム」の開催
　※テーマ　子どもにやさしいまちづくり
・「（仮称）さいたま子どもサミット」の実
施
　※姉妹都市の子どもの参加も視野に入れ
る。

Ｂ

・周年事業としての方向性は良いが、
　今後の継続性を加味すると会場使用
　料等、イベント経費としての予算が
　かかり過ぎている。

・予算の縮減に努めること。 子ども未来局 子育て企画課

評価理由等 課所名
事業の
区分

事業名
個人
提案

H23事業概要 指示事項 局№ 評価

12 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜１０周年記念事業＞

評価理由等 課所名
事業の
区分

事業名
個人
提案

H23事業概要 指示事項 局№ 評価

10
10周年
(拡大)

環境フォーラム事
業（拡大）

　従前の環境フォーラムでは、各団体による
「展示報告会」、学校・事業者による「活動
報告会」、著名人による講演会を開催してい
るが、今回はこれに加えて環境各分野の関係
者を集めたパネルディスカッションを開催す
る。
　なお、環境フォーラムに合わせて「（仮
称）さいたま市環境行動賞」表彰式も実施す
る。

Ｂ

・民間活力の活用など実施手法につい
　て改善する必要がある（総点検指示
　済み）
・他のイベント（＊コラボさいたま
　等）との開催時期等をあわせて実施
　することにより、より多くの集客効
　果をえるような工夫はできないか。

・事務事業総点検での意見
　や、これまでの成果等を踏
　まえ、市民・事業者が更
　に、参加・体験できるよう
　な工夫・仕組みを検討する
　こと。

環境局 環境総務課

11
10周年
(新規)

さいたま市誕生１
０周年記念　JR等
記念プレート列車
の運行

　市民に記念プレートのデザインを一般募集
し、優秀作品を選定、各鉄道会社の仕様に
沿ってプレートを作成する。
　作成したプレートをＪＲ、シャトル、Ｓ
Ｒ、東武野田線等の先頭車両
に各社２編制程度貼り、市内外へさいたま市
誕生１０周年をＰＲする。
　併せて、鉄道博物館や大宮盆栽美術館など
とのタイアップ事業としてスタンプラリーな
ど、観光客拡大となるイベントを開催する。
・プレートデザインの募集要領の決定
・市内小学校に対する募集
・優秀作品選定、プレート作成、表彰式
・鉄道博物館や大宮盆栽美術館とのタイアッ
プイベント告知
・記念プレート貼付車両の運行

ｂ

・10周年記念事業の宣伝としてのＰＲ
　効果が見込まれる可能性はあるが、
　観光振興、観光客誘致としての効果
　は疑問。

・10周年記念事業のＰＲ効果
　は見込める可能性はある
　が、観光振興、観光客誘致
　の観点からの事業スキーム
　について、更なる検討を行
　うこと。

経済局 観光政策課

13 ※網掛けはプレゼン実施事業



＜１０周年記念事業＞

評価理由等 課所名
事業の
区分

事業名
個人
提案

H23事業概要 指示事項 局№ 評価

12
10周年
(拡大)

さいたま市誕生１
０周年記念事業
大宮盆栽美術館開
館１周年記念地域
ブランド構築事業

　大宮盆栽美術館及び盆栽村周辺商店街など
地域限定による清涼飲料水(仮)「大宮盆サイ
ダー」の開発・販売
※盆栽村周辺の商店街(５商店会)により、地
域ブランド商品開発を経済政策課所管の「さ
いたま市ブランド構築戦略提案型モデル事
業」として、２２年度から取り組み試作品を
開発し、２３年度当初から販売開始とする。

ａ

・さいたまブランド向上の一助となる
　が、特定の企業の商品開発に行政が
　関わり１０周年事業とすることに疑
　問。（盆栽美術館開館１周年事業と
　して、盆栽村周辺の商店街等が実施
　する共同事業への支援程度でよい）
・市産品で１０周年事業を行うのであ
　らば、新たなさいたまブランド創出
　に向けた取組の一環として、他の市
　産品（推奨土産品など）のＰＲを相
　乗的に行えるようなイベントなどを
　効果的に実施する必要がある。

・関係部局と連携し、効果的
　な実施手法、ＰＲ手法等に
　ついて、更なる検討を行う
　こと。

経済局 観光政策課

13
10周年
(拡大)

都市局まちづくり
広報誌発行業務

・広報誌「korekara」
年２回発行（第11号／第12号）（各15,000
部）

・「さいたま市誕生10周年記念事業」に連動
し、子どもを対象とした特別号を発行し、10
歳を迎える小学校4年生の全児童に配布
（25,000部）

ｂ

・まちづくりというテーマに対し、小
　学４年生のみを対象として、広報誌
　を配布することは、その効果に関し
　疑問である。

・所要額要求を不可とする。 都市局 都市総務課

14
10周年
(新規)

全国消防救助技術
大会事業

　全国９地区支部８０２消防本部から選出さ
れた救助隊員が、日頃練磨した消防救助技術
を披露する大会で、財団法人全国消防協会が
主催し、毎年政令指定都市等を会場として開
催されている。

また、平成１５年から「市民に親しまれる救
助大会」を目指し、大会開催に併せ消防フェ
ア等のイベントを開催、住民・学生等のボラ
ンティアが運営に参画し、学生の防災意識の
高揚と地域住民との交流を図り、行政（消
防）と市民の連携を深める「市民参加」型の
大会となっている。

Ａ

・指定都市等の持ち回り開催でありH23
　年度にさいたま市での開催が決定し
　ている。
・併催する予定の消防フェアは１０周
　年記念事業として位置付けられる
　が、全国消防救助技術大会は、全国
　消防協会が主催であるため、１０周
　年記念イベントに位置付けることが
　できるのか確認する必要がある。
・市内の宿泊施設等を利用することか
　ら、経済波及効果も見込まれる。

・次回の持ち回り開催の際の
　参考とするため、参加者の
　宿泊施設の利用状況等をア
　ンケートなどにより把握す
　ること。

消防局 消防総務課

15
10周年
(新規)

埼玉大学との交流
事業

　大学と区との結びつき事業として、現在実
施しているものに、ふれあいコンサートへの
参加やふれあいまつりへの参加がある。ま
た、埼玉大学のイルミネーション事業へは桜
区から補助金を交付している。
　このようななかで、さらに連携を深める催
しとして、埼玉大学教授による「講演会」や
学生による「パネルディスカッション」を実
施し、広く区民に参加してもらうことで大学
と区民との交流を深めて行く。

　平成23年度は、プラザウエストの会場等を
利用し、年度内に３回講演会を開催する。

― ―
・区長による政策提案コンペ
　案件とする。

桜区役所
コミュニ
ティ課

16
10周年
(新規)

子育て支援ネット
ワーク会議推進事
業

・さくら子育て情報交換会のメンバーである
児童センター、のびのびルーム、子育て支援
センターさくら、主任児童委員、保育園など
の現場で活躍している職員が知恵を出し、子
育て中の保護者が日ごろのストレスを発散で
きるイベントを毎年開催する。
・子育て中の保護者と交換会のメンバーのス
キルアップを図るため、子育て支援にかかわ
る専門家を講師に招いて講演会を年に１回開
催する。

　平成23年度は、下記について実施する。
・総合記念体育館を会場に、親子２００組を
対象に、２３年１０月頃、リズム体操・おも
ちゃ体験コーナー・ボールプール・ゲーム
コーナー・育児相談コーナーなどのブースご
とのイベントを実施する。
・子育て中の保護者及び交換会メンバー、関
係機関を対象に、２３年１１月頃に子育て支
援分野の講師による研修会を開催する。

― ―
・区長による政策提案コンペ
　案件とする。

桜区役所 支援課

17
10周年
(新規)

渡邉武夫展
　緑区役所所蔵の渡邉武夫の絵画１２点を、
緑区役所１階多目的室に展示し、一般公開す
る。

― ―
・区長による政策提案コンペ
　案件とする。

緑区役所 総務課

14 ※網掛けはプレゼン実施事業



さいたま市誕生１０周年記念事業   ～メインイベント実施スキーム（案） ～ 

１．メインイベントの位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．メインイベントを構成する分野の設定 

  市民アンケート結果から、市民参加が期待でき、本市の魅力としてアピールすべき分野として設定する。 

市民アンケート 

参加したい事業 
分野 

合計

順位 
１位となったカテゴリー 

外に発信するさいたま市

の魅力(上位) 

コメント 

①スポーツ 3 位 男性：合計､20 代～40代 

サッカーのまち(5位)、スポ

ーツが盛ん(9 位)、レッズ・

アルディージャ(10位) 

男性の関心は高く、特にサッカー関連については

広く認知されている。 

②音楽 1 位 
男性：10代 

女性：合計､10 代～50代 
 

特に女性の関心が高く、男女合計でも１位となっ

ている。 

③環境 2 位 男性：30代､50 代､60 代以上 自然が多い(3 位) 
男女ともに関心が高く、男女合計、男性計、女性

計すべてにおいて２位となっている。 

④健康 4 位 女性：60代以上 
 

 

女性 60 代以上 1 位、男性 60 代以上 2 位と、特

に高齢者の関心が高い。 

⑤子育て 6 位 
なし 

(女性 30代:2 位) 
子育てしやすい(7位) 

女性 30 代において 2 位となっており、また、子

育てしやすいまちとして一定の認知を得ている。

※ 合計順位５位：美術 

３．メインイベントを構成する事業の選定 

  「１０周年記念事業に関する庁内調査」、「平成 23 年度当初予算編成に向けた集中審議」における各局等の事業から、

分野ごとにメインイベントにおいて実施する事業を選定する。 

 ■ メインイベント（案） 

分野 メインイベント（案） 想定される参加者層 推計参加者数 事業区分

 記念式典 ― 2,500 人 集中審議 

①スポーツ シティマラソン（＋スポーツイベント） 全世代、男性中心、市外 15,000 人 庁内調査 

②音楽 市民音楽祭 全世代、女性中心、市民 3,500 人 庁内調査 

環境フォーラム 全世代 1,000 人 集中審議 
③環境 

見沼ウォーク 全世代 1,000 人 ― 

④健康 
（仮称）健康長寿日本一を目指して 

絆フォーラム 2011 in さいたま 
高齢者 400 人 集中審議 

⑤子育て さいたまキッズなシティ 子ども 3,000 人 集中審議 

その他全市的なもの 文化芸術まちづくり事業 ― ― 庁内調査 

                                            計  26,400 人 

 

 

４．会場 

メインイベントとして各種イベントを集中的に開催することで、世代、性別を超えて多くの市民に参加いただくため、

複数の機能、キャパシティを有する以下の会場とする。 

○ さいたまスーパーアリーナ 屋内  → 式典、講演、音楽演奏等 

○ けやき広場        屋外  → スポーツ、イベント等 

○ 自由通路         半屋外 → 展示等 

○ ８－１Ａ街区       屋外  → スポーツ等 

 

５．期日 

区民まつりなど他の記念事業が集中する１０月にあわせて実施することで、本市をより強くアピールするとともに、集

中開催によりコストの低減を図ことができる。 

○ 平成 23年 10 月  土・日曜日 

 

６．企画・調整 

  複数の所管にまたがることから、企画・調整を行う作業部会を設置する。 

  ■ メインイベント作業部会 構成（案） 

庁内 
◎企画調整課 ○総務課 ○スポーツ振興課（スポーツ企画課） 環境総務課 みどり推進課 

子育て企画課 健康増進課 文化振興課 コミュニティ課 広報課 観光政策課 

庁外 観光コンベンションビューロー 青年会議所 商工会議所 メディア 

 

７．メインイベント以外の事業展開 

○ １０周年記念事業の実施にあたっては、シンボル事業を中核として推進するとともに、本市のあらゆる取組みにお

いても１０周年を契機として積極的な本市の魅力発信に努める。 

○ 事業実施スケジュールについては、１年間を通して記念事業が切れ目なく実施されるような事業展開とするが、４

月の「１０周年記念へのキックオフ」、１０月の「メインイベント」、３月の「これからの１００年へのキックオフ」

と節目におけるピークを設定する。 

■事業例 

事業名称 推計参加者数  事業名称 推計参加者数

（仮称）大学コンソーシアムさいたま政策フォーラム 250 人  コラボさいたま２０１１さいたま市商工見本市 36,000 人

｢ヌゥスタンプラリー｣～鉄路でつなが｢竜｣さいたま市 7,000 人  

さいたま市花絵プロジェクト 500 人  

まちづくり広報誌「korekara」子ども対象版作成・

小学４年生配付 
25,000 人

記念フラッグ「１０の絆」事業 1,000 人  成人式 11,613 人

オリジナルナンバープレート   区民まつり 376,000 人

市民活動サポートセンターフェスティバル 4,600 人  市立中学校総合体育大会 24,000 人

                                                   計 461,963 人

※ 市民、事業者等からの事業提案を９月末まで受付けており、庁内における事業等ととりまとめの上、１０月の都市経営戦

略会議において、記念事業の事業計画（案）について報告する。 

 

８．課題 

  ○ 新規事業、既存事業（拡大）の取組みとなることから、事業費の縮減、財源の確保を図るように努める。 

○ 会場、期日について、咲いたまつり、シティマラソン、記念式典等との調整を要する。 

特別事業（新規） 冠事業（既存） 

平成 22年 9 月 15 日開催 

都市経営戦略会議  資料２ 

シンボル事業 

３つの事業の柱立て全てに原則合致 

・ 多くの市民や企業が交流し、さいた 

ま市がひとつになれる 

・ １０区の個性の確立につながる 

・ 市の魅力を発信できる 

 

・象徴的な複数のイベントの集中開催 

・式典、スポーツを中心に開催 

※市民アンケート結果により、メインイ

ベントを構成する分野を設定 

メインイベント


