
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロジェクトチーム（ＰＴ）案】 

№ テーマ別プロジェクト 概要 統括責任課（案） 所管局（課）（案） 

１ 区役所あり方見直しプロジェクトチーム 

（すぐ） 

区役所の窓口の改善、区長への権限移譲などを検討する 市民局(区政推進課) 

 

総務局(人事課） 

総務局(改革推進室) 

財政局(財政課) 

財政局(税制課) 

市民局(市民総務課) 

保健福祉局(健康増進課) 

建設局(土木総務課) 

２ 多目的広場倍増プロジェクトチーム 

（目玉政策、４年以内） 

遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を増やす。 政策局(スポーツ企画課) 

 

 

財政局(用地管財課） 

経済局(農業環境整備課) 

都市局（都市公園課） 

建設局（河川課） 

水道局（水道総務課)  

教育委員会(体育課) 

農業委員会（農地調整課） 

３ 自立生活支援対策プロジェクトチーム 

（すぐ） 

ワーキングプアを増やさない対策を講じる。 経済局(労働政策課) 

 

保健福祉局(福祉総務課) 

保健福祉局（子育て支援課） 

 

建設局（住宅課) 

４ 雇用倍増プロジェクトチーム 

（４年以内） 

介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの雇用を増やす。 経済局(経済政策課) 

 

保健福祉局(健康増進課） 

保健福祉局(福祉総務課） 

保健福祉局(子育て企画課) 

環境局(環境総務課) 

経済局(労働政策課) 

経済局(産業展開推進課） 

経済局(農業政策課) 

教育委員会(教育総務課)  

５ みどり倍増プロジェクトチーム 

（４年以内） 

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。 

都市局(みどり推進課) 

 

財政局(用地管財課) 

財政局(庁舎管理課) 

保健福祉局(保育環境整備室) 

環境局(地球温暖化対策課) 

都市局(都市公園課) 

教育委員会(学校施設課) 

６ 市民が憩える場所づくりプロジェクトチーム 

（４年以内） 

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す。 

都市局(みどり推進課) 

 

 

環境局(環境総務課) 

経済局(農業政策課)  

建設局(河川課) 

教育委員会(健康教育課) 

教育委員会(文化財保護課) 

農業委員会(農業振興課） 

７ 大学コンソーシアムプロジェクトチーム 

（６月議会あいさつ） 

大学の人材、施設、ノウハウを福祉・教育・経済分野などに活用する。 政策局(企画調整課) 

 

保健福祉局(子育て企画課) 

経済局(産業展開推進課) 

 

教育委員会(指導１課) 

 ※その他のプロジェクト候補については、別添「マニフェスト・市長所信（あいさつ）におけるプロジェクト一覧」参照 

１．工程表「しあわせ倍増行動計画」の策定 

   平成２１年秋（９月～１０月）までに策定する。 

   行動計画の項目、内容について 

  「取組指標・方針」、「取組内容」、「事業計画」などを記載 

市民向けに分かりやすく記述する。 

 

２．部局横断的なプロジェクトチームを設置 

  部局横断的な課題については、プロジェクトチームの設置など組織的な対応を行い、

全庁的に取り組んでいく。 

*1)必要に応じて、担当副参事等の設置や兼務発令など人事的な対応を行う。 

*2)必要に応じ民間人の登用・参画などを行う。 

*3)今後必要に応じて、新たなプロジェクトチームを追加する。 

   統括責任課 … 個別事業の推進のほか、テーマ全体の計画、進行管理を行う。 

   所 管 課 … 統括責任課に協力しテーマ全体の計画、進行管理に参画する。 

*1)所管課の決定に当たっては、漏れがないように注意する必要がある。 

 (所管課の範囲については、統括責任課が責任を持って行う。) 

３．都市経営戦略会議の機動的な活用 

   マニフェスト実現のために、工程表の策定時だけではなく、必要に応じ、都市経営戦略会議に

おいて審議を行う。 

   特に、次のマニフェスト等については、適切な進行管理の観点からタイミングを逸することな

く都市経営戦略会議で審議することとし、その旨を担当局に指示する。 

 

・行財政改革推進  ・土曜日寺子屋（ドテラ）  ・事務事業評価  ・情報公開日本一 

・部局横断的なプロジェクト  .etc 

 

【条例関係】 

①子ども総合条例  ②スポーツ振興まちづくり条例  ③自治基本条例 

④安心長生き条例  ⑤文化創造都市条例       ⑥ノーマライゼーション条例 

 

平成２１年７月７日開催 
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番号 種別 項目

1
マニ
所信

行財政改革推進チーム

マニ
所信

所信

マニ
所信

区役所のあり方検討委員会

マニ

所信

4 マニ

読み・書き・そろばんプロジェ
クト
なわとび・逆上がりプロジェク
ト

5
マニ
所信

子育てパパ応援プロジェクト

6
マニ
所信

待機児童ゼロプロジェクト

7
マニ
所信

スポーツもできる多目的広場
の倍増

8
マニ
所信

みどり倍増プロジェクト

9
マニ
所信

市民が憩える場所の増大

10
マニ
所信

雇用倍増プロジェクト

11
マニ
所信

自立生活支援対策チーム

12
マニ
所信

ベンチャービジネス倍増プロ
ジェクト

13 所信 大学コンソーシアム

マニフェスト・市長所信（あいさつ）におけるプロジェクト　一覧

・すべての窓ロ業務を区役所で行えるようにします。

2

・「子育てパパ応援プロジェクト」を推進します。

情報公開日本一

・行政情報の「見える化」を図るとともに、情報公開日本一を目指してまいります。

区民会議やコミュニティ会議の活性化を含め、区長への権限移譲などの区役所のあり方につい
て、検討委員会を早急に設置し、検討してまいります。

3

・大学の人材、施設、ノウハウを福祉・教育・経済分野などに活用する仕組みづくり

・遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。

・介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に、「雇用倍増プロジェクト」を実行しま
す。

・ワーキングプアを増やさない、部局横断的な「自立生活支援対策チーム」を設置します。

・起業家応援のための「ベンチャービジネス倍増プロジェクト」を実行します。

・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。

区役所窓口の業務改善

・新たに区長直轄の「くらし応援室」を設置する

基礎学力向上のための「読み・書き・そろばんプロジェクト」、基礎体力向上のための「なわとび・逆
上がりプロジェクト」、生活習慣向上のための「あいさつ・礼儀」・「早寝・早起き・朝こはん」を推進し
ます。

・保育所、学童保育所「待機児童ゼロプロジェクト」を推進します。

・民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置します。

・情報公開日本一を実現します。
・意思決定過程を市民に見えるようにようにします。
・政令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。

概　　　要

・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。



◎しあわせ倍増行動計画」策定の基本的な考え方について 

 １．「しあわせ倍増行動計画」の位置付けについて 

 ２．策定スケジュールについて 

 ３．個別事業における所管課と取組指標等について 

 ４．工程表様式について 

 

１．「しあわせ倍増行動計画」の位置付けについて 

 「しあわせ倍増行動計画」は、マニフェストとして市民に提示した事業をベースに、６月

定例会での市長の所信的あいさつの中で述べた政策などを工程表に落とし込んだものと

する。 

また、この計画は市民との約束であるマニフェストをベースにしていることから、市政運

営の最優先事項として位置付け、その達成に向けて全庁を挙げて取り組むこととする。 

 

２．策定スケジュールについて 

 具体的な取組指標と工程表などを盛り込んだ「しあわせ倍増行動計画」を秋（９

～１０月）までに策定する。 

 

工 程 取 組 内 容 

7 月 7 日 都市経営戦略会議の開催（第１回目） 

◆マニフェスト実現方策について 

◆「しあわせ倍増行動計画」策定の基本的な考え方 

1.「しあわせ倍増行動計画」の位置付け 

2.策定スケジュール 

3.個別事業における所管課と取組指標等 

4.工程表様式について 

7 月中旬 所管課から工程表案の提出 

7 月 30 日 都市経営戦略会議の開催（第２回目） 

◆工程表策定に係る中間審議 

1.個別事業における所管課と取組指標等の確認 

2.調整事項等の課題整理 

3.課題等について市長から所管課へ指示 など 

8 月下旬から 9

月 

都市経営戦略会議の開催（第３回目～） 

◆工程表策定に係る最終審議 

1.指示への対応の確認 

2.「しあわせ倍増行動計画」の確定 

秋（9・10 月） 「しあわせ倍増行動計画」の策定及び公表 

 

３．個別事業における所管課と取組指標等について 

（１）個別事業における所管課（案）について 

・ 別添１「行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課（案）一覧」参照 

・ 平成２１年５月２８日付け、「マニフェストに関する事業調書の提出依頼」の庁内照

会により、各所管課から回答のあった調書を基に所管課（案）を作成。 

・ 原則として、原案で調整するが、所管課の範囲を含め、今後変更もありうる。 

 

（２）個別事業における目標値等について 

・ 別添１「行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課（案）一覧」参照 

 

・取組指標については、検証大会での報告を前提として、次の３点を踏まえて検討する

こととする。 

①市民に分かりやすく 

②できるだけ具体的に 

③可能な限り数値目標を入れる 

  

・ 次の都市経営戦略会議（７月３０日）までに、各所管課において、具体的な数値記載

した取組指標等を策定するとともに、指標達成（マニフェスト達成）に直接的につなが

る具体的な方策を工程表に盛り込む。 

 

 

４．工程表様式について 

・ 工程表の様式については検証大会への報告を前提として、市民にわかりやすいも

のにする。 

＊別添２「工程表様式（案）」参照 
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都市経営戦略会議資料 

【スケジュール案】 



別添１

すぐ

平成２２年度までの２年間に、観光や経済の分野などに民
間の任期付登用を○○人行います。

受講児童生徒数を平成２４年度末までに○○人にします。

市民参加の検討委員会を平成２１年○月までに設置しま
す。

スポーツのできる多目的広場がある公園を○公園から平
成２４年度末までに○○公園に倍増します。

大学との連携により、グラウンドを活用し、市民のスポーツ
する場所を平成２４年度末までに○○増やします。

民有地を活用し、多目的広場を平成２４年度末までに○○
か所増やします。

現在未利用となっている市有地を活用し、多目的広場を
平成２４年度末までに○○か所増やします。

校庭の利用時間を延長する学校を○○か所から平成２４
年度末までに○○か所に倍増します。

4年以内

1 政策局
都市経営戦
略室

2 市民局
コミュニティ
課

3 市長公室 秘書課

4 教育委員会 教育総務課

5 総務局 人材育成課

総務局 法制課

さいたま市の独自性が盛り込まれた条例を平成２４年度末
までに○条例制定します。

総務局 法制課

総務局 法制課

サンセットシステムが導入された条例を平成２４年度末ま
でに○条例制定します。

総務局 法制課

行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

6

平成２１年○月までに、サンセットシステム導入のための指標を
作成します。

学校訪問を平成２４年度末までに全校で実施します。

市民のための職員であるという意識改革を進めるとともに、職員
個々の能力を最大限に発揮させるため、車座集会を平成２４年
度末までに１００回開催します。

条例宣言に掲げる６つを含め、条例を積極的に提案します。

土曜日寺子屋を平成２４年度末までに全学校実施します。

さいたま新都心のサッカープラザ計画を平成２１年○月までに白
紙撤回します。

現場訪問を平成２４年度末までに４００回実施し、現場の意見を
市政に反映します。

安心長生き条例を平成２４年度末までに制定します。

市民参加によるマニフェスト検証大会を毎年開催し、成果を検証
します。

遊休地を活用し、スポーツのできる多目的広場を倍増する計画
を平成２１年○月までに策定します。

直接、市民の皆様と対話するタウンミーティングを全区で計80回
開催し、市民の意見を市政に反映します。

「さいたま市長の在任期間に関する条例案」を平成21年6月定例
会に提出し、制定します。

すぐ

4年以内

4年以内

2年以内

昇任試験の実施検討や人事評価の活用により、適材適所の人
事異動を行います。

任期付職員採用条例を平成２１年○月までに制定します。

マニフェスト検証大会を毎年開催。

多選自粛条例で、市長任期は3期まで！

今も安心、将来も安心。「安心長生き」をサ
ポート！

「ドテラ」で、子どもの基礎学力をアップ！

無駄なハコモノはもういらない。新都心の
サッカープラザは白紙撤回！

「お役所仕事」よ、さようなら。
民間人登用し、動く市政に！

現在未利用となっている農地を活用し、多目的広場を平
成２４年度末までに○○か所増やします。

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

目玉政策

条例宣言

行動宣言

7

市長のリーダーシップを発揮し、条例を積
極的に提案します。

タウンミーティングを全10区で計40回開
催。

現場訪問を400回実施。

学校訪問を全校実施。

職員との車座集会を100回開催。

その際に、期限を切って条例を見直すサン
セットシステムを導入します。

子どもも大人も元気にスポーツ。多目的広
場を倍増！

目
玉
政
策
に
つ
い
て
は

、
各
分
野
の
欄
に
再
掲
の
た
め

、

後
述
し
て
お
り
ま
す

。

1／7



別添１
行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

8 すぐ 総務局 総務課

総務局 ○ 改革推進室

すべての事務事業を見直し、○○事業数、合計○○円以
上を削減します。

総務局 改革推進室

補助事業を見直し、補助金を○○円以上削減します。 財政局 財政課

財政局 ○ 財政課

建設局 道路環境課

政策局
都市経営戦
略室

市民局
コミュニティ
課

市民局 ○ 区政推進課

市民局 区政推進課

総務局 人事課

財政局 税制課

建設局 土木総務課

保健福祉局 健康増進課

　 区長直轄の「くらし応援室」を平成２１年７月に設置します。 総務局 改革推進室

区長への権限移譲事務を平成２４年度末までに、新たに
○○事業追加します。

総務局 改革推進室

区役所への財源移譲を平成２１年○月までに○○億円行
います。

財政局 財政課

12 すぐ 市民局 区政推進課

総務局 ○ 市政情報課

市民局
コミュニティ
課

総務局 市政情報課

パブリシティの件数を平成24年度までに○○件に倍増しま
す。

市長公室 報道担当

都市経営戦略会議の議事内容を平成２１年○月から公表
します。

政策局
都市経営戦
略室

14 2年以内 総務局 改革推進室

総務局 人事課

外郭団体の役員等への再就職者数を平成２４年度末まで
に○○人にします。

総務局 人事課

総務局 人事課

平成２２年度までの２年間に、観光や経済の分野などに民
間の任期付登用を○○人行います。

総務局 人事課

総務局 人事課

17 3年以内 政策局 企画調整課

18 すぐ 市民局
コミュニティ
課

市民局
市民活動支
援室

市民との協働事業を○○件から平成２４年度末までに○
○件に倍増します。

市民局
市民活動支
援室

9

11

パブリックコメント基準の見直しを平成２２年度末までに行いま
す。

10

13

区長マニフェストを平成２１年○月までに策定します。

民間人を含めた市長直轄組織を平成２１年○月までに設置しま
す。

外郭団体の長への市長・副市長の兼職を平成２１年度末まで
に、すべて廃止します。

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
でに見直します。

マッチングファンド制度を平成２２年度末までに創設します。

自治基本条例を平成２３年度中に制定します。

行政情報の積極的な「見える化」を平成２２年度末までに実施し
ます。

「さいたま市長の在任期間に関する条例案」を平成21年6月定例
会に提出しました。

情報公開基準の見直しを平成２２年度末までに行います。

予算編成過程の透明化を図るため、平成２２年度当初予算から
主要事業に関する要求・査定状況などを公開します。

身近な道路整備の要望への対応状況などを平成２２年度当初
予算から公開します。

会派からの要望への対応状況などを平成２２年度当初予算から
公開します。

市長への手紙など、市民からの要望への対応状況などを公開し
ます。

・区民会議・コミュニティ会議の活性化に向
けた、検討会議を設置します。

区役所のあり方の検討委員会を平成２１年○月に設置します。

市民・自治
「個性と創
造力で築く
コミュニティ」

19

16

15

行政改革
「しあわせ倍
増に必要な
基盤づくり」

・市長任期を3期までとする、多選自粛条
例を制定します。（条例宣言）

・区長マニフェストを全区長が策定するよう
にします。

・外郭団体の長への市長・副市長の兼職
を廃止します。

・市民活動を推進するための「マッチング
ファンド制度」を創設します。

・さいたま市の憲法「自治基本条例」を市
民参画で制定します。（条例宣言）

・職員の自動的な天下りを廃止します。

・情報公開日本一を実現します。

・政令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。

2年以内

任期付職員採用条例を平成２１年○月までに制定します。

昇任試験の実施検討や人事評価の活用により、適材適所の人
事異動を行います。

区民会議やコミュニティ会議の活性化を含め、区長への権限移
譲など区役所のあり方について検討委員会を平成２１年○月に
設置します。

・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。

すぐ
・民間人専門家を入れた行政改革推進
チームを、市長直轄組織として設置しま
す。

すぐ

・すべての窓ロ業務を区役所で行えるよう
にします。

すぐ

2年以内

2年以内

2年以内

　 平成２１年○月までに窓口業務の改善を行います。

2／7



別添１
行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

教育委員会 教育総務課

受講児童生徒数を平成２４年度末までに○○人にします。 教育委員会 教育総務課

教育委員会 指導１課

スポーツ選手やアーティストなどの授業実施校数を平成２
４年度末までに○○校に倍増し、受講生を○○人にしま
す。

教育委員会 指導１課

22 2年以内 保健福祉局
子育て企画
課

教育委員会 ○ 指導１課

学力テストの基礎学力が全国平均を上回る項目の割合を
○○％から平成２４年度末までに○○％に倍増します。

教育委員会 指導１課

教育委員会 指導１課

体力測定の全国平均を上回る項目の割合を○○％から
平成２４年度末までに○○％に倍増します。

教育委員会 指導１課

教育委員会 指導２課

あいさつをする子どもの割合を○○％から平成２４年度末
までに○○％に倍増します。

教育委員会 指導２課

朝こはんを食べる子どもの割合を○○％から平成２４年度
末までに○○％に倍増します。

教育委員会 指導２課

24 2年以内 保健福祉局
青少年育成

課

保健福祉局 　 健康増進課

児童虐待ゼロを目指し、平成２４年度末までに○○件以下
にします。

保健福祉局 ○ 児童相談所

26 4年以内 保健福祉局
子育て企画
課

保健福祉局 ○
子育て企画
課

一日保育士体験参加者を平成２４年度末までに○○人に
します。

保健福祉局
子育て企画
課

　
平均育児休暇取得日数を○○○日から平成２４年度末ま
でに○○○日に倍増します。

保健福祉局 　
子育て企画
課

　
育児休暇取得者を○○人から平成２４年度末までに○○
人に倍増します。

保健福祉局
子育て企画
課

事業に参加する父親を平成２４年度末までに○○人にしま
す。

保健福祉局
子育て支援
課

保健福祉局 ○
子育て企画
課

認可保育所の定員を平成２４年度末までに○○人増加し
ます。

保健福祉局 　
保育環境整
備室

ナサーリールーム、家庭保育室の定員を平成２４年度末
までに○○人増加します。

保健福祉局 保育課

放課後児童クラブの定員を平成２４年度末までに○○人
増加します。

保健福祉局
青少年育成

課

保健福祉局 健康増進課

保健福祉局 健康増進課

子ども博物館構想を推進し、平成２４年度までに着工します。

産科救急体制について（具体的に記載する）を平成２４年度末ま
でに整備します。

待機児童ゼロプロジェクトを平成２１年○月までに策定します。

基礎体力向上のための「なわとび・逆上がりプロジェクト」を平成
２２年度末までに策定します。

生活習慣向上のための「あいさつ・礼儀」・「早寝・早起き・朝こは
ん」を推進する仕組みを平成２２年度末までに策定します。

放課後子ども教室を実施する校区を２０校区から平成２２年度ま
でに４０校区に倍増し、さらに、平成２５年度末までには、全校配
置を目指し、平成２４年度末までに○○校で実施します。

トップレベルのスポーツ選手やアーティストなどによる授業を拡
大する仕組みを平成２１年○月までに策定します。

子ども総合条例を平成２２年度末までに制定します。

土曜日寺子屋を平成２４年度末までに全学校実施します。

子育てパパ応援プロジェクトを平成２１年○月までに策定しま
す。

脳科学を研究している大学機関等と連携し、基礎学力向上のた
めの「読み・書き・そろばんプロジェクト」を平成２２年度末までに
策定します。

児童虐待ゼロを目指し、対応する職員を平成２２年度末までに
増員します

小児医療体制について（具体的に記載する）を平成２４年度末ま
でに整備します。

・保育所・学童保育所「待機児童ゼロプロ
ジェクト」を推進します。

・一人ひとりの子どもが輝くために「子ども
総合条例」を制定します。（条例宣言）

20

子ども
子どもの夢
を育むまち
づくり

・「子育てパパ応援プロジェクト」を推進しま
す。

4年以内
・北九州方式を参考とした小児救急体制
や、産科救急体制を整備します。

・児童虐待ゼロを目指し、対応する職員(保
健士、児童相談所員など)を増員します。

・家庭・地域・学校が連携して取り組む「土
曜日寺子屋」を実施します。

・子どもの好奇心を伸ばすために、プロの
スポーツ選手やアーティストなどによる授
業を拡大します。

・「放課後子ども教室」を倍増します。

・基礎学力向上のための「読み・書き・そろ
ばんプロジェクト」、基礎体力向上のため
の「なわとび・逆上がりプロジェクト」、生活
習慣向上のための「あいさつ・礼儀」・「早
寝・早起き・朝こはん」を推進します。

・子どもの創造力を高める「子ども博物館
構想」を推進します。

2年以内

4年以内

28

29

27

21

25

23

4年以内

2年以内

4年以内

すぐ
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別添１
行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

30 4年以内 保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 ○ 高齢福祉課

　
研修などを通じた介護人材を平成２４年度末までに○○人
確保します。

保健福祉局 介護保険課

保健福祉局 介護保険課

配食数（対象者・地区）を平成２４年度末までに○○人（地
区に）倍増します。

保健福祉局 介護保険課

保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 高齢福祉課

保健福祉局 高齢福祉課

建設局 建築総務課

民間住宅の耐震化率を○○％から平成２４年度末までに
○○％にします。

建設局 建築総務課

36 すぐ 保健福祉局 福祉総務課

37 すぐ 保健福祉局 障害福祉課

38 すぐ 政策局
スポーツ企
画課

政策局 ○
スポーツ企
画課

スポーツのできる多目的広場がある公園を○公園から平
成２４年度末までに○○公園に倍増します。

都市局 都市公園課

大学との連携により、グラウンドを活用し、市民のスポーツ
する場所を平成２４年度末までに○○増やします。

政策局
スポーツ企
画課

民有地を活用し、多目的広場を平成２４年度末までに○○
か所増やします。

都市局 都市公園課

財政局 用地管財課

都市局 都市公園課

建設局 河川課

水道局 水道総務課

経済局
農業環境整
備課

農業委員会 農地調整課

校庭の利用時間を延長する学校を○○か所から平成２４
年度末までに○○か所に倍増します。

教育委員会 体育課

ノーマライゼーション条例を平成２２年度末までに制定します。

配食サービスを拡充する仕組みを平成２１年○月までに策定し
ます。

平成２４年度末までに、各区に○か所、高齢者サロンを設置しま
す。

遊休地を活用し、スポーツのできる多目的広場を倍増する計画
を平成２１年○月までに策定します。

シルバー人材センターの年間就業率○○％を平成２４年度末ま
でに○○％にします。

シルバーバンクのマッチングによる活動数を○○件から平成２４
年度末までに○○件に倍増します。

平成２４年度末までに、各区に○か所、介護者サロンを設置しま
す。

市独自の負担軽減策を国の動向を見て検討します。

スポーツ振興まちづくり条例を平成２１年度末までに制定しま
す。

耐震シェルターの設置助成を含め、民間耐震化補助事業を平成
２１年○月までに見直します。

地域における介護支援ネットワークづくりを強化する仕組みを平
成２１年○月までに策定します。

安心長生き条例を平成２４年度末までに制定します。

・介護する人への支援体制を充実します。

健康・安心
日本一健康
で元気なま
ちづくり

高齢者
安心して長
生きできる
まちづくり

すぐ
・配食サービスの拡充をはかり高齢者の
自立を支援します

・他市に類をみないスピードで進む高齢化
に備えて、「安心長生き条例」を制定しま
す。（条例宣言）

4年以内

すぐ

・障害者自立支援法の時限措置終了後
も、市独自の負担軽減策を継続します。

・シルバー人材センターの充実や団塊の
世代の市民活動の推進など、高齢者が地
域で働く場を増やします。

4年以内

・民間住宅の耐震化補助事業を拡充しま
す。

すぐ

・空き教室や空き店舗、遊休施設などを活
用し、各区に高齢者サロン・介護者サロン
を設置します。

4年以内
・遊休地などを活用した、スポーツもできる
多目的広場を倍増します。

31

32

33

39

34

35

・生涯スポーツを推進し、スポーツを活用し
た総合的なまちづくりを推進する「さいたま
市スポーツ振興まちづくり条例」を制定しま
す。（条例宣言）

・障がい者も健体者も共に地域で暮らせる
ノーマライゼーション条例を制定します。

シルバー人材センターの会員数○○○人を平成２４年度末まで
に○○○人にします。

現在未利用となっている農地を活用し、多目的広場を平
成２４年度末までに○○か所増やします。

現在未利用となっている市有地を活用し、多目的広場を
平成２４年度末までに○○か所増やします。
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統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

都市局 ○
みどり推進
課

　
地区公園近隣公園の芝生化のか所数を○○公園から平
成２４年度末までに○○公園に倍増します。

都市局 都市公園課

　
校庭芝生化整備校○校から平成２４年度末までに○校に
倍増します。

教育委員会 学校施設課

快適な生活環境を確保し、平成２年度比ＣＯ２の削減率を
○○％にします。

環境局
地球温暖化
対策課

　
園庭を芝生にした保育園を平成２４年度末までに○園にし
ます。

保健福祉局
保育環境整
備室

庁舎等の緑化面積を平成２４年度までに○○㎡に倍増し
ます。

財政局 庁舎管理課

公有財産の緑化面積を平成２４年度までに○○㎡に倍増
します。

財政局 用地管財課

　
建築物緑化制度により創出された緑化面積○○㎡を平成
２４年度末までに○○㎡に倍増します。

都市局
みどり推進
課

　
緑のカーテンを平成２４年度末までにすべての公共施設で
行います。

都市局
みどり推進
課

公共施設での屋上緑化か所を○か所を平成２４年度末ま
でに○か所に倍増します。

都市局
みどり推進
課

政策局 ○
サッカープ
ラザ準備室

市民参加の検討委員会を平成２１年○月までに設置しま
す。

政策局 企画調整課

都市局 交通企画課

コミュニティバスの利用者数を○○万人から平成２４年度
までに○○万人に倍増します。

都市局 交通企画課

43 2年以内 市民局 文化振興課

44 3年以内 市民局 文化振興課

都市局 ○
みどり推進
課

見沼基本計画の策定を推進するとともに、見沼田んぼで
市民の憩える場所を○○か所から平成２４年度末までに
○○か所に倍増します。

都市局
みどり推進
課

 
市民農園○○か所を平成２４年度末までに○○か所に倍
増します。

経済局 農業政策課

経済局 農業政策課

教育委員会 健康教育課

農業委員会 農業振興課

遊水地などを活用し、市民が憩える場所を平成２４年度末
までに○か所増やします。

建設局 河川課

さくら草などの文化遺産の保全活用する機会を平成２４年
度末までに○○件増やします。

教育委員会
文化財保護

課

身近な自然環境の保全に向け、市民協働で進める取組を
○件から平成２４年度末までに○件に倍増します。

環境局 環境総務課

通船堀などの歴史遺産の保全活用を平成２４年度末まで
に○か所増やします。

教育委員会
文化財保護

課

46 4年以内 都市局 都市計画課

都市局 ○ 都市公園課

建設局 道路環境課

建設局
下水道計画

課

48 4年以内 都市局 都市施設課

下水道整備率○○％を平成２４年度末までに○○％にします。

さいたま市固有の自然環境を保全・活用し、自然の中で市民が
憩える場所を増やす計画を平成２１年○月までに策定します。

 
教育ファーム○か所を平成２４年度末までに○か所に倍
増します。

暮らしの道路・スマイルロード整備の年間処理件数を○○件か
ら平成２４年度末までに○○件に増加します。

長期未整備となっている都市計画道路について、将来的な土地
利用計画との整合を図りつつ、平成２４年度までに全路線の抜
本的な見直しを行います。

身近な緑を増やし、健康で快適な生活環境を確保します。

市街化区域において身近な公園が整備されている地域○○％
を平成２４年度末までに○○％にします。

文化都市創造条例を平成２２年度末までに制定します。

公共建築物の新規建設事業費の１％をパブリックアートなどに
充てる仕組みを平成２３年度末までに作ります。

さいたま新都心のサッカープラザ計画を平成２１年○月までに白
紙撤回します。

（仮称）都市交通戦略協議会にコミュニティバス路線の検討委員
会を平成２１年○月までに設置します。

環境・まちづ
くり
環境先進都
市づくり

45

41

・「文化都市創造条例」を制定します。（条
例宣言）

すぐ
・コミュニティバス路線の検討委員会を設
置します。.

すぐ

4年以内
・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。

・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。

4年以内

4年以内

・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。

・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。

・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。

・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。

42

40

47

・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。

住居系用途地域に建築物の最高限度を定める高度地区を平成
２４年度末までに都市計画決定します。
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別添１
行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

経済局 ○ 経済政策課

さいたま市ふるさとハローワークの斡旋件数を平成２４年
度末までに○○件にします。

経済局 労働政策課

企業誘致により、雇用機会の創出を平成２４年度までに○
○件に倍増します。

経済局
産業展開推
進課

保健福祉局 健康増進課

保健福祉局 福祉総務課

保健福祉局
子育て企画
課

教育などの雇用を平成２４年度末までに倍増し、○○件に
します。

教育委員会 教育総務課

環境などの雇用を平成２４年度末までに○○件増やしま
す。

環境局 環境総務課

農業などの雇用を平成２４年度末までに○○件増やしま
す。

経済局 農業政策課

経済局 ○ 労働政策課

保健福祉局
子育て支援
課

建設局 住宅課

稼働可能な者の斡旋件数を平成２４年度末までに倍増の
○○件にします。

保健福祉局 福祉総務課

ふるさとハローワークを活用し、就職機会の拡大し、平成
２４年度末までに斡旋件数を倍増の○○件にします。

経済局 労働政策課

経済局 ○ 観光政策課

経済局 観光政策課

市民局
文化施設建
設準備室

経済局
産業展開推
進課

ベンチャービジネス創業実績を○○人から平成２４年度末
までに○○人に倍増します。

経済局
産業展開推
進課

経済局
産業展開推
進課

コミュニティビジネス創業実績を○○人から平成２４年度
末までに○○人に倍増します。

経済局
産業展開推
進課

54 4年以内 経済局
産業展開推
進課

55 都市局
大宮駅東口
まちづくり事
務所

56 政策局
地下鉄７号
線延伸対策

課

57 政策局 企画調整課

介護、福祉、医療などの雇用を平成２４年度末までに○○
件増やします。

「雇用倍増プロジェクト」を実行し、○○件の雇用を創出します。

「自立生活支援対策チーム」を平成２１年○月に設置し、ワーキ
ングプアを増やさない対策を講じます。

入込観光客数平成２０年度の増加数○○万人から平成２４年度
末までに○○万人に倍増します。

平成２２年３月に開館する盆栽美術館を積極的に活用し、盆栽
村の来訪者を○○人から○○人に倍増します。

・市庁舎のあり方は、地域的対立を超えた
視点から、市民の声を聞きながら検討しま
す。

・大宮駅東口再開発は、東日本の玄関ロ
として経済・商業都市としての機能を高め
る開発を推進します。

・地下鉄7号線延伸は、経済性などを十分
に考慮し、まちづくりと連動させて推進しま
す。

ベンチャービジネス倍増プロジェクトを平成２１年○月までに策
定します。

コミュニティビジネスを支援する融資制度を平成２４年度末まで
に創設します。

既存融資制度の融資限度額を平成２○年○月までに引き上げ
るとともに、条件を緩和します。また、新たな融資制度を創設しま
す。

大宮駅東口におけるリーディングプロジェクトとして、大門町２丁
目中地区再開発事業について、平成２４年度の本組合の設立を
目指します。

都市鉄道等利便増進法の手続に入ることを事業着手として位置
付け、平成２４年度までに事業着手することを目指します。

市民参加による検討組織として設置された「市庁舎整備検討委
員会」の経過も踏まえ、市庁舎のあり方について、次のステップ
を目指します。

地域間対立
を越えて
“絆　で結ぶ
ひとつのさ
いたま市

経済・雇用
さいたま
ニュー
ディール

51

53

49

52 4年以内

4年以内

すぐ

・市内の観光資源を有効に活用し、海外も
含め観光客を積極的に誘致します。

4年以内

・ワーキングプアを増やさない、部局横断
的な「自立生活支援対策チーム」を設置し
ます。

・介護、福祉、医療、教育、環境、農業など
の「雇用倍増プロジェクト」を実行します。

50

観光の分野に平成２１年○月までに民間のノウハウや経営感覚
を導入する観点から任期付職員を導入します。

・起業家応援のための「ベンチャービジネ
ス倍増プロジェクト」を実行します。

4年以内
・コミュニティビジネスの支援制度を充実し
ます。

・中小企業・小規模事業者への融資制度
を充実します。

ワーキングプアを増やさない対策として、○○支援策を講
じます。
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別添１
行動計画の取組指標（数値目標等）例及び担当所管課(案）一覧

所管局 所管課期間

統
括
責
任
課

取組指標（数値目標等）の例マニフェスト等番号分野

58 すぐ 総務局 改革推進室

59 すぐ 総務局 給与課

60 総務局 給与課

61 すぐ 総務局 改革推進室

62 総務局 改革推進室

政策局 ○ 企画調整課

保健福祉局
子育て企画
課

経済局
産業展開推
進課

教育委員会 指導１課

64 教育委員会 指導２課

65 保健福祉局 高齢福祉課

総務局 ○ 安心安全課

宿日直体制を平成２１年○月から実施します。 総務局 安心安全課

万全のインフルエンザ対策を平成２１年○月までに構築し
ます。

保健福祉局 健康増進課

67 環境局
地球温暖化
対策課

68 環境局
地球温暖化
対策課

69 ５年間 環境局
交通環境対
策課

高校教育の底上げを図り、質の高い特色
ある学校づくりを推進します。

大学コンソーシアムの仕組みを築きます。63

指定管理者の指定などにおける透明性を
確保します。

一職員一改革提案制度を創設します。

共同事業をさらに立ち上げ、倍増します。

公募による指定管理者制度の導入率を○○％から平成２４年度
末までに○○％に倍増します。

魅力ある市立高校４校の中長期的な構想を策定し、高校に進学
してよかったと思う者の割合を○○％にします。

市内にあるすべての大学と包括協定を締結し、各大学と目玉事
業を平成２４年度末までに実施します。

さいたま市市長等の給与の特例に関する条例を平成２１年○月
までに制定します。

一職員一改革提案制度を平成２１年○月までに創設します。

全庁的な視点から、平成２１年○月までに事務事業評価の評価
方法を見直します。

市長の退職手当の特例に関する条例を平成２１年○月までに制
定します。

６月議会市
長あいさつ
で実施を表
明した項目

シニアユニバーシティを充実します。
シニアユニバーシティの卒業生を平成２４年度までに○○人にし
ます。

市内照明のＬＥＤ化率を全国１位を目指し
ます。

公用車の低公害車への切り替えを進めま
す。

市有施設における太陽光発電設備の設置
を推進します。

市内照明のＬＥＤ化率を全国１位を目指し、平成２４年度末まで
にＬＥＤ化率を○○％に倍増します。

市有施設における太陽光発電設備の設置か所を○○か所から
○○か所に倍増します。

特殊車両を除く、市のすべての公用車の低公害車化を目指し、
平成２４年度末までに導入率を○○％にします。

初動体制の確保や職員等の動員の再点検を平成２１年○月ま
でに行います。

66 万全な危機管理体制を構築します。

市長給与の減額を検討します。

事務事業評価の評価方法の見直します。

市長の退職手当の特例に関する条例を制
定します。
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工程表様式（案） 【別添２】

１．番号 ２．所管課

局 部 課

担当者 電話

３．マニフェスト等の項目

４．現状

５．取組指標・方針

６．取組内容

７．事業計画（工程表）

　　　　

　　　　

H24

 

年度 H21 H22 H23

所管


