
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

5

職員との車座集会を100回開
催。

（４年以内）

実施していない。

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１００回
開催します。

・全職員を対象に、局・区役所
又は職種等のグループ（10～15
人）ごとに、月２回から３回、１時
間程度車座集会を実施する。
・集会については、参加職員が
意見、提案等を述べた後、市長
とフリートーキングを行う。
・集会で出された意見・提案等
（現場の声）は市ホームページ
において市民に公表するととも
に、職員に周知する。

・車座集会の
開催

（２０回開催） （３０回開催） （３０回開催） （２０回開催）

総務局 人材育成課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

Ⅰ　行動宣言

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

1 Ⅰ　行動宣言



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

1
市長任期を3期までとする、多
選自粛条例を制定します。

（すぐ）

多選自粛についての条例は制
定されていない。

平成２１年度中に「さいたま市
長の在任期間に関する条例」を
制定します。

「さいたま市長の在任期間に関
する条例案」を議会に提出す
る。

・条例案の作
成・議案提出

議決・施行 総務局 総務課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

Ⅱ　条例宣言　市長のリーダーシップを発揮し、条例を積極的に提案していきます。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。

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

目玉

2 Ⅱ　条例宣言



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

《行財政改革推進本部》

　現在、行政改革を担当してい
る部署は、総務局改革推進室
(部相当)で、総務局の内部組織
として設置されている。

民間人を含めた市長直轄組織
を平成21年11月までに設置しま
す。

行財政改革推進体制を強化す
るために、民間人の参与１名(非
常勤特別職)、任期付採用によ
る民間人２名を含めた行財政改
革推進本部を市長直轄の局相
当の組織として設置する。

・条例案の提
出
（事務分掌条
例、任期付職
員の採用に
関する条例）
（９月）

・組織の設置
（１１月）

総務局 ○ 改革推進室

《事務事業評価の見直し》

　平成20年度は区役所の窓口
業務を除いて、約1500事業につ
いて事務事業評価を実施した。
　今年度は、各局等の総事業数
のうち５～10％の事業につい
て、廃止を含めた見直しの判定
を行うよう指示した。

全ての事務事業を見直し、平成
24年度までに100事業の縮小ま
たは廃止を行う。

全ての事務事業の内容を下記
の点から検証し、事業の縮小や
廃止を行う。

・事業の目的が終了していない
か。・費用対効果が薄れていな
いか。
・民間で同様のサービスを提供
していないか。
・過剰なサービスを実施していな
いか。
・市が公金を使って行う必要が
あるか。　等

全ての事務
事業の見直し

総務局 ○ 改革推進室

《補助事業の見直し》

　当市における「負担金・補助及
び交付金」については、さいたま
市行政改革推進プランにおいて
設定した目標に基づき、平成18
年度から平成22年度までの間に
マイナス５％という削減目標を設
定している。

補助金等の「自主的」かつ「組織
的」な見直し
・民間人専門家の意見を的確に
反映した「補助金等見直し基準」
の作成
・それに基づく削減目標値(割
合・金額など)の設定
・補助事業として実施することが
適切か否かの判断を行う。

・行政改革推進チームにおい
て、補助金等の見直し基準、及
び削減目標の設定
・補助金等の見直し実施、及び
補助理由等の精査による、自主
的な削減
・行政改革推進チームによる、
見直し内容の精査、及び削減効
果の検証

・見直し基準
の作成・公表

・補助金の効
果検証

財政局 財政課

《外郭団体改革》

　平成20年12月に外郭団体改
革の基本方針を策定したが、一
部の団体を除き、各団体の改革
目標が明確になっていない。

・平成21年７月に、外郭団体経
営改革推進委員会を設置しま
す。
・平成21年度中に、「(仮称)さい
たま市外郭団体改革プラン」を
策定します。
・平成22年度以降は、当該委員
会の協力のもとに、各団体の統
廃合などの外郭団体改革を着
実に推進していきます。

　平成21年度中に、民間人専門
家による外郭団体経営改革推
進委員会を設置し、外部の民間
人専門家の意見等を取り入れな
がら、改革目標や期限が明確な
外郭団体改革プランを策定す
る。
　それ以後は、当該委員会にお
いて、各団体の経営状況や改革
の進捗状況を検証し、必要に応
じ、助言・指導等を行っていく。

・外郭団体経
営改革推進
委員会の設
置

（７月に設置）

・外郭団体改
革プランの策
定

・各外郭団体
の統廃合等
の実施

総務局 改革推進室

1

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）

所管局

統
括
責
任
課

所管課

１　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

目玉

（改革プランの推進）

3 １　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

１　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

6

外郭団体の長への市長・副市長
の兼職を廃止します。

（２年以内）

　平成２１年５月１現在、外郭団
体２２団体のうち１３団体におい
て、市長または副市長が長と
なっている。

平成２１年度末までに、市長、副
市長が外郭団体の長を兼ねて
いる団体を１３団体からゼロにし
ます。

・市長、副市長が外郭団体の長
となっている１３団体について、
平成２１年度中に、市長、副市
長が長を退任もしくは就任しな
いこととする。

・市長、副市
長の兼職廃
止(長を兼ね
る団体数）

（13団体
  → ０団体）

総務局 改革推進室

7

職員の自動的な天下りを廃止し
ます。

（２年以内）

本市では、民間営利企業への再
就職について、紹介、斡旋等は
行っていない。また、外郭団体
への再就職については、各外郭
団体から要望があった場合に
は、定年退職職員を紹介してい
る。

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。
退職職員の再就職管理の適正
の確保に関する要綱を制定しま
す。

・退職職員の再就職に係る市の
関与（紹介）を廃止します。
・職員の再就職管理の適正の確
保に関する要綱を制定します。
・既に再就職している外郭団体
の役員等を段階的に「０」にしま
す。

・外郭団体の
役員等への
紹介廃止

・要綱の制定

・現在の外郭
団体再就職
者の見直し

総務局 人事課

　平成１７年度から、民間企業等
における職務経験が５年以上あ
る方を対象として、職員採用試
験を実施している。

　採用実績：行政事務１１名・化
学技師５名

　「さいたま市一般職の任期付
職員の採用及び給与の特例に
関する条例」を平成２１年９月定
例会に議案提出し、議会で議決
された後に選考を行い、順次職
員を採用します。平成２３年４月
１日までに１１人の任期付職員
を登用します。

・条例の制定　　９月定例会提案

・選考及び採用　行財政改革推
進チーム、観光・経済・広報・文
化振興の分野

・条例の制定

（９月定例会
提案）

・選考及び採
用

総務局 人事課

自己申告の実施により職員の意
向を確認し、また、人事評価結
果を参考としながら、適材適所
の人事配置を実施している。

時代に即した人事管理制度とし
て、平成２１年度に職員の希望、
意欲を反映した庁内公募を実施
し、平成２２年度までに人事評価
結果を活用した人事配置を実施
する。

・人事評価結果を活用した人事
配置
・人事評価の電算システム化
・庁内公募の実施

・適材適所の
人事配置

（自己申告
等）

・庁内公募の
実施

・人事評価の
電算システム
化

（システム構
築）

（システム構
築）

総務局 人事課

8

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。

（２年以内）

（行財政改革推進本部・観光・経済・広報・文化振興の分野）

（本格的に人事評価結果を活用）

4 １　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

１　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

9

市長の退職手当を５０％減額し
ます。

（すぐ）

減額措置は実施していない。
「市長の退職手当の特例に関す
る条例」を制定し、市長の退職
手当を５０％減額します。

・「市長の退職手当の特例に関
する条例案」を議会に提出す
る。

（備考）
・平成２１年５月２７日において
市長の職にあった者の退職手
当について、さいたま市特別職
の職員で常勤のものの給与に
関する条例第９条第２項に規定
する額からその額に１００分の５
０を乗じて得た額を減額した額と
する。

 ・条例改正案
の提案 ・施行

総務局 給与課

10
市長給与を減額します。

（すぐ）
減額措置は実施していない。

「さいたま市長の給与に関する
条例」を制定し、市長給与を○
○％減額します。

　さいたま市市長の給与の特例
に関する条例案を議会に提出
し、市長の給料月額について
は、さいたま市特別職の職員で
常勤のものの給与に関する条例
の規定にかかわらず、一定の率
を減額した額、また、市長の退
職手当については、同条例の規
定にかかわらず、減額前の給料
月額を算定基礎とした額から５
０％を減額した額とする。

 条例案の検
討
 ・提案

総務局 給与課

11

事務事業評価の評価方法を見
直します。

（すぐ）

各所管課所等で１次評価、局内
等で２次評価を実施している。ま
た、各部局で評価した結果は、
その一部を有識者等による外部
評価を受けている。

全庁的な視点から、平成21年度
中に事務事業評価の評価方法
を見直します。

担当所管局による１次・２次評価
に続き、他局の部次長等で構成
された行政改革推進委員による
３次評価を行い、評価の更なる
透明性と客観性を高めるため
に、さいたま市独自の事業仕分
けを構築し取り入れます。

・新たな評価
方法等の構
築

・新たな事務
事業評価

総務局 改革推進室

5 １　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

所管局

統
括
責
任
課

所管課

１　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

12

指定管理者の指定などにおける
透明性を確保します。

（すぐ）

本市の指定管理者の選定は公
募が原則だが、現状では、各施
設の事情により、非公募で事業
者を選定する例が多い。
指定管理者の審査選定を行う
「さいたま市指定管理者審査選
定委員会」も、平成20年4月現
在、内部委員(市職員)４名、外
部委員２名と、内部委員が多い
委員構成となっている。

・平成22年度から、指定管理者
の事業者を、全て公募によって
選定します。
・平成21年7月までに、審査選定
委員会の外部委員を２倍の４名
に増員します。

・指定管理者の審査選定過程の
透明性や客観性、専門性を向上
するため、平成22年度から、非
公募で事業者を選定する運用を
止め、全面的に公募を実施す
る。
・平成21年７月に、外部委員を２
名から４名に増員する。

・外部委員の
増員

（外部委員
　２名→４名）

・指定管理者
の全面的公
募の実施

（方法の検
討・準備）

総務局 改革推進室

13

一職員一改革提案制度を創設
します。

（すぐ）

実施していない。
一職員一改革提案制度を平成
21年9月までに創設します。

業務改善（自らの業務に関して、
より良いやり方を探し、改善・改
革を行った成果を報告）と職員
提案（部局横断的な施策又は、
全庁的に影響を与える事務の見
直し、制度や運用に関する課題
の解決策を直接市長へ提案）に
よる構成からなる提案制度を創
設し、年1回発表会を行う。

・一職員一改
革提案制度
創設・導入

総務局 改革推進室

（全面公募による指定管理者の選定）

6 １　行政改革　「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」
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さいたま市危機管理指針を上位
計画とし、地域防災計画、国民
保護計画及び緊急事態等対処
計画に基づく危機管理体制を構
築している。
宿日直体制は実施していない。

・初動体制の確保を図るため、
宿日直体制を平成21年9月から
実施します。
・職員の動員を速やかに行うた
め、職員参集システムを平成21
年度中に構築します。

・夜間・休日等に常駐職員2名を
配置し、ラジオ、テレビ等のマス
コミ並びに県防災行政無線によ
り情報を収集し、危機事案の情
報を危機管理監へ報告し、その
指示を仰ぐこととする。
・危機発生時には、職員参集シ
ステム（職員の携帯電話への
メール送信）を活用し、職員の動
員を迅速に行う。

・宿日直体制

・職員参集シ
ステム

（システム構
築） 　　（運用）

総務局 ○ 安心安全課

鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を想
定した国の行動計画に整合させ
た「さいたま市新型インフルエン
ザ対策行動計画」は平成17年11
月に策定した。現在発生してい
る新型インフルエンザ（豚由来Ｈ
１Ｎ１）については、国の運用指
針やさいたま市新型インフルエ
ンザ対策検討会・専門部会の医
師の意見を踏まえた、さいたま
市独自の政策に基づく医療・相
談・検査体制で対応している。

・平成２１年１０月末までに、市
新型インフルエンザ対策行動計
画の見直を行う。

・新型インフルエンザ対策検討
会専門部会を月１回程度開催す
る。
・庁内関係課所との協議を３回
程度行う。

・新型インフ
ルエンザ対策
行動計画の
見直し

（随時改訂）

保健福祉局 健康増進課

平成18年12月に「さいたま市保
健所インフルエンザ（H5N1)対応
マニュアル」を作成し、平成20年
３月に改正している。今般の新
型インフルエンザ（N1H1)対策に
おいて、既存のマニュアルでは
十分に対応できなかった現状が
ある。

・毎年度感染防護用品・消毒薬
の備蓄を行う。
・所内全職員を対象とする研修
を毎年度１回以上実施する。
・保健所における「新型インフル
エンザ対策マニュアル」を平成
21年10月末までに改訂する。

所内全体で新型インフルエンザ
に関する基本的な知識を共有す
るとともに、今般の流行への対
応を踏まえ、機動的な対応が可
能となるよう所内対応マニュア
ルを改訂する。

・感染防護用
品・消毒薬の
備蓄

・所内職員の
研修

（年1回以上開
催）

・新型インフル
エンザ対策マ
ニュアルの
改訂

（随時改訂）

保健福祉局 地域保健課

36

万全な危機管理体制を構築しま
す。

（すぐ）

所管局

統
括
責
任
課

所管課

５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

7 ５　健康・安心　「日本一健康で元気なまちづくり」


