
～情報公開日本一に向けた取り組み～
　　　　　　　　　　　　　（総務局　総務部　市政情報課）

＜セカンドステージ＞
すぐやります

＜サードステージ＞
２年以内にやります

＜ファーストステージ＞
すでにスタートしました

都市経営戦略会議の
議事内容の公表

・議事内容は、市民の皆様に分
かりやすいよう作成し、ホーム
ページに速やかに公表する。
・公表に当たっては正確さをき
すため、遅くとも会議終了後お
おむね１か月後に議事内容と
会議資料を公表する。

・市の基本的な政策等の制定・改廃について、パブ
リックコメント制度要綱に基づき、各実施機関におい
て適切にパブリックコメントが実施されるよう、各実施
機関に対する支援及び進行管理を積極的に行い、実
施案件に対する平均意見提出件数を２００件に増やし
ます。

・パブリックコメント制度の目的である「市民と行政との
協働による透明性の高い公正な市政運営」を確保する
ため、パブリックコメント制度要綱に基づき、各実施機
関において適正かつ円滑に制度運営がされるよう、全
組織を対象とした制度研修会を毎年度実施するととも
に、多くの市民が市政に参画することができるよう、市
民啓発方策などについて各実施機関への支援。進行
管理を行ない、実施案件に対する意見提出数を増やし
制度の実効性を高める。

・広報推進責任者会議等の席上において、パブリシ
ティの推進を徹底する。
・広報課への市報掲載依頼案件については、原則とし
てすべて報道機関への情報提供を合わせて行うよう
所管課へ徹底する。

・広報・報道担当者の民間人起用

・パブリシティの件数を（記者会見・レクチャー・資料提
供の総数）を、平成２２年度までに、約750（761）件（政
令指定都市移行後～昨年度までの実績平均）から、
約1500(1522）件に倍増します。

１．予算編成過程の透明化

２．身近な道路整備の要望への対応状況の公開

３．市議会会派からの要望への対応状況の公開

４．市民からの要望への対応状況の公開

・身近な道路整備の要望への対応状況などを平成２
２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。

・「わたしの提案」、タウンミーティング、各区で実施し
た対話集会、及び団体から市長宛に提出された陳情
書など、市に寄せられた意見と、その対応状況につ
いてホームページに公表します。

① 情報公開については、これまで制度に基づき請求を受けてから公
開するといった受動的行為が主体であった。
② 政策の意思形成過程の情報を提供するため、「審議会等の会議の
公開に関する指針」を定め、ホームページにて会議開催の周知及び
会議録の公開に努めている。
③ 様々な計画書、報告書、広報資料等を作成し、ホームページへの
掲載や各区役所の情報公開コーナーに据え置き、市民の利用に供し
ている。
④ 情報公開請求時の利便性向上を図るため、インターネットを通じて
市が保有する文書件名等を容易に検索できる、「行政情報検索システ
ム」を平成１９年６月から運用している。
⑤ 意思決定過程等に関し公開している主な情報は次のとおり。
 ・ パブリックコメント制度による長期計画等の公表
 ・ 事務事業評価結果の公表
 ・ 審議会等の会議開催の周知や会議録の公開
 ・ 外郭団体における経営状況等の公表
 ・ 市議会では、議員の資産公開に関して市民が調査請求できる制度
を設置
 

情報公開の現状

① 情報提供に関しては、明確な基準がなく、各所管の判断で情報提供
している。
② 各所管の情報提供の状況を一元的に把握していない。
③ 個人情報が適正に取り扱われるよう、今後、法の解釈や運用基準
の明確化が必要である。
④ 各職場の職員一人ひとりの情報公開の推進に向けた意識の向上を
図り、市全体として情報公開度を高める必要がある。
 

課　題

行政情報の積極的な「見える化」を図っていく。
・ 情報提供日本一に向けては、全庁的に取り組む必要があることか
ら、情報提供に関する要綱を整備し、周知していく。
・ 意思決定過程に関する情報公開については、公平・公正・開かれ
た行政を実現し、市民との協働によるまちづくりを進めていく上からも
重要であるため、更に充実させていく。
・ 既存の情報提供施策の見直しを図っていく。
・ 外部の視線に立って、市民が知りたいと思う情報をわかりやすく公
表するよう努めていく。
・ これまで実施していない新たな取り組みを模索していく。
・ 情報提供施策の強化を図るため、現状等を把握し、改善するため
の組織を設置する。
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取組内容

・平成２２年度当初予算編成より予算編成過程の公
表を行います。
・公表する時点は従来の予算編成方針、予算案の
概要加え、予算要求、財政局での調整、市長査定の
各段階とします。
・公表対象事業は、「主要事業」とし、しあわせ倍増
行動計画事業、新実施計画事業、その他各局が選
定する事業から都市経営戦略会議において決定し
ます。
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担当局 担当課室 計画 担当局 担当課室 計画

1 情報政策課 第2次さいたま市情報課計画 51 経済政策課 さいたま市産業振興ビジョン

2 〃 さいたま市情報化アクションプラン 52 労働政策課 さいたま市雇用対策推進計画

3
情報政策課
ＩＴ統括課

情報システム最適化プラン 53 農業政策課 さいたま市農業振興ビジョン

4 企画調整課 公共施設適正配置方針 54 農業環境整備課 さいたま市農業振興地域整備計画

5 〃 さいたま市ユニバーサルデザイン推進計画 55 〃 さいたま市田園環境整備マスタープラン

6 人権政策推進課 人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計画 56 〃 さいたま市森林整備計画

7 〃 人権教育及び人権啓発推進さいたま市実施計画 57 観光政策課 さいたま市観光振興ビジョン

8
人権政策推進課
人権教育推進室

同和問題の早期解決に関する基本方針～同和行政・同和教育の基本的なあり方
～ 58 国際課 さいたま市国際化推進基本計画

9 〃 同和問題の早期解決に関する同和行政・同和教育実施計画 59 〃 さいたま市国際化推進基本計画アクションプラン

10 人事課 さいたま市定員適正化計画 60 都市計画課 さいたま2005まちプラン(さいたま市都市計画マスタープラン）

11 〃 さいたま市特定事業主行動計画「子育ておもいやりプラン」 61 〃 さいたま市都市景観形成基本計画

12 人材育成課 さいたま市人材開発・組織開発方針 62 〃 さいたま市景観計画

13 安心安全課 さいたま市危機管理指針 63 みどり推進課 さいたま市緑の基本計画

14 〃 さいたま市国民保護計画 64 〃 さいたま市緑の基本計画アクションプラン

15 〃 さいたま市地域安心・安全アクションプラン 65 〃 (仮称)見沼基本計画

16 防災課 さいたま市地域防災計画 66 大宮駅東口まちづくり事務所 大宮駅周辺地域戦略ビジョン

17 〃 さいたま市災害に強いまちづくり計画 67 〃 大宮駅周辺地域戦略基本計画

18 改革推進室 さいたま市行政改革推進プラン 68 〃 大宮駅東口都市再生プラン

19 〃 さいたま市ＰＦＩ活用指針 69 交通企画課 さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画

20 財政課 健全財政維持プラン 70 〃 さいたま市公共交通ネットワーク基本計画

21 債権回収対策課 さいたま市債権回収対策基本計画 71 〃
さいたま市公共交通ネットワーク基本計画
短期整備プログラム

22 契約課 さいたま市電子入札実施計画 72 〃 さいたま市交通バリアフリー基本構想

23 交通防犯課 さいたま市防犯のまちづくり推進計画 73 道路環境課 道路美装化推進基本方針

24 〃 第８次さいたま市交通安全計画 74 〃 道路特定事業計画

25 消費生活総合センター さいたま市消費生活基本計画 75 〃 特定交通安全施設等整備事業計画

26 文化振興課 さいたま市文化芸術振興計画 76 〃 無電柱化推進計画

27 市民活動支援室 「市民活動の推進」と「市民と行政の協働の促進」に関する指針 77 道路計画課 さいたま市道路整備計画

28 男女共生推進課 第２次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン 78 河川課 さいたま市総合雨水流出抑制対策指針

29 〃 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく基本計画 79 建築総務課 さいたま市建築物耐震改修促進計画

30 福祉総務課 さいたま市保健福祉総合計画 80 住宅課 さいたま市住生活基本計画

31 〃 さいたま市福祉のまちづくり推進指針 81 〃 さいたま市市営住宅ストック総合活用計画

32 〃 さいたま市ホームレス自立支援計画 82 〃 さいたま市高齢者向け優良賃貸住宅推進計画

33
高齢福祉課
介護保険課

さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 83 保全管理課 市有建築物保全計画

34 障害福祉課 さいたま市障害者総合支援計画 84 〃 市有建築物耐震化実施計画

35 子育て企画課 さいたま子ども・子育て希望プラン（次世代育成支援対策行動計画(前期)） 85 下水道計画課 希望つなぐ下水道プラン（さいたま市下水道長期計画）

36 健康増進課 さいたま市ヘルスプラン21 86 〃 さいたま市下水道事業実施計画

37 〃 さいたま市食育推進計画 87 下水道財務課 さいたま市下水道事業中期経営計画

38 〃 さいたま市自殺対策推進計画 88 市立病院 財務課 公立病院改革プラン

39 食品安全推進課 さいたま市食の安全基本方針 89 消防局 消防総務課 さいたま市消防力等整備計画

40 国民健康保険課 さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画 90 経営企画室 さいたま市水道事業長期構想

41 青少年育成課 さいたま市青少年健全育成計画 91 〃 水道事業中期経営計画

42 環境総務課 さいたま市環境基本計画 92 教育総務課 さいたま市教育総合ビジョン

43 〃 (仮称)さいたま市環境教育基本方針 93 〃 さいたま市学校教育ビジョン

44 地球温暖化対策課 さいたま市地球温暖化対策地域推進計画 94 〃 さいたま市幼児教育ビジョン

45 〃 さいたま市地球温暖化対策実行計画 95 〃 さいたま市青少年教育ビジョン

46 〃 さいたま市地域新エネルギービジョン 96 指導１課 学びの向上さいたまプラン

47 環境対策課 さいたま市水環境プラン 97 〃 子どものための体力向上サポートプラン

48 交通環境対策課 さいたま市交通環境プラン 98 指導2課 心の教育推進計画（子ども潤いプラン）

49 廃棄物政策課 さいたま市一般廃棄物処理基本計画 99 〃 さいたま市特別支援教育推進計画

50 産業廃棄物指導課 さいたま市産業廃棄物処理指導計画 100 生涯学習振興課 さいたま市生涯学習推進計画

101 〃 さいたま市子ども読書活動推進計画

102 体育課 スポーツ振興計画（ジョイフルスポーツプランさいたま市）

環境局

建設局

水道局

教育委員会

経済局

都市局

保健福祉局

政策局

総務局

財政局

市民局
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１．情報提供に関する要綱の整備、意思決定過程に関
する情報公開の更なる充実、既存の情報提供施策見直
し、新たな施策の実施等全庁的に取り組む体制を整備
します。

・公開すべき情報の洗い出しを行い、公開基準の精査を行
う。
・情報提供の方法、情報の公表状況等全庁的に共通して
取り組む事項などを規定する。
・計画を策定する際のスケジュールや検討状況の公表。
・市の長期計画、重要な基本計画、指針等については、策
定後の進捗状況についても公開する。
・これまで実施していない新たな取り組みを模索する。
（例）
・管理職の再就職先一覧の公表
・課長職以上の事務引継書の公表
・許認可等処分に要する標準処理期間の公表
・直面する懸案事項の公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

２．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。

・ホームページのわかりやすい見せ方を検討し、掲載方法
の見直しを図る。
・情報公開コーナーに配置された行政情報のわかりやすい
見せ方を検討し、配置方法の基準を作成する。
・各所管における公開状況等の把握及び助言を行う。
・情報公開日本一の実現のため、研修等により職員の意識
改革を進める。
・情報公開推進のためのマニュアルを作成する。

＜サードステージ＞
２年以内にやります
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