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平成２６年度国の施策・予算に対する提案・要望 

さいたま市政の推進につきましては、日ごろから

格別の御高配、御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

本市は、人口１２５万人を有する日本でも指折り

の大都市として、大きく成長を続けてきており、

「東日本の中枢都市構想の推進」、「日本一の安心

減災都市づくり」、「日本一の教育文化都市を実

現」、「環境未来都市の実現」、「健幸都市づくり」の５つの柱を基本と

して、市民一人ひとりが幸せを実感でき、市民や企業から選ばれる都市づ

くりを進めています。

私の責務は、私たちの郷土“さいたま市”を、我が国を代表する都市と

して、また、日本だけではなく、世界に貢献する都市として、市民が誇り

を持てる都市につくりあげることであります。「市民とともに、まっす

ぐ」、「しあわせ実感都市 選ばれる都市」の実現にまい進してまいりた

いと考えております。 

本提案・要望書は、５つの柱をはじめとする本市のさまざまな取組を進

めるに当たり、国において制度及び予算などについて、御検討いただきた

い主な事項を取りまとめております。 

つきましては、国も厳しい財政状況にあることは承知しておりますが、

今後の施策の展開に当たり、さいたま市の提案・要望の実現について、御

高配を賜りますようお願い申し上げます。 

平成２５年６月 
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１．東日本の中枢都市構想の推進 



１．高速鉄道東京７号線の延伸促進 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 高速鉄道東京７号線の延伸及び延伸地域の成長・発展に

関する方策への支援 

 延伸線沿線である浦和美園から岩槻地域までで展開す

るまちづくり、観光、公共交通、総合特区などの方策の

推進について、支援・協力をすること 

 採算性要件の緩和（累積黒字転換年次を現行の３０年

程度から４０年程度へ）など、都市鉄道等利便増進法の

適用要件の緩和及び国の補助拡充を行うこと 

 運輸政策審議会における次期答申においても、引き続

き、高速鉄道東京７号線の延伸を計画に位置付ける方向

で検討すること。併せて、計画路線の整備推進のため、

既存制度の拡充及び新制度の創設についても積極的に検

討すること 

２ 埼玉高速鉄道㈱の経営安定化のための支援 

既設の鉄道の利用促進や経営に関する国の支援の拡充を

積極的に図ること

【背景・理由】 

１ 「高速鉄道東京７号線」の延伸及び延伸地域の成長・発展に関する方

策への支援について 

 について

・ 高速鉄道東京７号線は、「浦和美園から岩槻、蓮田までの区間が、平

成２７年までに開業することが適当な路線である」と運輸政策審議会答

申第１８号に位置付けられており、本市では、埼玉県と共同で検討を進

めてきた。 

・ 平成２３年度に開催した専門家による「地下鉄７号線延伸検討委員会」

では、需要予測や採算性等について厳しい結果が示されたものの、「延

伸実現に資する方策」を展開することでプロジェクトの評価を高めるこ

重点 



とは可能であるとの報告が出された。 

・ これを受けて、本市では昨年９月、「浦和美園～岩槻地域成長・発展

プラン」を策定した。そして、新たな方向性として、延伸の「検討」段

階から地域の成長・発展の「実行」段階へ移行し、具体的な方策として

浦和美園駅周辺地区における土地区画整理事業の推進等の４３の方策を

推進することとした。 

・ これらの方策の推進については、まちづくりや総合特区事業への一層

の支援・協力、方策に関連する支援制度・先進事例等の情報提供を国が

積極的に行うよう要望するものである。 

 について

・ 延伸線整備に当たっては、都市鉄道等利便増進法の適用を前提として 

いる。人口減少等の厳しい事業環境を克服して鉄道整備を推進するため、

法の適用要件である採算性要件の緩和や国の補助割合の拡大などを国が

検討することを要望するものである。 

 について

・ 本市においては、市民、経済界、大学、スポーツ界等により、オール

さいたま市で延伸実現に向けて行動する「地下鉄７号線延伸事業化推進

期成会」が昨年９月に設立され、延伸の機運はかつてない高まりを見せ

ている。 

・ また、延伸には高齢者の移動手段確保、災害時等の代替交通機能の確

保、低炭素まちづくりなどの新たな意義・必要性等もある。 

・ これらを踏まえ、新たな答申がなされる場合には、引き続き本延伸線

を計画路線として位置付ける方向で検討し、併せて、時代に対応した計

画路線の整備推進のため、既存制度の拡充や新しい支援制度・整備手法

についても国が積極的に検討することを要望するものである。 

２ 埼玉高速鉄道㈱の経営安定化のための支援について 

・ 高速鉄道東京７号線を構成する埼玉高速鉄道株式会社は、経営改善に

取り組むとともに、沿線自治体も経営支援・利用促進に努めている。首

都圏の第３セクター鉄道を支えていくために、地域公共交通確保維持改

善事業等の公共交通に対する国の支援の拡充等を図ることを要望するも

のである。 



【参考】 

○事業化に向けての制度面の主な課題と要望の効果 

１ 都市鉄道等利便増進法の適用要件

→ 採算性（開業後３０年以内での累積黒字転換） 

３０年程度を 

４０年程度に緩和 

適用要件 
(採算性)

要望 

事業化へ
前 進

緩和 

２ 事業を進めるための財源
 → 事業費（約770億円の大規模プロジェクト、国の補助率は1／３） 

地方公共団体 
１／３ 

（県及び市で負担） 

国 

１／３ 

整備主体の負担分
（金融機関からの 

借入等）１／３ 

鉄道施設建設資金

地 方 

公共団体 
国

整備主体 

の負担分 

拡
充

現状

要望

初期投資の削減が可能に 

開業後３０年程度 

の累積黒字達成 

効 果

事業化へ
大 き く
前 進

要望



○延伸計画図 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支 ℡８２９‐１８７１〕

[担当 ： 政策局東部地域・鉄道戦略室長  佐近 裕之 ℡０４８－８２９－１８７０ ] 

東急目黒線 
（日吉～目黒（11.9㎞）） 

Ｈ13.3相互直通運転（武蔵小杉まで） 

Ｈ20.6日吉まで延長 

先行整備区間
（7.2km）



２．上尾道路・首都高速埼玉大宮線の整備促進及び埼玉 

新都心線の延伸 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 上尾道路・首都高速埼玉大宮線の整備を促進すること 

２ 埼玉新都心線を延伸すること

【背景・理由】 

１ 上尾道路・首都高速埼玉大宮線の整備促進 

・ 国道１７号バイパスについては、平成２２年度道路交通センサスによ

ると、実交通量が１日当たり７．８万台から８．２万台であり、設計交

通量の１．３５から２．４倍と非常に高くなっており、道路が飽和状態

となっている。 

・ このような中、上尾道路の一般道路部分については、暫定２車線の供

用が開始されたところであるが、いまだ圏央道と接続が図られていない

状況である。また、自動車専用道路の与野ジャンクション以北について

は都市計画決定がされているものの詳細な整備計画については未定であ

る。 

・ 以上から、市内の国道１７号バイパス周辺の渋滞解消を図るために、

上尾道路・首都高速埼玉大宮線の整備促進を要望するものである。 

２ 埼玉新都心線の延伸 

・ 首都高速埼玉新都心線については、第二産業道路まで開通済みである

が、東北自動車道への延伸・接続については検討が進んでいない状況で

ある。

・ さいたま新都心には、「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」に

基づく広域防災拠点として位置付けられた災害対策基本法上の指定地方

行政機関も設置され、災害応急対策・復旧活動及び広域後方支援活動に

関する指示機能等を担っていることからも、広域交通基盤の代替性・多

重性の確保などの一層の防災力強化を図るため、首都高速埼玉新都心線

を延伸することを要望するものである。

重点 



【参考】 

○埼玉県の渋滞状況 

○平成２２年度道路交通センサス 

路線名 
起点側 終点側 

交通量観測地点地名 混雑度
路線名等 路線名等 

一般国道 

１７号 

さいたま東村山線 さいたま鴻巣線 
さいたま市桜区田島７丁

目１５番地２２先 
2.40

桜区・中央区 境 宗岡さいたま線 
さいたま市桜区田島７丁

目１５番地２２先 
1.74

さいたまふじみ野所沢線 中央区・大宮区 境 

さいたま市中央区円阿弥

７丁目７番地１１先 

1.37

中央区・大宮区 境 さいたまふじみ野所沢線 1.35

大宮区・西区 境 さいたま春日部線 1.40



○将来道路ネットワーク 

春日部

越谷

東京所沢

川越

要望区間

東北自動車道

要望区間

首都高速埼玉新都心線

首都高速埼玉大宮線

上尾道路

国道１７号ＢＰ 

[担当 ： 建設局土木部道路計画課長  反町 央  ℡０４８－８２９－１４９４ ] 

「さいたまSMARTプラン」

広域的な移動に資する自動車専用道路

広域的な移動に資する一般道路

核都市広域幹線道路（構想）



３．道路整備事業に対する支援 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

社会資本整備総合交付金の拡充を図り、道路の新設・改築

事業の推進に向けて必要な財源を確保すること 

【背景・理由】 

・ 本市は、広域交流を支える幹線道路や都市の骨格を形成する幹線道路

を中心として、重点的かつ計画的に道路整備を推進している。現在、本

市の都市計画道路の整備率は、平成２３年度末で４６パーセントであ

り、大都市（東京都及び２０指定都市）における都市計画道路の平均整

備率７２パーセントに比べ、極めて低い状況である。 

・ 市内の広域幹線道路の整備が不十分であることから、慢性的な交通渋

滞が発生しており、都市の活力の低下、多大な経済損失及び環境負荷の

増大を引き起こしている。 

・ このため、本市では、市民や道路利用者の活力ある都市活動を支える

幹線道路を整備し、また、交通渋滞のボトルネックとなる交差点を整備

することが急務となっている。 

・ 以上のことから、道路の新設・改築に対し、社会資本整備総合交付金

の拡充を図り、事業の推進に向けて必要な財源を確保し、財政支援を行

うことを要望するものである。 

【参考】 

○道路網体系の基本方針 

１ 広域的な移動に資する道路網の形成（市域の東西・南北骨格軸の形成） 

・ 一般国道１２２号蓮田～岩槻バイパス整備推進 

・ 一般国道４６３号越谷浦和バイパス（鶴巻ランプ）整備推進 

・ 主要地方道さいたま鴻巣線バイパス/道場三室線の整備推進 

２ 都心間の連結強化に資する道路網の形成（大宮駅・さいたま新都心周辺地区と 

浦和駅周辺地区の２都心間を連結する交通軸の形成） 

・ 産業道路/田島大牧線/南大通東線/三橋中央通線の整備推進 

・ 岩槻線/岩槻中央通り線の整備推進 

新規 



[担当 ： 建設局土木部道路計画課長  反町 央  ℡０４８－８２９－１４９４ ] 



４．駅のバリアフリー化等に対する支援の強化 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 駅のバリアフリー化に対する支援の強化を図ること 

２ 地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を１／２に

引き上げるなど、経営的に厳しい鉄道事業者に対する支援

の強化を図ること

【背景・理由】 

１ 駅のバリアフリー化に対する支援の強化について 

・ 本市では、公共交通機関等のバリアフリー化により、高齢者や障害者

の自立した日常生活や社会参加の機会を確保することが喫緊の課題であ

るとの認識の下、鉄道駅を中心とした徒歩圏内のバリアフリー化を進め

ている。 

・ 国が平成２３年３月３１日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」

を改正し、平成３２年度末までに１日平均利用者数３，０００人以上の

鉄軌道駅を原則として、全てバリアフリー化することなど移動等の円滑

化に取り組んでいることは評価できる。 

・ 本市内の駅では、現在整備を進めているＪＲ南浦和駅を含め、市内８

駅でバリアフリー施設が未整備となっており、乗降客の利便性の向上、

安全性の確保のため、より一層取組を強化していく必要がある。 

・ 一方、駅のバリアフリー化は、市単独の取組だけではなく、鉄道事業

者の協力も必要となってくることから、運輸分野における安全性の向上

を図るためにも、国が鉄道事業者に対して指導を行うなど、駅のバリア 

フリー化に対する支援の強化を積極的に図ることを要望するものである。

２ 鉄道事業者に対する支援の強化について

・ また、バリアフリー施設の未整備駅を所有する事業者の現状に鑑みる

と、今後、バリアフリー化を促進していくためには、経営的に厳しい事

業者に対する支援を強化することも必要であることから、地域公共交通

バリア解消促進等事業の補助率を現状の１／３から１／２に引き上げる

など、国の強力な支援を要望するものである。 



【参考】 





[担当 ： 都市局都市計画部都市交通課長 吉沢 浩之 ℡０４８－８２９－１０５４ ] 



 ５．市街地整備事業に対する支援 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 市街地整備事業に係る国庫補助金を確保すること 

２ 土地区画整理事業における土壌汚染対策費を補助対象と

すること

【背景・理由】 

１ 国庫補助金の確保について 

・ 現在、本市では市街地再開発事業で３地区、土地区画整理事業で２６

地区が事業中であり、本市のまちづくりにおいて、重要な位置付けとな

っている。 

・ これらの事業には、既に多くの補助金を導入し、事業を推進している

ことから、今後も着実な事業推進を図り、早期に事業を完了させること

が、長期的な視点から事業費の削減につながるものである。

・ そのため、国においては市街地整備事業の推進に向けて国庫補助金そ

の他の必要な財源を確保し、財政支援を行うよう要望するものである。 

２ 土地区画整理事業における土壌汚染対策費について 

・ 土壌汚染対策法が平成２２年に改正され、３，０００㎡以上の土地を

形質変更する際は、土地を形質変更する者が土壌汚染対策法及び条例に

基づき事前の届出をすることが必要となった。 

・ 土壌汚染の恐れがあると判断された場合は、土地所有者が土壌調査を

行い、土壌汚染が発見された場合は、土壌汚染対策に係る調査及び処理

費用は、原因者又は土地所有者の負担とされている。 

・ 現在、原因者不明等の場合に、市街地再開発事業においては土壌汚染

対策費に対する国庫補助が認められているが、同種の面的整備である土

地区画整理事業においては認められておらず、事業推進のため施行者が

費用負担せざるを得ず、事業進捗に大きく影響するため、市街地再開発

事業と同様な補助制度として早期に補助対象とすることを要望するもの

である。 



【参考】 

○本市の市街地整備事業の状況  

○平成２５年度 国庫補助金及び交付金要望地区            

4,777 
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（
百
万
円
）

（年度）

市街地整備事業に係る国庫補助金内示状況

要望額

内示額

内示率

◇土地区画整理事業  １７地区

・公共団体施行    ６地区 

・組合施行      ９地区 

・都市再生機構施行  ２地区

◇市街地再開発事業   ４地区

・公共団体施行    １地区 

・組合施行      ２地区 

・都市再生機構施行  １地区 

◇市街地再開発事業 ３地区  ◇土地区画整理事業 ２６地区

[担当：都市局まちづくり推進部市街地整備課長 宮寺 昭彦 ℡０４８－８２９－１４６６] 



 ６．都市公園の整備促進に向けた制度拡充 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

借地公園を交付対象事業とする要件を復活させること

【背景・理由】 

・ 都市部における都市公園をはじめとする緑とオープンスペースの確保

は、市民の生活に潤いや安らぎを与えるだけではなく、ヒートアイラン

ド現象の抑制効果や地球温暖化の防止、生物多様性の保全、都市の低炭

素化の促進、災害時の救援復興の活動拠点や避難場所としての活用等、

その公益的機能は多岐に渡っている。 

・ 今後、発生が予測されている首都直下型地震などを踏まえ、積極的に

都市公園整備事業を進めてきているところであるが、都市公園の整備に

は用地取得に多額の費用を要するため、民有地等を活用した借地公園制

度を積極的に取り入れている。 

・ 現行制度において、借地公園は、補助事業の対象外であるため、平成

２３年度までの時限措置となっていた市民緑地等整備事業の借地公園を

対象とする要件を復活させるよう要望するものである。

【参考】 

H24.3.31現在

政令指定都市名
１人当たり公園面積

（㎡/人）
政令指定都市名

１人当たり公園面積
（㎡/人）

札幌市 12.2 浜松市 8.4

仙台市 12.8 名古屋市 6.9

さいたま市 5.1 京都市 4.3

千葉市 9.1 大阪市 3.5

東京特別区 3.1 堺市 8.2

横浜市 4.8 神戸市 17.0

川崎市 3.8 岡山市 16.7

相模原市 4.1 広島市 7.6

新潟市 9.4 北九州市 11.9

静岡市 5.9 福岡市 9.1

政令指定都市　１人当たり都市公園等整備現況

[担当 ： 都市局都市計画部都市公園課長  清野 博司 ℡０４８－８２９－１４１６ ] 



 ７．緑地を保全する制度の拡充 

〔財務省・国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 緑地を保全するため、相続税の納税猶予制度の創設や評

価減の拡充など、税負担の軽減措置を拡充すること 

２ 緑地の取得に対する財政支援策を拡充すること 

３ 大都市圏制度を見直すに当たり、近郊緑地保全制度を堅

持すること

【背景・理由】 

１ 税負担の軽減措置の拡充 

・ 緑は、ヒートアイランド現象などの緩和や水源のかん養、地球温暖化

の防止、生物多様性の保全、良好な景観あるいは地震・土砂災害等に対

する防災などの都市環境を改善する効果があることから、緑を保全する

とともに、中心市街地では新たな緑を創出していく必要がある。 

・ こうしたことから、本市では、身近な緑を増やす「みどり倍増プロジ

ェクト」を実施するなど、地球環境への負荷の軽減及び低炭素型都市づ

くりを進め、環境先進都市を目指している。 

・ 本市では、土地所有者の相続に伴い、高額な相続税の納付等のため、

緑地を売却しなくてはならない状況が多々発生しており、緑地減少の大

きな要因の一つとなっている。 

・ そこで、緑地の持つ公益的機能確保の観点から、都市緑地法に基づく

「特別緑地保全地区」などの緑地について、相続税の納税猶予制度の創

設、評価減の拡充などにより地権者が緑地を持ち続けられるよう、税負

担の軽減措置を拡充することを要望するものである。 

２ 緑地の取得に対する財政支援策の拡充 

・ 緊急に保全が必要となる緑地の用地取得について、財政支援策を拡充

することを要望するものである。 

３ 近郊緑地保全制度の堅持

・ 市内を流れる荒川は、広大な河川空間であるとともに、首都圏におけ



る重要な緑地として「近郊緑地保全区域」に指定され、当市を代表する

広域的な緑地となっている。こうした緑地を保全するための有効な手法

である首都圏の近郊緑地保全制度については、大都市圏制度の見直しに

当たって、制度を堅持することが必要である。 

・ そこで、これまでの近郊緑地保全区域の指定による取組などを踏まえ、

引き続き、法に基づく広域的な緑地の保全を積極的に推進するため、首

都圏の近郊緑地保全制度を堅持することを要望するものである。 

【参考】 

   ○現状 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

都市公園

林地

農地

5,972

○緑地の推移 ※面積は、固定資産概要調書調べ

ha 

6,029 

4,324 4,275 4,222 

6,408 6,325 6,262 6,201 6,134 

１０％未満 

１０％以上～２０％未満 

２０％以上～４０％未満 

４０％以上～６０％未満 

６０％以上～８０％未満 

８０％以上 
（平成２１年８月・９月に撮影した航空写真の判読による）

6,082 

・ 都市公園は、整備を推進し着実に面積が増加していますが、緑地全体としては
毎年約６０ヘクタールの緑地が失われている。



○相続税の軽減措置の拡充について 

名  称 相続税 所得税（買取りの場合） 納税猶予 

特別緑地保全地区 

・延納利子税の軽減（４．２％） 

・林地で林業を営んでいない場合

８割控除 

・管理協定の締結された土地につ

いて更に評価額２割控除 

譲渡所得の特別控除 

２，０００万円 
なし 

市民緑地 
契約期間２０年以上のとき 

評価額２割控除 
なし なし 

○緑地の取得に対する財政支援策を拡充すること 

緊急に保全が必要となる緑地の用地取得について、財政支援策を拡充する。 

○大都市圏制度を見直すに当たり、近郊緑地保全制度を堅持すること 

「河川沿いに緑の軸」をつくる（荒川） 「エコアイランド」をつくる

（荒川近郊緑地保全区域・見沼田圃）

「首都圏の緑の回廊」をつくる

・広域的な緑のネットワークの将来像

[担当：都市局都市計画部みどり推進課長 北林 孝和 ℡０４８－８２９－１４１０ ] 



２．安心減災都市づくり 



８．帰宅困難者への対策の充実強化 

〔内閣府・厚生労働省・国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

帰宅困難者の対策として、企業に対する備蓄等の義務化と

一時的な避難所の確保に向けた制度の創設及び積極的な支援を

行うこと

【背景・理由】 

・ 東北、関東地方を襲った「東日本大震災」の被害状況や最近行われた

中央防災会議の被害想定の見直しでは、帰宅困難者をはじめとする、よ

り多くの避難者の発生が想定されている。 

・ さいたま市は、これまでも「災害に強いまちづくり」を目指し、市有

建築物の耐震化を前倒しして実施するなど、減災に努めてきた。

・ 震災当日も地域防災計画に基づき対応したが、鉄道事業者（ＪＲ）に

よる駅の閉鎖や、鉄道高架上で緊急停止した新幹線の乗客の避難所受入

れなど、「帰宅困難者」についての課題が発生した。

・ 今後も首都直下型地震の発生が予測されており、これらの課題の解決 

は極めて重要かつ急務であり、国の強いリーダーシップによる対策・支 

援の一層の充実強化が必要である。

・ 本市では、帰宅困難者の対策として、一時避難所を設置するため、駅

周辺ホテル等と施設の提供等について協定を締結している。しかし、帰

宅困難者への支援は、広域的な支援体制が必要であり、一地方自治体の

取組では帰宅困難者全体としての効果は薄く、国が積極的に取り組むこ

とが極めて重要である。 

・ また、近年、震災時はすぐに帰宅するのではなく、施設内にとどまる 

ことや、外出時は近場の安全な施設内に避難することが望ましいとされ

ていることから、企業など民間施設が自社の従業員のみならず、周辺で

発生する帰宅困難者に対する備蓄などの対応を義務化することで、一時

避難所として確保することができる。 

・ しかし、民間施設の利用には受入れの責任や相当の費用負担が発生す

るため、災害対策基本法による企業への備蓄等の義務化や、災害救助法

に定める避難所の設置の費用負担に対する基準の適否や見直しなど一時

避難所の確保に向けた制度の創設、国の強いリーダーシップによる積極

的な支援対策を行うことを要望するものである。

重点 



【参考】 

■さいたま市の帰宅困難者支援 

○○○駅 流入帰宅困難者（通勤・通学者等）   協定ホテル（民間施設）

○○○駅 流入帰宅困難者（通勤・通学者等）    協定ホテル（民間施設）

■さいたま市 流出帰宅困難者想定数 

    １４０，３００人（平成21年度 さいたま市被害想定調査報告書より）

協力要請

費用請求
（施設は無償）

協力要請

費用請求

（国が補填） 

提案 

一時避難すること
で、流出が減少

[担当 ： 総務局危機管理部防災課長   西村 徹 ℡０４８－８２９－１１３６ ] 

企業

企業

各企業で備蓄（義務化）
（国が補助） 

各企業で備蓄（義務化）
（国が補助） 

各企業で備蓄（義務化）
（国が補助） 



９．大規模災害への対応策等

〔消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 大規模災害等対応型訓練施設の設置 

緊急消防援助隊の更なる活動能力の充実・強化を図るた

め、国が主体となり、大規模災害等対応型訓練施設を設置す

ること 

２ 緊急消防援助隊に係る支援の強化 

 進出拠点の確保 

 車両・資機材の充実強化及び維持に係る支援 

 情報通信体制の充実・強化 

【背景・理由】 

・ 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災（以下「震災」）は、 

観測史上最大のマグニチュード９．０の巨大地震に加え、広範囲にわた

る大津波、原子力発電所における放射性物質の漏えい事故及び石油コン

ビナート火災を伴う大規模広域複合災害となり、多くの尊い人命と貴重

な財産を一瞬にして奪った、未曾有の大災害となった。 

・ 本市では、発災直後から、消防庁長官の指示に基づき、緊急消防援助

隊として被災地に部隊が出動し、消防に課せられた崇高な使命と職責の

下、被災者の救出・救護活動に全力を尽くしたところである。 

・ 震災による経験と貴重な教訓に基づき、国による迅速かつ確実な措置

を講じるよう強く要望するものである。 

１ 大規模災害等対応型訓練施設の設置 

・ 震災の緊急消防援助隊活動は、災害が広域であったこと、要救助者が

多数であったことなどから、複数の部隊の統率を図り、統一した活動方

針の下に救出・救護活動を実施する必要があった。 

・ また、原子力発電所における特殊災害対応が求められたことから、今

後、緊急消防援助隊の更なる活動能力の充実・強化を図る必要がある。 

・ 平成２４年５月２１日に公表された「緊急消防援助隊広域総合進出拠

点施設に関する調査報告書」においては、災害時の機能はもとより、平

常時の機能となる広域応援部隊等の研修や訓練機能を兼ね備えた大規模

重点 



災害等対応型訓練施設を整備する必要があると示された。

・ 平成２４年８月に国において、「緊急消防援助隊広域活動拠点に関す

る検討会」が発足し、緊急消防援助隊の活動を支援するのに必要とされ 

る諸機能の具体的な実現手法等について、検討が行われた結果、平成２５

年４月１８日に「緊急消防援助隊広域活動拠点に関する調査報告書」が

公表された。同報告書においては、拠点機能の整備促進方策について、 

警察・自衛隊等の緊急消防援助隊以外の応援活動も視野に入れた総合的

な受援計画の策定や地方公共団体の広域拠点施設の整備における国の財

政的な支援措置等が提案された。 

・ これらのことから、活動拠点機能に加え、上記提案にある他機関との

合同訓練にも活用できる大規模災害等対応型訓練施設の必要性が増して

いるので、昨今の厳しい地方財政状況を踏まえ、国が主体となり、同施

設を設置することを要望するものである。 

２ 緊急消防援助隊に係る支援の強化 

 進出拠点の確保 

・ 震災では、多数の部隊が出動したため、野営地の確保等に非常に苦慮

したところである。また、活動が長期化したことや気候が寒冷であった

ことから、出動隊員の負担は非常に大きいものであった。 

・ このため、東北地方、首都圏での活動を考慮して、進出拠点となる施

設を大規模災害等対応型訓練施設の設置と併せて東日本（関東圏）に整

備することを要望するものである。 

 車両・資機材の充実強化及び維持に係る支援 

・ 緊急消防援助隊に係る車両・資機材については、一部は国からの無償

使用車両等により整備されつつあるため、今後も車両・資機材の無償使

用制度は継続する必要がある。 

・ 維持費用については、原則として各地方公共団体が負担することとな

っており、車両や資機材によっては特殊な装備により費用が高額となっ

ている。 

・ これらの車両・資機材は緊急消防援助隊として主に活用する点から、 

その維持費用については国費により負担することを要望するものである。

 情報通信体制の充実・強化 

・ 震災では、無線基地局が被災し、携帯電話も不通となるなど、緊急消

防援助隊を派遣した部隊との連絡体制の確保も困難であったことから、

国では無線基地局を臨時に設置できる車両を無償貸与したが、更なる整



備や支援体制の強化を行う必要がある。 

・ また、国があらかじめ所要の衛星電話等を整備し、一括管理するとと

もに、大規模災害時にこれらを航空機等により搬送する仕組みを整備す

ることを要望するものである。 

【参考】 

○ 東日本大震災に係る本市の緊急消防援助隊派遣実績 

・岩手県陸前高田市 

    平成23年3月11日から3月31日までの間、延べ248隊、867名を派遣 

・福島県相馬地方 

     平成23年3月11日から6月6日までの間、延べ214隊、807名を派遣 

・その他 

     福島原発に対応するため、東京電力へ消防ポンプ車を2台貸与

○ 本市への国の無償貸与による消防車両実績（平成23年度実績） 

    ・燃料補給車（配備時期については平成24年11月） 

    ・機体質量５ｔ級重機／搬送車含む（配備時期については平成25年3月）

[担当 ： 消防局総務部消防企画課長  大熊 郁夫 ℡０４８－８３３－９２５８ ] 



１０．災害時における情報提供システムの連携強化 

〔内閣府、総務省、消防庁〕 

【提案・要望事項】 

災害時における避難勧告等の緊急情報は、市民に対し迅速

に提供する必要があるため、国で整備しているＪアラートな

どと、東日本大震災で活躍したツイッターや、エリアメール

等の一般的に普及しているさまざまな民間企業の既存サービ

スと連携強化を行うこと

【背景・理由】 

・ 現在、Ｊアラートと主に連携している防災行政無線による広報は、高

層住宅に遮られたり、気密性の高い住宅により聞こえにくい状況となっ

ている。しかしながら、音量を大きくした場合、スピーカー近くの住民

にとってはかえって聞きづらくなるという問題がある。 

・ 東日本大震災においては、音声電話は輻輳により使えず、ツイッター

や通信事業者が提供している「災害時伝言板」等の民間企業のサービス

が有効であった。 

・ 現在、地上波デジタル放送によるテレビの「データ放送」、「ツイッ

ター」、「エリアメール」などさまざまな民間企業のサービスが提供さ

れ普及している。 

・ しかし、これらのサービスにより配信しようとする場合は、人を介し

個々にデータ入力をしなければならず、時差が生じ緊急性も損なってし

まうため、最低限の入力であらゆる媒体を介した発信ができる情報基盤

の整備が望ましい。 

・ このように、既に普及している民間企業のサービスや既に整備されて

いる公共情報コモンズを活用することで、新たに整備せずとも市民に対

し迅速な情報発信が可能となるため、多様な民間の情報ツールとＪアラ

ート等を連携させるように国が積極的に取り組むことが極めて重要であ

る。 

・ この災害時における情報提供システムの連携強化については、個々の

地方自治体の取組ではなく全国規模の対応が必要であると考えられるこ

とから国の強いリーダーシップによる一層の充実・強化を要望するもの

である。 



【参考】 

[担当 ： 総務局危機管理部防災課長  西村 徹  ℡０４８－８２９－１１３６ ] 



１１．無線通信補助設備の改修に係る補助制度の創設 

〔消防庁〕 

【提案・要望事項】 

 消防救急無線に係る無線通信補助設備を設置している者

に対し、２６０ＭＨｚ帯に対応させるための設備改修に係

る補助制度を創設すること

【背景・理由】 

・ 消防救急無線については、電波法の改正により２６０ＭＨｚ帯のデジ

タル化移行が定められたことから、全国的に整備が進められているとこ

ろである。

・ 消防救急無線が届きにくい場所に設置する無線通信補助設備について

は、消防法施行規則に規定する設置基準により延べ面積が１，０００平

方メートル以上の地下街に設置することとされているが、本市内では首

都高速道路の地下トンネル等において、設置基準に該当しないものの任

意で１２か所設置されている状況である。 

・ 無線通信補助設備についても２６０ＭＨｚ帯に対応させる改修が必要

となるが、改修費用が高額になると見込まれるため、地下トンネル等の

施設管理者において円滑な改修が促進されないことが懸念され、全国的

な課題となっている。 

・ 今後、首都直下型地震の切迫性も高く、高速道路の地下トンネル等が

損壊することによりトンネル内で多大な人的被害が発生することも想定

されるが、無線通信補助設備の未改修によりトンネル内で無線通信が通

じない事態となれば、災害時の円滑な消防活動の遂行に重大な支障が生

じるおそれがある。 

・ 設備改修に莫大な費用が必要になること、高速道路等には複数自治体

にまたがる無線通信補助設備も存在することなども踏まえると本市のみ

の対応は難しく、国において既存の無線通信補助設備の改修に係る補助

制度を創設することを要望するものである。 



【参考】 

○無線通信補助設備の設備概要 

[担当 ： 消防局警防部指令課長  永瀬 邦彦  ℡０４８－８３３－９２８６ ] 



１２．河川防災ステーション・さいたま築堤の早期整備 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 河川防災ステーションの整備に早期に着手すること 

２ さいたま築堤の整備について、引き続き推進すること

【背景・理由】 

１ 河川防災ステーションの整備 

・ 高規格堤防事業は、平成２２年に開催された政府の行政刷新会議にお

ける事業仕分けの中で、完成までに多くの費用と時間を要することなど

を理由として、一旦廃止と判定された。 

・ この高規格堤防事業の廃止に伴い、本市内で計画されていた河川防災

ステーションの整備についても事業が凍結され、いまだに着手されてい

ない。また、本市が当該整備事業に併せて、計画している洪水等発生時

の河川管理施設保全活動拠点や震災等の災害時の緊急復旧活動拠点とす

る「（仮称）さいたま市水防センター」の整備にも影響が出ているとこ

ろである。 

・ 河川防災ステーションは、市民を洪水などの水害から未然に防ぐため

だけではなく、緊急用河川敷道路を活用することで、震災等の復旧時に

重要な役割を果たす拠点である。また、ＤＩＤ（人口集中）地区が至近

であることや、首都直下型地震の切迫性も高いことを踏まえれば、当該

整備予定地区へ高規格堤防と同等の規格となる河川防災ステーションを

整備することは急務である。 

・ 洪水等の発生を未然に防ぎ、市民の安全を守るため、河川防災ステー

ション、緊急用河川敷道路の整備を早期に着手するよう要望するもので

ある。 

２ さいたま築堤の整備

・ さいたま築堤については、これまでも整備を進めていることは認識し

ているが、一昨年の東日本大震災では多くの堤防において沈下やクラッ

ク等の被害が報告されていることもあり、今後、より一層整備を推進す

ることを要望するものである。 



【参考】 

○位置 

○現地写真 

[担当 ： 建設局土木部河川課長  小島 正男   ℡０４８－８２９－１５８２ ] 



１３．市有建築物及び民間建築物の耐震化に係る補助制度 

の拡充 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 市有建築物の耐震化に対する補助の拡充 

市民の安心・安全を確保するため、市有建築物の耐震化に

対する補助制度を拡充するとともに、所要額を確保すること 

２ 民間建築物の耐震化に対する補助対象の拡充 

民間建築物の耐震化の促進を図るため、社会資本整備総合

交付金交付要綱における耐震補強工事及び建替え工事に対す

る国の補助制度について、対象建築物の規模及び構造要件を

撤廃すること

【背景・理由】 

１ 市有建築物の耐震化に対する補助の拡充

・ 公共建築物は、多くの市民に日常的に利用され、また、災害時には避

難場所や災害対策本部・支部などの応急活動の拠点として活用されるた

め、利用者の安全確保、災害時の拠点施設としての機能確保といった観

点から、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組む必要がある。 

・ 本市では、「市有建築物耐震化実施計画」を策定し、平成２７年度ま

でに耐震化率１００％達成を目指して、公共建築物の耐震化を鋭意進め

ているが、より強力に公共建築物の耐震化を進めるため、市有建築物の

耐震化工事に対する補助制度の拡充など、国の強力な支援を要望するも

のである。 

２ 民間建築物の耐震化に対する補助対象の拡充 

・ 本市では民間建築物に対する耐震補強等助成事業を、社会資本整備総

合交付金交付要綱及び同要綱附属編に基づき実施している。

・ 同要綱附属編においては、学校施設、医療施設、福祉施設、商業・業

務施設などの「住宅以外の建築物」については、延べ床面積、階数など

規模や構造に関する一定の要件が規定されているため、これに満たない

重点 



建築物は国費の補助対象に該当しないこととされている。 

・ このため、本市では、既存建築物の耐震化促進に向けた取組として、

国の補助要件に満たない建築物の耐震補強工事や建替え工事に対する助

成事業を実施してきた。 

・ 国は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針」において、住宅及び多数の者が利用する建築物の平成２７年度にお

ける耐震化率９０％達成を目標として掲げている。 

・ しかし、「住宅以外の建築物」に対する規模・構造等の要件を設ける

ことにより、これらの建築物の耐震化の促進を損ねる要因となることか

ら、「住宅以外の建築物」の耐震補強工事及び建替え工事に対する補助

の対象要件を撤廃するとともに、補助制度の更なる拡充を要望するもの

である。 

【参考】 

 ○さいたま市市有建築物の未耐震棟数 

  ・５２棟（平成２５年３月３１日現在）

担当１： 建設局建築部建築総務課長  大貫 一博  ℡８２９－１５３５ 

担当２： 建設局建築部保全管理課長  三村 裕一  ℡８２９－１５０６  



１４．公共施設に準ずる民間施設の耐震化の促進 

〔国土交通省・厚生労働省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

病院、社会福祉施設、幼稚園及び学校など、高い公益性を

持つ「公共施設に準ずる民間施設」の耐震化の促進を図るた

め、耐震診断や耐震補強等の実施に必要な事業費に対する補

助制度を拡充し、所要額を確保すること

【背景・理由】 

・ さいたま市が位置する南関東圏では、東京湾北部を震源とするマグニ

チュード７クラスの首都直下型地震発生の切迫性が高く、この地震によ

る甚大な被害が懸念されている。 

・ 阪神・淡路大震災では、死亡原因の９５パーセント以上が建物の倒壊

による窒息死や圧死や、建物の倒壊に起因すると思われる火災により亡

くなったと推計され、また、犠牲者の約８割は地震発生後、約１５分以

内に死亡していると推定されている。 

・ したがって、震災後の救助活動により犠牲者の数を減らすことは極め

て困難であり、犠牲者を減少させるには建物の倒壊を防ぐ耐震化を促進

することが極めて有効な手段となる。 

・ 震災時に適切な医療提供体制の維持を図る上で重要な役割を果たす 

「病院等の医療施設」、高齢者や乳幼児など自力での避難が困難な多く

の方々が利用する「社会福祉施設」、児童、生徒等の安全確保や教育活

動等の早期再開を図るとともに、地域住民の応急的な受入れ機能を果た

す「幼稚園・学校」など、高い公益性を持った民間施設の耐震化の促進

は、公共施設の耐震化と同様に喫緊の課題であることを十分に認識し、

公共施設に準ずる施設の耐震化に対する補助制度の更なる拡充について

強力な支援を要望するものである。 

重点 



【参考】 

１．さいたま市の耐震化の状況（耐震改修促進法第６条第１号特定建築物） 

平成23年度時点 

用
途
番
号

用途 

H23全棟数 

S56年以前棟数 

S57年以

降棟数 

耐震化率 

（％） 
耐震性が

不十分あ

るいは不

明な建築

物棟数 

耐震診断

の結果Ｏ

Ｋ 

棟数 

耐震改修

実施棟数 

ａ ｂ ｃ ｄ e 1-b/a 

1 学校 178 52 3 3 120 70.8% 

2 病院・診療所 71 19 1 2 49 73.2% 

3 劇場・集会場等 16 2   14 87.5% 

4 店舗 272 83 3  186 69.5% 

5 ホテル・旅館等 75 7   68 90.7% 

6 賃貸住宅等 1432 178 4  1250 87.6% 

7 社会福祉施設等 318 51 1 1 265 84.0% 

10 その他 633 185 8  438 70.5% 

計 2,995 579 20 6 2390 80.8% 



２．阪神・淡路大震災による神戸市内での犠牲者の死亡原因・死亡推定時刻 

[担当 ： 建設局建築部建築総務課長 大貫 一博  ℡０４８－８２９－１５３５ ] 



１５．水道施設の耐震化事業に係る補助制度の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

 基幹水道構造物耐震化事業をはじめとする緊急時給水拠点

確保事業費補助率を１／３から引き上げること

【背景・理由】 

・ 水道は、市民生活と都市活動を支えるライフラインであり、常に安全

な水道水を安定して供給することは国の責務であり、水道施設の災害対

策を国策として強力に推し進めるべきである。 

・ 本市においても、｢さいたま市水道事業中期経営計画｣に災害対策を位

置付け、水道の基幹施設である浄・配水場、水道管などの耐震化等を進

めている。

・ しかし、その災害対策事業に要する事業費は莫大であり、現状の国の

補助制度では水道事業経営に及ぼす影響が非常に大きいことから、基幹

水道構造物耐震化事業をはじめとする緊急時給水拠点確保等事業の補助

率を現行の１／３から引き上げることを要望するものである。 

【参考】 

○ 水道施設の耐震化について 

○ さいたま市の耐震化率（平成２５年３月３１日現在） 

管路：４０．１％ 浄水施設：３７．２％ 配水池：５８．０％ 

担当１：水道局業務部水道総務課長   大畑 裕男 ℡０４８－７１４－３０６６ 

担当２：水道局給水部水道計画課長   川島 康弘 ℡０４８－７１４－３０９６ 

重点 

○地震に対して脆弱な施設と大規

模地震発生の危険性

○老朽化した水道施設・水道管の

更新時期の到来

○被災事業体の経営悪化 等

現状と課題 

○地震・災害に強い水道施設の整備

○上水道安全対策の強化

○被災事業体への減収補てん等

○老朽化した基幹水道施設の更新・改

良

災害に強い水道システム 

社会生活基盤を守るため国の財政支援が必要 



１６．北朝鮮による拉致問題の解決 

〔内閣官房〕 

【提案・要望事項】 

１ 拉致問題の解決に向けて積極的に取り組むこと 

２ 早期に政府間協議を再開させること

【背景・理由】 

・ 平成１４年９月、北朝鮮は日本人の拉致を初めて認め、謝罪し、再発

の防止を約束した。現在、日本政府は１７名の日本人を拉致被害者とし

て認定しており、そのうち５名は同年１０月に帰国したが、残りの被害

者については、北朝鮮に捕らわれたまま救出を待っている。また、拉致

被害者家族の高齢化が進んでいる。 

・ さいたま市では、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、市報への啓発記事

の掲載や１０区役所における啓発用看板の設置など、市民への啓発活動

に取り組んでいる。 

・ また、拉致被害者家族会等による署名活動への協力や拉致被害者に対

する支援等の活動を行う民間団体が開催する事業への後援を行うなど、

拉致問題解決に向けた取組を行っている。 

・ 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全にかか

わる重大な問題であり、国の責任において解決されるべき喫緊の重要課

題である。外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他

国際的な連携強化に努めるなど、拉致問題の解決に向け積極的に取り組

むことを要望するものである。 

・ また、早期に日朝政府間協議を再開させ、拉致問題の解決に向けた北

朝鮮側の具体的な行動について、政府が継続した強い要求を行うことを

要望するものである。 

新規 



【参考】 

○ 政府認定１７名に係る事案 

[担当 ： 総務局総務部総務課長  千枝 直人  ℡０４８－８２９－１０８３ ] 



１７．国民保護の推進 

〔内閣官房・消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 物資及び資材等の備蓄について 

 ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害等に対処す

るための物資及び資材等は、国の責任において確保する

こと。また、物資及び資材等の備蓄施設、有事の搬送方

法について指針を示すこと 

 国は、地方公共団体と意見交換を行い、国と地方公共

団体との役割を明示し、地方公共団体が武力攻撃事態や

大規模テロ等に備えて物資及び資材等を備蓄する場合に

おいては、備蓄すべき物資及び資材等の種類や数量をガ

イドラインで示すとともに、その財源を措置すること 

２ 迅速かつ円滑な住民の広域避難について 

 国においては、広域避難・救援に関して具体的検討を

進め、国が行う指示事項と都道府県・市区町村が行う業

務内容を明確にした対処マニュアル等を策定すること 

 住民避難の実施に当たっては、被害が複数都県市にま

たがることから、国が首都圏の公共交通機関をはじめと

する関係機関の総合調整を行うこと 

３ 啓発への取組及び人材の育成等について 

 国は、国民保護にかかる事業を円滑に推進するため、

住民の理解を深める啓発に主導的に取り組むこと 

 自治体におけるテロ対策等に関する人材の育成・確保

及び専門性の向上を図るため、自治体の実情に応じて、

実践的な研修や訓練に関する指導・助言等の支援を行う

こと 

４ 緊急事態における情報提供について 

緊急事態における国民及び自治体への情報提供について 

は、その手段や発信基準等を明確にし、迅速かつ適切に実

施すること 



【背景・理由】 

・ 我が国の政治・経済の中心である首都圏は、武力攻撃事態や大規模テ

ロ等の発生時には、首都機能や経済機能に重大な影響が出ることが予想 

され、その事態は、地方公共団体の対処能力を超えるものと危惧される。

・ 国においては、平成１６年に「武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律」を制定し、平成１７年には「国民の保護に関

する基本指針」を制定している。本市では、平成１８年１１月、「さい

たま市国民保護計画」の策定をはじめ、九都県市間における、首都圏の

特殊性を踏まえた連携体制の充実など、対策の推進を図っている。 

・ しかし、国は、備蓄すべき物資及び資材等の具体的内容について、い

まだ明らかにしていない。まず、物資及び資材等の備蓄に関する国と地

方公共団体との役割を整理した上で、国民保護措置は法定受託事務であ

ることを踏まえ、その費用については国で負担する必要がある。 

・ また、国民保護事業を進めるに当たって、住民の一層の理解が必要で

あることから、更なる啓発活動が必要である。 

・ さらに、自治体職員においては、実践的な研修や訓練等の機会自体が

ないため、国の人材育成・確保への支援が必要であるとともに、北朝鮮

のミサイル発射やその対応等において緊急情報が確実に国民、自治体へ

伝わる体制を構築する必要がある。 

・ 以上のことから、国においては、国民保護の推進のため、強いリーダ

ーシップを持って、更なる具体的な対応を図ることを要望するものであ

る。 



【参考】 

[担当 ： 総務局危機管理部安心安全課長 金子 照夫 ℡０４８－８２９－１１３４ ] 

大規模集客施設等への 大量輸送交通機関の 核燃料物質の高速 都心における
化学剤などの散布 走行中の爆破    道路運送中の爆破    テロの発生

■国民保護において、想定される事態 

住民の避難及び避難

住民等の救援に必要

な物資及び資材 

国民保護措置の実施

のために必要な 

物資及び資材 

物資及び資材等の

備蓄・整備が 

不可欠 

外部からの武力攻撃については、次の4つの類型を想定しています。 

緊急対処事態（大規模テロ等） 武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態であ
り、次の4つの類型を想定しています。 

着上陸侵攻 ゲリラ特殊部隊による攻撃 弾道ミサイル攻撃 航空攻撃

大規模集客施設等への 大量輸送交通機関の 核燃料物質の高速 都心における
化学剤などの散布          走行中の爆破        道路運送中の爆破       テロの発生



３．教育文化都市の実現 



１８．義務教育施設等の整備・改修の促進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 計画的かつ円滑に義務教育施設等の大規模改造及び増改

築等を行えるよう、必要な予算総額を確保し、速やかに認

定、内示等の措置をすること 

２ 学校施設における非構造部材の耐震化事業に係る必要な

財政措置を今後も継続すること

【背景・理由】 

１ 予算総額の確保と速やかな認定、内示等の措置 

・ 本市においては、小中学校における全保有棟数校舎・体育館６５０棟

のうち、昭和４８年以前に建築され、築４０年以上経過した校舎・体育

館が、１８４棟（２８．３％）を占めており、これら老朽化した学校施

設の改修等の需要が増大している。 

・ しかし、学校施設の大規模改造及び増改築等の整備については、多額

の経費を要することから、市単独で実施するのは非常に困難であり、国

庫負担等の支援を欠くことができない。 

・ 平成２５年度の国の予算においては、当初予算と平成２４年度予備費

及び平成２４年度第１次補正予算分を合わせることで、各地方公共団体

が計画する事業量に必要な予算が確保されるが、計画的に事業を実施す

るためには、必要な財源等の確保が引き続き重要な課題である。 

・ また、学校教育施設に係る工事の多くは、夏休み期間を利用しなけれ

ば実施が困難であり、認定、内示等が遅くなると、契約や起工が遅れ、

工事の円滑な実施に支障を来すこととなる。 

・ これらの事業を自主的、計画的かつ円滑に実施できるようにするため

に、国においては、地方公共団体が計画している事業量、事業内容に見 

合う予算を確保することや、地方が予定した時期に実施できるよう認定、

内示等の措置をとることを要望するものである。 

２ 非構造部材耐震化事業への財政措置 

・ 学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、

重点 



災害時には地域住民の避難場所となるなど重要な役割を担っていること

から、東日本大震災の被災状況からも改めて重要性が認識された非構造

部材の耐震化事業について、今後とも必要な財政措置を継続するよう要

望するものである。 

【参考】 

[担当：教育委員会事務局管理部学校施設課長 大塚 浩昭 ℡０４８－８２９－１６３２ ] 



１９．少人数学級の推進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

学級編制の標準の引下げを含めた新たな公立義務教育諸

学校教職員定数改善計画を早期に策定し、円滑な実施を図

ること

【背景・理由】 

・ 本市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊かな

地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行政課

題に取り組んでいる。 

・ 現在、国は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律の一部を改正するとともに、同法の附則で学級編制の標準を

順次改定すること等について検討を行い、その結果に基づき、法制上そ

の他の必要な措置を講ずることとし、当該措置を講ずるに当たっては、

安定した財源の確保に努めるとしている。 

・ こうした状況の中、本市では、独自の少人数指導等支援員などの施策

を充実させ、少人数学級と少人数指導のそれぞれの良さを取り入れ、少

人数で指導する効果を最大限に生かしながら、「日本一の教育都市・さ

いたま市」の実現に努めている。 

・ 今後、基礎学力の向上と、習熟度別学習など個に応じたきめ細かな指

導を実現し、学習指導要領の全面実施やいじめ等の学校教育上の課題等 

に適切に対応するためには、教職員定数配置基準の改善が不可欠である。

・ 国において平成２５年度から平成２９年度までの５ヵ年で小中学校全

学年での３５人学級の実施を目指した新たな教職員定数改善計画につい

て、平成２５年度からの実施が見送りとなったが、早期の円滑な実施を

図ることを要望するものである。 

【参考】 
○１学級当たりの児童生徒数＜通常学級＞ 

 さいたま市 日 本 ＯＥＣＤ平均 

小学校 ３２．６人 ２８．０人 ２１．６人 

中学校 ３６．０人 ３３．０人 ２３．７人 

ＯＥＣＤ「図表で見る教育（２００９年版）」 ※さいたま市の数値は平成２４年度

[担当 ：教育委員会学校教育部教職員課長 橋本 栄 ℡０４８‐８２９－１６５３ ] 



２０．いじめ問題等に対する総合的な取組の推進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ いじめや問題行動、自殺防止等の対策については、全国

的な問題であり、国の責任で早急に取り組むこと 

２ 先行して対策に取り組む地方自治体に対しては、国が全

額財政措置を講ずること

【背景・理由】 

・ 本市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊かな

地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行政課

題に取り組みながら、「日本一の教育都市・さいたま市」の実現に努め

ている。 

・ 現在、児童生徒のいじめや暴力行為、自殺といった、児童生徒の重大

な事件や事故が全国的に発生している状況にあり、いじめや問題行動等

への対応は喫緊の課題であり、迅速・適切に対応し、児童生徒が危機的

状況になることを未然に防ぐことが必要である。 

・ また、生徒の自殺防止のためには、教職員に対するゲートキーパー研 

修等、教職員の専門性を高める研修を実施することが極めて重要である。

・ そのため、本市では、スクールカウンセラー及びスクールカウンセラ

ースーパーバイザーを配置するとともに、特に悪質ないじめや問題行動

等に対応するため、実務経験や専門知識を有する警察ＯＢ職員や教員免

許所有職員を配置している。 

・ このような地方自治体の先行した取組に対して、国が全額財政措置を

講ずることを要望するものである。 



【参考】 

○ 専門職員の必要性 

○ 本市の取組 

※ 専門家の指導を受け、さいたま市教育委員会で作成した「児童生徒の心のサポート 緊

急対応の手引き」を平成２４年９月より試行、平成２５年１月より完全実施している。

[担当：教育委員会事務局学校教育部指導２課長 松井 聡 ℡０４８－８２９－１６６３] 

平成２５年度より新規事業 

＜いじめ・自殺防止等子どもサポート事業＞ 

＜さいたま市学校生活指導員＞ 

＜さいたま市個別サポート指導員＞

悪質ないじめ問題等に適切かつ迅速に対応し、児童生徒の健全育成を図るため、

教育委員会に非常勤職員を配置している。 

警察との具体的な対応

等の連携強化 

児童生徒が心の安定を

図りながら、相談、支

援及び指導を受けられ

る場と体制を確保

警察や裁判所など専門機関との

連携を強化するためには、実務

経験のある者、例えば警察ＯＢ

職員が必要 → ２名配置 

加害児童及び被害児童について、

別室で対応する際に、教員免許

状をもった職員が必要 

→ ５名配置 

悪質ないじめや問題行動等に対しては、警察と連携した対応や個別の指導体制が

必要。 

悪質ないじめや問題行動等に対する取組に必要なこと 

・警察との積極的な連携による対応 

・特別の指導計画に基づく別室での指導 

・心の安定を図りながら静かに学習に取り組む場 

・悪質ないじめや問題行動を発見するための巡回 



２１．義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の 

見直し 

〔総務省・財務省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 義務教育費国庫負担制度については、地方分権を一層推

進するために廃止すること。ただし、教育の機会均等と教

育水準の確保を図るという義務教育の精神を引き続き尊重

し、地方に負担を転嫁することのないように、その所要全

額について、税源移譲による財源措置を講ずること 

２ 県費負担教職員制度の見直しについては、教職員定数、

教職員配置等に関する包括的な権限移譲を前提に、その所

要全額について道府県からの税源移譲による財源措置を講

ずるとともに、今後急激に増加する退職手当所要額につい

ても財源措置を講ずること

【背景・理由】 

・ さいたま市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性

豊かな地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな

行政課題に取り組んでいる。 

・ 「義務付け・枠付け」の第４次見直しの閣議決定では、政令指定都市

に係る県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員に係る定数の決

定、学級編制基準の決定について、地方制度調査会での大都市制度見直

しの審議状況及び教育行政の在り方についての検討状況を踏まえ、関係

省庁において、関係者の理解を得て、速やかに結論を出した上で、政令

指定都市へ移譲することとされた。 

・ 地域の実態に即した義務教育を推進するためには、人事権者が安定し

た財政基盤に立って教職員給与を支給するとともに、自らの権限と判断

により学級編制、教職員定数、教職員配置等を決定する必要がある。 

・ 義務教育費国庫負担制度や県費負担教職員制度の見直しに当たっては、

教職員定数、教職員配置等に関する包括的な権限移譲を図るとともに、

地方に負担を転嫁することのないように、その所要全額について税源移

譲による財源措置を講ずるよう要望するものである。 



【参考】 

［義務教育費国庫負担制度廃止に伴う税源移譲等］ 

＜給与費負担＞ 

＜権限＞ 

[担当 ：教育委員会学校教育部教職員課長 橋本 栄 ℡０４８-８２９‐１６５０ ] 

国 

１／３ 

県 

２／３ 

指定都市 
税源移譲 

国・県 

・学級編制 

標準、基準 

・教職員定数 

・教職員配置等 

指定都市 
権限移譲 



２２．公立高等学校授業料不徴収交付制度の見直し 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

公立高等学校授業料不徴収は、国の施策として実施する

ことから、その費用について、地方に負担を転嫁すること

なく、国が全額負担すること

【背景・理由】 

・ 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支

給に関する法律」が平成２２年４月に施行されたことによって、公立高

等学校の授業料は無償となり、授業料収入相当額が国費により負担され

ることとなった。 

・ しかし、交付金の算定には減免率等を参考とした全国一律の調整率が

設けられ、これにより本市に交付される交付金は、法施行前の授業料徴

収額から減収となっている。 

・ 公立高等学校の授業料不徴収は国の施策として実施することを踏まえ、

その費用について地方に負担を転嫁することなく、全額国が負担するこ

とを要望するものである。 

【参考】 

        【従 来】         【法施行後】 

[ 担当：教育委員会学校教育部高校教育課長 尾城 一幸 ℡０４８－８２９－１６７３ ] 

さいたま市

（５．４％）

全国一律

（１１．５％）

交付金

調整率

授業料

減免等



４．環境未来都市の実現 



２３．原発事故に起因するエネルギー対策 

〔環境省・経済産業省〕 

【提案・要望事項】 

１ 再生可能エネルギー等導入の支援策の拡充 

再生可能エネルギー等導入の資金的な支援策を拡充するこ

と。 

２ 高効率ごみ発電施設整備費に係る財政措置の拡充 

 安定的なエネルギー供給に資するため、熱回収等も含めた

エネルギー回収を総合的に評価した上で、循環型社会形成推

進交付金の交付率（１／２）を引き上げる等の財政措置を拡

充すること 

３ エネルギーの安定供給と電気料金 

 中小企業活動の影響を最小限に留めるべく、エネルギーの

安定供給に最大限の努力を図ること。また、電気料金の値上

げについて、中小企業経営に対する支援措置の強化を図るこ

と 

【背景・理由】 

１ 再生可能エネルギー等導入の支援策の拡充

・ 東日本大震災では、原子力発電所における放射性物質の漏えい等の重

大な事故が発生した。この事故により、関東一帯では計画停電が実施さ

れるなど、エネルギー供給が大きく滞るかつてない事態が起こった。 

・ 現在、原子力発電所の再稼働時期は定まっておらず、電力需要が高ま

るこれからの時期に備え、本市域においても安定的なエネルギー供給が

待たれている。 

・ これらを契機に、我が国のエネルギー政策において、原子力発電への

依存度を低減し、代替エネルギーのひとつとして、再生可能エネルギー

等の更なる導入・普及を図る方針が示されている。 

・ 本市においても、エネルギー利用のあり方を転換するため、平成２４

年度に「さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン～新エネルギー

政策～」を策定し、再生可能エネルギー等の導入割合を平成２１年度の

新規 重点 



４倍以上にすること等を目標として掲げ、一層の再生可能エネルギー等

の導入・普及を目指している。 

・ しかしながら、再生可能エネルギー等の導入には、設備投資などに高

額な導入費用がかかることから、国においては、補助制度の拡充など資

金的な支援を拡充することを要望するものである。

２ 高効率ごみ発電施設整備費の交付率の引上げ

・ 原子力発電所の事故の教訓を踏まえたエネルギー対策の観点からは、

高効率ごみ発電施設等の施設を整備していくことも有効策の一つと考え

られる。 

・ 高効率ごみ発電施設については、従来の循環型社会形成推進交付金の

交付率１／２といった財政措置の拡充が既に図られているところである

が、高効率かつエネルギーを回収する施設整備については、発電だけで

なく熱回収等も含めたエネルギー回収までを総合的に評価することが重

要である。 

・ 国においては、発電からエネルギー回収までの総合的な評価に応じて、

交付金の交付率を１／２から更に引き上げる等の財政措置の拡充を要望

するものである。 

３ エネルギーの安定供給及び電気料金値上げに伴う中小企業経営への支

援措置

・ 中小企業・小規模事業者には、為替の変動や原材料高のほか、金融円 

滑化法の終了に伴い、資金繰り対応にさまざまな変化が想定されるため、

本市では、中小企業の経営改善のためのプログラムを実施して、地域一

体となった中小企業者の支援に努めている。 

・ しかしながら、原子力発電所の稼働停止以降、火力発電の燃料費が大

幅に増加したことに伴い、電力事業者は平成２４年９月に電気料金を引

き上げ、更なる値上げを検討しているとの報道もされている。 

・ 本市内にはものづくり企業も多く、エネルギーの高コスト化による電

気料金の値上げが実施されると、企業経営の悪化につながることが懸念

される。 

・ 中小企業活動への影響を最小限に留めるため、国の責任においてエネ

ルギーの安定供給に最大限の努力を図るとともに、電気料金の値上げに

伴う中小企業経営に対する支援措置を強化することを要望するものであ

る。 



【参考】 

○ 高効率ごみ発電施設整備費の交付率（１／２）拡充 

表１ 

ごみ発電を高効率で行うために必要な設備に限り交付率は１／２とされており、他の設備

については交付率が１／３とされている。 

  高効率ごみ発電施設を構成する全ての設備を一体として扱い、交付率を 

    引き上げることにより、より一層施設整備が促進される。

1/2 1/3

　受入れ供給設備
　ごみピット、ごみクレーン

　前処理破砕機など
○

　燃焼設備
　ごみ投入ホッパ、給じん装置

　焼却装置、焼却炉本体など
○

　燃焼ガス冷却設備
　ボイラ本体、ボイラ給水ポンプ

　脱気器、脱気器給水ポンプ

　蒸気復水器など
○

　排ガス処理設備
　集じん設備、有害ガス除去設備

　NOX除去設備、ダイオキシン類

　除去設備など
○

　発電設備および付属する機器 ○

　熱及び温水供給設備 ○

　押込送風機、二次送風機、空気

　予熱器、風道など高効率な燃焼

　に係る機器
○

　誘引送風機、煙道、煙突 ○

　灰出し設備 　灰ピット、飛灰処理設備など ○

　焼却残さ溶融設備
　スラグ・メタル・

　溶融飛灰処理設備

　溶融設備、スラグ・メタル・溶融

　飛灰処理設備など
○

　給水設備 　水槽、ポンプ類など ○

　排水処理設備 　水槽、ポンプ類など ○

　受変電設備、電力監視設備など

　高効率発電に係る機器
○

　その他 ○

　自動燃焼制御装置など高効率

　発電に係る機器
○

　その他 ○

　雑設備 ○

○

　電気設備

機

械
設
備

工
事

　土木建築工事仕様

　計装設備

交付率
工事区分 設備区分 代表的な機械等の名称

　余熱利用設備

　通風設備

担当１：環境局環境共生部地球温暖化対策課長 土屋 昇   ℡ ０４８－８２９－１３２４ 

担当２：環境局施設部環境施設課長      堀内 二郎 ℡ ０４８－８２９－１３３９ 

担当３：経済局経済部経済政策課長      新井 正美 ℡ ０４８－８２９－１３６０ 



２４．総合特区(次世代自動車・スマートエネルギー特区)
の支援措置の充実

〔内閣官房・経済産業省・国土交通省・環境省・警察庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 総合特区に関する規制について、速やかに特例措置を講

ずるとともに、支援措置の更なる拡充を図ること 

２ 再生可能エネルギーの導入促進、エネルギーセキュリテ

ィの確保を図ること 

３ 地域におけるスマートエネルギーの普及促進を図ること 

４ 水素エネルギーの普及に向けて、市街地における水素保

有量などの規制緩和や民間事業者への支援などを図ること 

５ ＥＶユーザーに対するインセンティブの付与、充電設備

の整備とわかりやすい表示の促進など、「Ｅ－ＫＩＺＵＮ

Ａサミットからの提言」について早期実現を図ること 

【背景・理由】 

・ 東日本大震災とこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を契

機に、原子力発電に依存してきた我が国のエネルギー政策は、その脆弱

さを露呈した。 

・ 国は、本年４月に閣議決定した「電力システムに関する改革方針」に

おいて、これまでのエネルギー政策をゼロベースで見直し、再生可能エ

ネルギーの導入等を進めるとともに、電力の安定供給の確保等に向けた

電力システム改革に、政府を挙げて取り組むとしており、大変評価でき

るものである。 

・ 本市は政府の取組に先駆け、「さいたま市エネルギー・スマート活用

ビジョン ～新エネルギー政策～」、「さいたま市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編・事務事業編）」を策定し、本市にふさわしいエネル

ギー政策の方向性を示し、環境未来都市の実現に向けた取組を全力で進

めている。 

重点 



１ 次世代自動車・スマートエネルギー特区 ～特例制度の仕組みづくりと

支援措置の充実～ 

・ 本市が平成２３年１２月に国の指定を受けた「次世代自動車・スマー

トエネルギー特区」は、低炭素型社会の構築のみならず、災害にも強い

「エネルギーグリッド」の構築を目指すなど、政府の取組にも深く寄与

するものであり、国と地方が一丸となって、エネルギー政策を進めてい

くためにも、速やかな特例措置と支援措置の更なる拡充を図ることを要

望するものである。 

要望事項 

・ 中小企業による充電設備の設置促進を図るための支援の拡充 

・ 常用業務用蓄電池、停電対応型常用業務用発電機・燃料電池、業務

用スマートメーター、業務用施設の太陽光発電設備の設置に対する支

援の拡充 

・ ＥＶ用充電設備設置に係る固定資産税の減免措置の復活 

２ 再生可能エネルギーの導入促進、エネルギーセキュリティの確保 

・ 本市では、避難所である市立学校１５２校に太陽光発電設備と蓄電池

を設置し、災害時の避難所運営に必要な最低限の電源の確保、市有地を

活用したメガソーラーの設置誘致、「次世代自動車・スマートエネルギ

ー特区」の推進、全国の自治体に先駆けた家庭用蓄電池の補助、太陽光

発電やコージェネレーションなど省エネに効果がある機器への補助など、

さまざまな事業を展開し、エネルギーセキュリティの確保、再生可能エ

ネルギーの導入促進の実現を進めている。

・ エネルギーセキュリティの確保、地球温暖化対策、エネルギー源の多

様化などの実現には、より一層、再生可能エネルギーの導入を加速し、

主要な電源の一つとするため、コストの高さ、供給の不安定さ、インフ

ラの未整備、規制による障壁といった、経済的・制度的課題の解決に必

要な技術革新や規制改革、財政支援等を国が積極的に進めていくことが

必要である。 

提案・要望事項 

・ 電力会社と連携した系統インフラの強化 

・ 市場で積極的に国産太陽光パネル等の製品が採用される仕組みづく

り 

・ 定置型蓄電池の安全性規格の早期制定 



・ 系統連携など、再エネ利活用に必要な機器等の技術基準及び認証制

度の早期制定 

・ 分散型電源を含む、電力供給の脆弱性を補う機器からの逆潮流を含

む電気を買取る制度への見直し 

・ 停電時における蓄電池やコージェネレーションシステムの自立運転

への自動切替基準の早期整備 

・ 国民負担や産業競争力に配慮しつつ、地代や系統接続費用などの地

域の実態に則した調達価格の見直し 

３ 地域におけるスマートエネルギーの普及促進 

・ 一般家庭や地域に太陽光発電、蓄電池、燃料電池などが普及し、国民

一人ひとりが、一電力消費者から、自立分散型発電所といった「スマー

トエネルギーの担い手」となるため、地域のコミュニティにおいて創ら

れたエネルギーを地域で共有できるモデルづくりをすることやエネルギ

ーマネジメントサービスを新たなビジネスモデルとすることなど、地域

におけるスマートエネルギーの普及促進を図ることが必要である。

要望事項 

・ 電力会社等と連携して、自営線を用いずに電気の融通を可能とする

仕組みの構築や必要な系統インフラの強化等を進めること 

・ ダイナミックプライシング（時価制）や低圧需要家向けアグリゲー

タなどの新しいサービスについて、次世代エネルギー・社会システム

実証地域以外とも連携してモデルの構築を進めること 

４ 水素エネルギーの普及支援 

・ エネルギー源の乏しい我が国において、製造方法が多様でクリーンな

エネルギーである「水素」の活用は、エネルギーの安定供給、災害時の

リスク回避などの面からも、次世代エネルギーの一つと位置付け、早期

に活用することが必要である。 

・ 国も水素ステーションを２０１５年度までに、首都圏の４０か所に整

備し、２０１５年度には燃料電池自動車を市場に導入することを国策と

して進めているが、建築基準法、高圧ガス保安法などの規制が水素ステ

ーション導入の障壁となっている。 

・ 国は、「新しい技術」に沿った規制に改正し、地方自治体と企業が進

めている「国益につながる事業」の支援に努めるべきである。 



要望事項 

・ 市街地における水素保有量の規制緩和、給油取扱所の規制合理化、

ＣＮＧスタンドとの併設における設備間距離規制の緩和 

・ 福島第一原発事故に起因して国民に広がる、水素に対する不安感の

払拭、国民に対する燃料電池自動車の普及促進に向けた積極的なＰＲ 

・ 水素ステーション整備の初期段階における、エネルギーインフラ事

業者の設置及び運営に係る負担軽減策の拡充 

５ Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Project 

・ 本市では、地球温暖化問題における運輸部門対策として、電気自動車

（ＥＶ）の普及が最も有効な手段の１つと考え、平成２１年度からＥＶ

の普及を推進するためのプロジェクトである「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Project

」を推進し、メーカー各社との「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Project協定」、官

民連携によるＥＶ生活向上実証事業などさまざまな取組を進めている。 

・ 平成２２年度からは、本市の主導により２２の自治体首脳、１２の企

業首脳が参加する「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミット」を立ち上げ、これまで

に３回開催し、各首脳による意見・情報交換やサミット宣言の採択を行

っている。 

・ サミットでは、参加自治体首脳の総意により、国に対し提言を２回行

っているが、多くは進んでいない状況にあり、国が掲げる目標を実現さ

せるためにも、この提言内容や本市の要望事項について、国を挙げた取

組として早期に実現することを要望するものである。

「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミットからの提言」 

平成22年４月26日 「第１回Ｅ－ＫＩＺＵＮＡフォーラムｉｎさいたま」参加首脳 



■電気モーター・電池式移動手段に対する、専用ナンバーを用いた誰からもわか

りやすい制度体系の創設 

・ 電気モーター（電動機）で駆動する移動手段を新たなカテゴリーに分類、

専用ナンバーを創設し、誰からも税制、車両検査、交通法規等の適用がわか

りやすい仕組みの構築 

■ ＥＶに関する調査・研究、実証実験等の知見の集積と提供 

・ ＥＶやＥＶに関連する技術情報、知見等について国で一元的に収集し、国

の知的財産として国内企業に無償提供するシステムの構築 

■ 充電設備の整備とわかりやすい表示の促進 

・ 国が所管する自動車専用道路への急速充電器の整備や急速充電器の「ＣＨ

ＡdeＭＯ（チャデモ）規格」の国際的な共通化に向けた取組の支援、また、

ドライバーに認識しやすい案内表示の設置促進 

■ ＥＶユーザーに対するインセンティブの付与 

・ 高速道路など、自動車専用道路における通行料金の時限的減免や、サービ

スエリア・パーキングエリア等の休憩施設における「充電可能なＥＶ専用駐

車枠」の確保など 

■ バス・タクシーなど公共交通へのＥＶ導入促進 

・ バスやタクシーなどの公共交通は、環境負荷低減効果も大きいことから、

公共交通事業者への継続的・積極的な導入支援 

【参考】 

[担当：環境局環境共生部環境未来都市推進課長 土屋 愛自 ℡０４８－８２９－１４５５] 

↑あいちＥＶ・ＰＨＶ

普及ネットワーク
さいたま市から自治体や企業と連携して進める「充

電セーフティネット」の表示（今後、充電能力表示

を追加予定）

← 東京電力株式会社「ＣＨＡＲＧＩＮＧ ＰＯＩＮＴ」



２５．見沼田圃の保全と活用に向けた支援 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

緑地・治水・景観等の多面的な機能を有する農地の保全と

活用を目的とする現行制度の拡充や、新たな制度の創設をす

ること

【背景・理由】 

・ さいたま市の中央部に広がる見沼田圃は、約１，２６０ｈａと市域の

約５％を占め、農地、斜面林、河川等が一体となって醸し出す良好な田

園風景を残した首都圏に数少ない大規模緑地空間であり、水とみどりの

ネットワークを形成している。 

・ また、「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」の実現に向

けた事業手法検討モデル地域として選定され、平成２４年の広域的な水

と緑のエコロジカル・ネットワークの評価結果では、緑地・農地の保全

を強化するエリア及びネットワークを創出することが考えられるルート 

の多くが集中するなど、首都圏においても重要な緑地空間となっている。

・ 一方、見沼田圃の大半を占める農地の荒地化が進行し、平成１９年度 

現在で平成９年よりも約９ｈａ増加して８３．５ｈａとなり、緑地機能、

治水機能や田園景観が失われつつある。 

・ こうした状況の中、本市では、平成１９年度には「緑の基本計画」を

改訂、平成２２年度に「さいたま市見沼田圃基本計画」を策定し、魅力

ある田園空間としての再生、地域の活性化につなげるための方針を定め

たところであるが、農地としての復元が困難である荒地の解消策とし

て、湿地や草地などとして管理する策の実現が課題となっている。 

・ そこで、緑地・治水・景観等の多面的な機能を有するとともに、地球

温暖化・ヒートアイランド抑制や災害リスクの低減といった機能を併せ

持つ農地について、農家に対する行為制限による保全のみならず、土地

利用の誘導と公有地化などにより担保性のある緑地として維持・再生・

創出ができるよう、現行の特別緑地保全地区制度や首都圏近郊緑地保全

制度の拡充、新たな制度の創設を要望するものである。 

重点 



【参考】 

○見沼田圃の現状 

見沼田圃の原風景を残す、農地、斜面林、河川等が一体となった代表的な地区である

「加田屋西地区（加田屋新田）」においても、荒地は増加傾向にある。 

平成９年には見られなかった荒地が、平成１９年度には、１．７ha へと区域面積１４．

５７haの内１２％を占めるまでとなっている。 

[担当：都市局都市計画部みどり推進課 

見沼田圃政策推進室長 金子 正史 ℡０４８－８２９－１４１２] 

表示 内容 

 田 

 畑 

表示 内容 

 田 

 畑 

 荒地 

凡例

       ：畑作転換などにより乾燥化が進行した農地

       ：荒地化が進行した農地



２６．循環型社会の構築に向けて 

〔経済産業省・環境省〕 

【提案・要望事項】 

１ 循環型社会の構築推進 

 家電リサイクルの円滑な推進を図るため、製造業者等

による自主回収ルートの確立、リサイクル料金の前払い

方式への変更、指定品目の拡大等、円滑なリサイクルル

ートの構築を目指した法整備を行うこと 

 適正処理困難物の製造業者責任を明確にし、事業者に

よる引取り及び処理について法的な義務付けを行うこと 

２ 長寿命化対策としての施設整備に関する補助の拡充 

  施設改良によりＣＯ２排出量を３％以上削減することが

  困難な事例においても基幹的施設整備に関する財政措置を

  拡充すること 

３ 旧廃棄物処理施設の解体工事への補助の拡充 

跡地への廃棄物処理施設の整備を伴わない旧廃棄物焼却

施設の解体工事を循環型社会形成推進交付金の交付対象と

すること 

４ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物の確実な処理を推進するため、拠点的ＰＣ

Ｂ廃棄物処理施設の処理体制を強化するとともに、大量に

存在する微量ＰＣＢ汚染電気機器に係る処理体制の整備を

更に進めること 

【背景・理由】 

１ 循環型社会の構築推進 

・ 循環型社会の構築に向け、「循環型社会形成推進基本法」、「資源有

 効利用促進法」、「容器包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」な

 どが施行されているが、いまだ地方自治体と事業者の適正な責任分担が

 明確にされておらず、多くの課題が残されている。



・ 「家電リサイクル法」については、指定引取場所の共有化やリサイク

 ル料金の値下げなど、一定の改善が図られたものの、不法投棄された指

 定品目の回収及び処理ルートが確立されていないため、全て地方自治体

 の負担で回収・処理されている。

・ また、自治体所有の一般廃棄物処理施設では処理できないスプリング

入りマットレスやタイヤなどの適正処理困難物も、製造業者による回収

 ・処理ルートが確立していないため、全て地方自治体の負担で回収・処

理されている。

・ 「循環型社会形成推進基本法」は、国、地方自治体、事業者、国民の

適正な役割分担及び公平な費用負担を求めており、３Ｒ（リデュース・

リユース・リサイクル）の更なる推進のため、拡大生産者責任に基づい

た事業者による応分の負担を明確にした法体系に改正する見直しを要望

するものである。

２ 長寿命化対策としての施設整備に関する補助の拡充 

・ 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業に対する循環型社会形成推進交

 付金については、施設の稼働に伴うＣＯ２排出量が３％以上削減される

 場合に交付率１／３、２０％以上削減される場合に交付率１／２とされ

 ている。 

・ 基幹的設備改良事業による施設の長寿命化を促進するため、ＣＯ２排

出量の削減量に関わらず、基幹的施設整備に関する財政措置の拡充を要

望するものである。

３ 旧廃棄物処理施設解体工事への補助の拡充 

・ さいたま市では現在建設している「新クリーンセンター」竣工後、既

存の４施設の廃止を予定している。高効率ごみ発電設備を有する新規施

設を稼働させ、旧廃棄物処理施設を廃止することで、循環型社会の形成

を促進していく予定である。 

・ しかし、ダイオキシン類の存在が考えられる旧廃棄物処理施設につい 

 ては、解体後の跡地への廃棄物処理施設の整備計画が伴わないことから、

 循環型社会形成推進交付金の対象外となっている。 

・ ダイオキシン対策を講じながら行う解体工事にかかる費用は多額であ

 り、自治体の財政負担は大変大きいものとなる。ダイオキシン類の残存 

 する施設を速やかに解体撤去し、循環型社会の形成を促進していくため、

 跡地の利用方法に関わらず当該交付金の交付対象とするよう要望するも

のである。 



４ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

・ ＰＣＢ廃棄物の処理の進捗が遅れていたため、平成２４年１２月の

ＰＣＢ特別措置法施行令の改正により、ＰＣＢ廃棄物の処理期限が平成

３９年３月まで延長された。 

・ 新たな処理期限までに確実にＰＣＢ廃棄物の処理を完了させるために

は、拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設の稼働率の向上、設備の増強等により

処理体制を強化する必要がある。 

・ また、ＰＣＢ特別措置法施行後に大量に存在することが判明した微量

ＰＣＢ汚染電気機器に係る処理体制の整備を更に進めることを要望する

ものである。 

【参考】 

１ 循環型社会の構築推進 

  ○適正処理困難物の指定 

・ 現在、適正処理困難物に指定されている品目は以下のとおり。 

①廃ゴムタイヤ（自動車用）   ③廃電気冷蔵庫（２５０リットル以上） 

②廃テレビ受像機（２５型以上）  ④廃スプリングマットレス 

  ○特定家庭用機器への追加 

   ・ 処理が困難な機械器具等を特定家庭用機器として追加するよう国に求め

ていることに対しては、国は現行の対象品目の要件を満たす機械器具に関

しては、求められる再商品化率と必要となる費用に留意しながら臨時検討

を行いたいと回答している。 

【本市の適正処理困難物収集個数の推移】 

【本市の家電不法投棄収集個数の推移】 
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２ 長寿命化対策としての施設整備に関する補助の拡充 

・ 廃棄物焼却施設は構成する設備や機器類が非常に高温、多湿、腐食性ガスなど

にさらされ、摩耗しやすい状況にあるため、一般の施設に比べて性能低下や摩耗

の進行が速く、施設が廃止するまでの耐用年数はおおむね２０年から２５年前後

とされている。 

・ 一方、長寿命化を行う場合、おおむね１５年から２０年経過した頃に基幹的設備

を更新することにより、施設を３５年前後まで延命化できるとされている。 
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廃棄物処理施設の更新には多大な財政負担が伴うことから、長寿命化を図りライ

フサイクルコストを低減することを通じ、効率的な更新整備や保全管理を充実す

るストックマネジメントの導入が必要である。 



３ 旧廃棄物処理施設解体工事の交付金について 

・ 平成２３年度に策定した第３次一般廃棄物処理基本計画に基づき、さいたま市

 では現行の３ブロック５施設体制から４ブロック３施設体制への整備事業を推進

する。 

  【施設停止状況】 

   ・クリーンセンター大崎第一工場：廃止予定  平成２７年３月３１日 

   ・岩槻環境センター焼却施設  ：廃止予定  平成２７年３月３１日 

   ・西部環境センター      ：廃止予定  平成３２年３月３１日 

   ・東部環境センター      ：廃止予定  平成３２年３月３１日 

【施設廃止に伴う問題点】 

施設の機器内はもとより、敷地内の土壌からもダイオキシン類の汚染状態が発覚する

など、汚染土壌対策工事を行う事例が増えており、自治体の財政負担は大変大きいも

のとなっている。

廃止 廃止 廃止 

廃止 



４ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

  ○ ＰＣＢ廃棄物の届出・保管状況 

○ ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数    

区 分 届出件数 

既 存 届 出 事 業 所 ４５６

新 規 届 出 事 業 所 １９

合  計 ４７５

○ ＰＣＢ廃棄物種類別保管状況

○ ＰＣＢ廃棄物の届出状況推移 
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Ｈ２３年度ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数  ４７５件

種 類 数 量 (個) 

トランス ２７９

コンデンサ ６，７４６

安定器 ３５，５７８



【ＰＣＢ廃棄物の適正な処理に関する課題と要望】

事業者 国 

保管等の届出（第8条関係）

毎年度、都道府県知事へ保管量
等を届け出なければならない。 

反映 

期間内の処分（第10条関係）

政令で定める期間（平成３９年３月ま

で）に処分するか又は処分を委託しな

ければならない。 

■課題 

・ＰＣＢ廃棄物の処理の遅れ 

・低濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理体制が 

不十分

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画及び処

理計画の策定（第 6 条、第 7 条関

係） 

環境大臣はＰＣＢ廃棄物処理基

本計画を策定。 

都道府県、政令市は国の基本計

画に即してＰＣＢ廃棄物処理計

画を策定。 

■要望事項 

・ＰＣＢ廃棄物の処理体制の強化 

・低濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理体

制の充実

確 実 な 処 分 

日本環境安全事業株式会社（JESCO）

は国が定める PCB 処理基本計画に従

い、処理事業基本計画を定める。 

低濃度PCB廃棄物の無害化処理 

P C B 廃 棄 物 の 確 実 か つ 適 正 な 処 理 の 確 保 

担当１ 環境局資源循環推進部資源循環政策課長  澤田 伸生  ℡０４８－８２９－１３３３ 

  ２ 環境局施設部環境施設課長        堀内 二郎  ℡０４８－８２９－１３３９ 

  ３ 環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課長 武井 誠  ℡０４８－８２９－１６０５ 



５．健幸都市づくり 



２７．待機児童解消に向けた取組支援 

〔厚生労働省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 保育所の待機児童の解消に向け、「待機児童解消加速化

プラン」を実施しようとする地方自治体が活用できる十分

な財源を確保すること 

２ 放課後児童クラブの対象が全児童に拡大することに伴い、

施設整備費及び運営費に対する補助を拡充すること 

【背景・理由】 

１ 保育所の待機児童の解消 

・ 本市における平成２５年４月１日時点での保育所待機児童数は１１７

名と依然解消に至っていない状況であり、待機児童の解消が喫緊の課題

となっている。 

・ しかしながら、自治体独自に進める解消策では、認可保育所の施設整

備、地方単独施策による保育施設への運営助成など莫大な予算規模とな

り、財政を圧迫している。 

・ 今般、国が示した「待機児童解消加速化プラン」は、時宜にかなった

ものであり、取組自治体における待機児童解消策はもとより、平成２７

年４月からの新制度の実施に向けての必要不可欠な取組となっている。 

・ 保育所の待機児童解消策には、本市の財政負担の増大が予想されるた

め、国においては、十分な財源を確保することを要望するものである。 

２ 放課後児童クラブの待機児童の解消 

・ 平成２５年４月１日現在、市内には公設クラブ７４か所、民設クラブ

１０８か所が整備され、約７，７００人の児童が入室しているが、待機

児童数（公設クラブの入室待ち児童数）は、４２８人となっており、前

年同時期に比べ７１人の増加となり、深刻な状況となっている。 

・ 平成２４年８月に「子ども・子育て関連３法」が公布されたことに伴

い児童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業の対象が「おおむね

１０歳未満の児童」から「全小学生」に改められたことから、平成２７

年４月予定の本格施行後は、本市においても、待機児童の拡大が懸念さ

新規 重点 



れる。 

・ 本市の民設クラブは、現在も６年生までの受入れを行っており、待機

児童の受け皿となっているが、十分とはいえず、さらに、民設クラブの

ない学区には、早急に整備を進めなければならない。しかしながら、現

在の民設クラブの経営状態では、新規開設や規模拡大が難しい状況とな

っている。 

・ 平成２３年度に策定した「さいたま市の放課後児童クラブのあり方」

において、民設クラブの支援強化を掲げ、平成２４年度から、委託料や

家賃補助の拡充を行った。 

・ また、子どもの安全な保育に最も適した余裕教室等の公共施設を活用

した放課後児童クラブの整備を促進することとしている。 

・ こうした状況の中、待機児童解消に向けた更なる放課後児童クラブ整

備促進のための財源確保に当たっては、本市の財政負担の増大が予想さ

れるため、国において施設整備及び運営費に対する補助の拡充を行うこ

とを要望するものである。 

【参考】 

○ 放課後児童クラブの入室児童数・待機児童数の推移（各年度４月１日現在） 
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○ 施設数・待機児童数の推移（各年度４月１日現在） 

○ 委託金・家賃補助の拡充（平成２４年４月１日実施）

○ 放課後児童クラブの設置場所 
           （平成２５年４月１日現在） 

開設場所 公設 民設 合計 

余裕教室 ２６ ３ ２９

学校敷地内専用施設 １５ １６ ３１

市有地専用施設 １８ ３ ２１

児童センター内 １２ １ １３

保育所・障害者施設併設 ３ ０ ３

民間賃貸借物件 ０ ８５ ８５

合 計 ７４ １０８ １８２
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担当：子ども未来局保育部幼児政策課長     臼倉 秀樹 ℡０４８－８２９－１８８７ 

担当：子ども未来局子ども育成部青少年育成課長 作田 克江 ℡０４８－８２９－１７１３ 



２８．子ども・子育て支援新制度の円滑な実施 

〔内閣府・厚生労働省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 子ども・子育て支援新制度の円滑な実施のため、準備経

費・事務的経費を含む必要な財源を確保すること 

２ 母親が産後８週間の期間内に、父親が育児休業を取得す

ることを促進するため、当該期間中の父親の育児休業給付

金給付率を現行の５０％から１００％に大幅に引き上げ、

その財源を国の負担とすること 

３ 育児休業制度の普及等と、子を持つ女性の雇用と育児の

両立支援を促進するため、これに取り組む事業者が、児童

手当拠出金を減額されるなどの恩恵を受けられる仕組みと

すること

【背景・理由】 

１ 子ども・子育て支援新制度の円滑な実施 

・ 本市は、「さいたま子ども・青少年希望（ゆめ）プラン」（次世代育

成支援対策後期行動計画）に基づき、保育所や放課後児童クラブの待機

児童解消に向けた施設整備、社会的養護が必要な子どもの支援体制の充

実など、さまざまな子育て支援策を展開し、子ども・青少年の幸せと命

の尊さを第一に考える地域社会の実現を目指している。 

・ 平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、認定こども園制

度の改善や、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（施設 

型給付）及び小規模保育等への給付（地域型保育給付）の創設等を行い、

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確

保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指すこととされている。 

・ 子ども・子育て支援新制度の実施に当たっては、国と地方との協議の

もと制度設計を早急に行い、地域でのサービス需要を満たすための体制

を計画的に整備する必要があり、新制度の実施主体である市町村が円滑

に対応できるように、準備経費・事務的経費を含む必要な財源を国の責

任において全額確保することを要望するものである。 



２ 父親の育児休業給付金給付率の引上げ 

・ 男性の育児休業取得率については、「子ども・子育てビジョン」（平

成２２年１月２９日閣議決定）で、平成２９年までに取得率を１０％と

する目標設定がされている。

・ 一方で、厚生労働省が発表した平成２３年度の男性の育児休業取得率

は２．６３％と、前年と比べて１．２５ポイント上昇したものの、依然

として低い状況にある。

・ 男性の育児参加を促進していくことは、少子化対策の重要な施策であ

るが、多くの家庭においては、父親の収入を主な生活資金としており、

現行の給付金制度では、父親の育児休業取得により収入が減り生活基盤

を失うことが、取得を妨げる要因となっている。 

・ そこで、子ども・子育て支援新制度において将来の検討課題とされて

いる「出産・育児に係る休業に伴う給付（仮称）」は、父親の育児休業

取得を促進するため、母親が最も助けを必要とする産後８週間の期間内

について、育児休業給付金給付率を現行の５０％から１００％とする大

幅な引上げを行うとともに、その負担を事業者へ負わせるのではなく、

国がその財源を負担することを要望するものである。 

３ 事業者が恩恵を受けられる仕組み 

・ 育児休業制度の普及と、子を持つ女性の雇用と育児の両立支援は、新

制度の財政負担の軽減に貢献することから、これらに取り組む事業者が

厚生年金と一体で徴収される児童手当拠出金を減額されるなどの恩恵を

受けられる仕組みとすることを要望するものである。 



【参考】

○ 子ども・子育て支援新制度 

出展：「子ども・子育て関連３法」説明会資料（平成２４年９月）



○ 育児休業給付金給付率の引上げ 

出展：厚生労働省「平成２３年度雇用均等基本調査」 

育児休業を利用できたのに取得しなかった理由 

「家計が苦しくなる」２９％ ⇒ 育児給付金給付率の引上げ

※ニッセイ基礎研究所 

「男性の育児休業取得に関する研究会報告書」（平成１５年） 

育児休業取得率の推移
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[担当：子ども未来局子ども育成部 

子育て企画課長 井上 日出男 ℡０４８－８２９－１９０９] 

現状と課題 

男性の家事・育児分担の増加が必要 

父親の育児休暇取得率向上 

対策と効果 
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２９．困難を有する子ども・若者に対する支援 

〔内閣府・厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 社会的養護体制の質・量の拡充に国が積極的に取り組み、

地方の先行した取組に対し、財政支援を講ずること 

２ 困難を有する子ども・若者の総合的な自立支援施策を展

開する施設（居場所）整備について、国の支援を強化する

こと 

３ 児童養護施設などを小規模で家庭的な養育環境へ転換す

るため、施設整備費について補助限度額や交付基礎点数の

更なる引上げなど財政措置を拡充すること 

４ 児童相談所の拡充、一時保護所における混合処遇の改善

に向け、財政措置を拡充すること。特に小規模化するため

の施設整備費については、早急に財政措置を講ずること

【背景・理由】 

・ 児童虐待などによる社会的養護を必要とする児童の増加、子ども・若

者を巡る環境の悪化によるニート、ひきこもり、不登校の増加など、子

ども・若者を取りまく問題はますます深刻な状況となっている。 

・ 本市の児童相談所が平成２３年度に児童虐待相談として対応した件数

は、約９００件で過去最多の件数となっており、内閣府が平成２２年度

に実施した若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態調査）に

よると、１５歳から３９歳までの、本市内のひきこもり状態にある子ど

も・若者の推計は約７，０００人、若年無業者が約８，２００人と推計

されている。 

・ 本市では、このような社会的課題の解決に向けた取組として、児童相

談所や保健所の職員を増員するとともに、平成２９年度の開設に向けて

（仮称）さいたま市子ども総合センターの整備を進めている。 

・ また、社会的養護を必要とする児童に対して、一時保護所の定数増や

小規模化（ユニット化）の計画を行う。また、困難を有する子ども・若

者の支援ネットワークを構築し、日常生活支援、社会生活支援等の総合



支援プログラムを提供・支援する居場所の整備を行うなど、さまざまな

施策に取り組んでいる。 

・ このような地方の取組に対し、国は、児童養護施設などをできる限り

小規模で家庭的な養育環境に転換すること等を推進しているものの、次

世代育成支援対策施設整備交付金の補助率は、総事業費の１／２が上限

であり、交付金の基礎点数の単価が依然として低い。 

・ このため、施設設置者の財政負担が大きく、小規模化に向けた施設整

備が困難となっている。さらに、一時保護所のユニット化については、

そもそも補助対象とされていないなど、社会的養護を必要とする児童へ

のケア強化に対する支援が不十分である。 

・ 国は、困難を有する子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができ

るよう、地方がその実情にあわせて既に実施している事業について、積

極的に支援することを要望するものである。 



【参考】 

１ 困難を有する子ども・若者の現状（平成２２年度） 

項  目 全   国 さいたま市 

ひきこもり ６９６，０００人 ７，０００人（推計） 

若年無業者 ８１７，８００人 ８，２００人（推計） 

２ 児童相談所における児童虐待相談受付の推移

※平成２２年度の全国の件数は、東日本大震災の影響により、被災地３自治体を含んでいない 

３ 困難を有する子ども・若者に対する支援のイメージ 

担当１：子ども未来局子ども育成部青少年育成課長  作田 克江 ℡０４８－８２９－１７１６ 

担当２：子ども未来局子ども育成部子育て支援課長 利根川 和弘 ℡０４８－８２９－１２６８ 

担当３：子ども未来局子ども育成部児童相談所長   菅野 博  ℡０４８－８４０－６１０７ 



３０．予防接種制度の見直し 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 水痘、おたふくかぜ、B型肝炎、成人用肺炎球菌の４ワ

クチンを早期に定期接種化すること 

２ 妊娠を予定している女性等を対象とした風しんの予防接

種を予防接種法に基づく予防接種として実施すること 

３ 予防接種法に基づき実施する、水痘等の４ワクチン並び

に妊娠を予定している女性等を対象とした風しんの予防接

種については、国の責任において、必要な財源を確保する

こと 

【背景・理由】 

１ ４ワクチンの定期接種化 

・ 平成２４年５月２３日に厚生労働省の厚生科学審議会感染症分科会予

防接種部会から子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘（水ぼうそ

う）、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、成人用肺炎球菌の７つのワクチンにつ

いて、新たに定期接種の対象とすべきという提言が出された。 

・ このうち、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌については、平成２５

年４月１日に予防接種法の一部が改正され、定期の予防接種の対象とな

ったことは、これまでも本市が要望してきていることであり、国民にと

っても非常に有益であることから評価するものである。 

・ 今回の予防接種法改正に当たって、「水痘（水ぼうそう）等の４つの

ワクチンについて平成２５年度末までに、定期接種化の結論を得るよう

努めること」とする附帯決議がなされていることを踏まえ、水痘（水ぼ

うそう）、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、成人用肺炎球菌の４つのワクチン

についても定期接種の対象とすることを要望するものである。 

２ 風しんの予防接種 

・ 今般、全国的に患者報告数が増大している風しんは、予防接種の機会

がなかった２０～４０歳台の男性を中心に流行が拡がっており、妊婦へ

重点 



の感染及び先天性風しん症候群の発生が懸念されている。 

・ そこで、妊娠を予定している女性等を対象とした風しんの予防接種を、

予防接種法に基づく予防接種として実施することを要望するものである。

３ ４ワクチン及び風しんの予防接種に係る財源確保 

・ なお、４つのワクチンの定期接種化及び妊娠を予定している女性等を

対象とした風しんの予防接種の実施に当たっては、地方に負担を転嫁す

ることなく、既に一般財源化された他の定期接種と同様に、国において

必要な財源を確保することを要望するものである。 

【参考】 

○現行制度（平成２５年度）における市費負担 

○４ワクチン及び風しんが法定化された場合の市費負担（試算） 

予防接種法に基づく定期接種 
予防接種法に基づかない 

任意接種 

◎水痘（水ぼうそう）

◎流行性耳下腺炎

（おたふくかぜ）

◎B型肝炎
◎成人用肺炎球菌

◎風しん（成人）

自己負担無料 全額自己負担 

市費負担 

３５億円    （H２５予算額） 
平成２５年度から子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の
補助金廃止に伴い、一般財源ベースで６億円の増 

約６５億円の財政負担 
※対象者、回数等の条件により増減する。 

特定財源が無く、４ワクチン及び風しんが法定化 

市費負担が約３０億円増額 

※対象者、回数等の条件により増減する。 

[担当：保健福祉局保健所疾病予防対策課長 嘉悦 明彦 ℡０４８－８４０－２２１９] 

◎ＢＣＧ  ◎ポリオ  ◎３種混合  ◎４種混合

◎麻しん・風しん    ◎日本脳炎

◎高齢者インフルエンザ ◎子宮頸がん予防

◎ヒブ         ◎小児用肺炎球菌



３１．埼玉社会保険病院、社会保険大宮総合病院の運営及 

び耐震化の促進 
〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 埼玉社会保険病院及び社会保険大宮総合病院については、

本市の中核病院として地域医療に欠かすことのできない医

療機関であり、独立行政法人地域医療機能推進機構におい

て引き続き公的病院として着実に運営すること 

２ 社会保険大宮総合病院については、耐震整備に速やかに

着手できるようにすること

【背景・理由】 

・ 平成２３年６月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整

理機構法の一部を改正する法律」により、社会保険病院は、平成２６年

４月１日から独立行政法人地域医療機能推進機構が原則として運営する

ことになったところである。 

・ 平成２３年７月及び１２月、平成２４年６月にも要望しているが、い

まだ本市所在の社会保険病院の今後の運営方針が明確になっておらず、

社会保険大宮総合病院の耐震整備については、着手されていない。 

・ 埼玉社会保険病院及び社会保険大宮総合病院については、救急告示病

院として本市の地域医療に欠かすことのできない医療機関であるため、

引き続き公的病院として独立行政法人地域医療機能推進機構において着

実に運営されるよう改めて強く要望するものである。 

・ なお、本市内に所在するさいたま赤十字病院や、隣接する医療圏に所

在する志木市立市民病院における常勤小児科医の退職等、埼玉県内の小

児医療は危機的な状況にあり、本市の小児初期救急医療の拠点となって

いる社会保険大宮総合病院の安定的な運営は、地域の小児医療の確保の

ために不可欠である。 

・ また、社会保険大宮総合病院については、昭和２７年築（昭和４９年

改修）と老朽化が著しく、耐震改修促進法の期限である平成２７年度末

に向けて、耐震化も喫緊の課題となっており、国においては、速やかに

耐震整備が進むよう、特段の配慮を要望するものである。

重点 



【参考】 

【さいたま市の中核病院】 

医療 

機関名

さいたま 

市立病院 

さいたま市民

医療センター 

自治医科大学附

属さいたま医療

センター 

埼玉社会保険

病院 

社会保険大宮

総合病院 

さいたま 

赤十字病院 

病床数 ５６７床 ３４０床 ６０８床 ４３９床 １６３床 ６０５床 

特色 

・地域周産期母

子医療センター 

・病院群輪番制

参加病院 

・地域がん診療

連携拠点病院

（国） 

・災害拠点病院

・小児科二次救

急医療実施病院 

・地域医療支援

病院 

・病院群輪番制

参加病院 

・小児科二次救

急医療実施病院 

・地域周産期母

子医療センター 

・病院群輪番制

参加病院 

・災害拠点病院

・小児科二次救

急医療実施病院 

・病院群輪番制

参加病院 

・埼玉県がん診

療指定病院 

・初期救急（休

日急患診療）実

施病院 

・小児科初期救

急医療実施病院 

・病院群輪番制

参加病院 

・三次救急医療

実施病院 

・地域周産期母

子医療センター 

・地域がん診療

連携拠点病院

（国） 

・小児科二次救

急医療実施病院 

・災害拠点病院

【さいたま市の中核病院】

社会保険大宮総合病院 

埼玉社会保険病院 

[担当：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９５] 



３２．基準病床数制度の見直し 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 医療計画策定後において、病床過剰とされた医療圏にあ

っても急激な人口の増加だけでなく、将来的な人口動態等

を踏まえ、都道府県が必要と認める基準病床数を設定でき

るよう、全国一律の算定方式を見直すこと 

２ 病床過剰とされた医療圏で救急、周産期、小児等の政策

医療に必要な病床が不足している場合、都道府県が必要と

認める病床を増床する際、厚生労働大臣への協議を廃止す

ること 

【背景・理由】 

１ 基準病床数の算定方式の見直し 

・ 病院・診療所の病床数は、都道府県が医療法に基づく医療計画におい

て医療圏域で必要とされる「基準病床数」を全国統一の算定式により算

定しており、既存病床数が「基準病床数」を超える地域（病床過剰地

域）では、増床を許可しないこととされている。 

・ 今後、急速な高齢化が見込まれる本市にあっては、高齢者人口の急増

に伴う病床不足が予想され、需要に応じた病床数を設定できるよう、全

国一律の算定方式を見直すことを要望するものである。 

２ 厚生労働大臣への協議の廃止 

・ 病床過剰とされる医療圏においては、救急、周産期、小児等の政策医

療に必要な病床が不足している場合にあっても、増床には都道府県と厚

生労働大臣との協議が必要である。 

・ 住民の医療ニーズに対するきめ細かな対応をするために、都道府県が

必要と認める病床を増床する際、厚生労働大臣への協議を廃止すること

を要望するものである。 

重点 



【参考】 

○ さいたま市地区における病院の状況

病院数 39病院 

うち 救急告示病院数 21病院 

うち 災害拠点病院数 3病院 

うち がん診療連携拠点病院数 2病院 

※各病院数は、平成25年6月1日現在 

○ さいたま市における高齢者(６５歳以上)人口の推計 

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」（平成20年12月推計） 

「４．市区町村別男女５歳階級別データ」より作成 

○ 医師数（指定都市比較） 

医療施設に従事する医師数（人）/人口10万人 

平成16年 

（2004） 

18 

（'06） 

20 

（'08） 

22 

（'10） 

東京都区部 307.7 310.5 323.3 333.2 

札幌市 273.8 276.5 290.9 297.1 

仙台市 282.6 287.7 301.4 305.1 

さいたま市 137.3 145.2 152.5 160.7 

千葉市 230.3 230.1 237.0 243.8 

横浜市 167.6 170.6 183.1 196.4 

川崎市 181.9 182.9 191.0 192.9 

相模原市 220.7 216.1 221.9 226.3 

新潟市 302.8 239.2 244.2 253.0 

静岡市 188.3 190.2 202.3 211.4 

浜松市 254.6 216.5 230.0 238.2 

名古屋市 248.4 256.3 261.3 268.6 

京都市 342.1 361.8 373.6 379.2 

大阪市 298.7 299.8 308.7 311.1 

堺市 184.1 186.7 182.3 205.4 

神戸市 249.6 257.5 270.6 278.0 

岡山市 340.2 337.3 354.7 362.3 

広島市 253.4 246.2 252.4 271.2 

北九州市 287.6 290.9 301.2 309.5 

福岡市 314.4 328.6 330.7 339.3 

熊本市 345.5 364.9 372.3 378.5 

※厚生労働省「平成22年（2010年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」統計表20 

「人口10万対医療施設従事医師・歯科医師数及び薬局・医療施設従事薬剤師数の年次推移， 

従業地による都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別」より作成 

[担当：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９５] 



３３．新型インフルエンザ対策 

〔内閣官房・厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

新型インフルエンザ対策は国全体の課題であること、特別

措置法で地方自治体に所定の対策を義務づけていることを踏

まえ、対策に要する経費は全額国の負担とすること

【背景・理由】 

・ 新型インフルエンザ対策特別措置法は、平成２４年３月９日に閣議決

定され、国会での審議、可決後、平成２４年５月１１日に公布され、平

成２５年４月１３日に施行された。 

・ 同法では各自治体に所要の対策を義務付けているが、各自治体におけ

る医療資器材の備蓄、発生時に各自治体で対応すべき相談業務及びワク

チン接種等に係る緊急的な必要経費については各自治体の負担となる。

このことから、新型インフルエンザ対策は国全体の課題であること、ま

た、法に基づき対策を講じるものであることから、必要経費は国が全額

負担するよう要望するものである。 

【参考】 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法案 審議の経過 

平成２４年３月 ９日   閣議決定、同日法律案を衆議院に提出

３月２８日   衆議院内閣委員会 可決

         ３月３０日   同 本会議   可決 

         ４月２４日   参議院内閣委員会 可決 

         ４月２７日   同 本会議   可決 

５月１１日   法律公布（交付から１年以内の日を政令で定めて施行）

平成２５年４月１３日    法律施行（同日付で政令施行） 

○ 特措法における市町村への義務付け（経費を要するもの）の例 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

第十条（物資及び資材の備蓄等） 



   指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公

共機関及び指定地方公共機関（第十二条及び第五十一条において「指定行政機関の

長等」という。）は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務

計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対

策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、

又は新型インフルエンザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整

備し、若しくは点検しなければならない。  

第十二条（訓練） 

指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又

は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同

して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならな

い。 

・特措法第二十八条第７項によって読み替えられる予防接種法第二十一条  

第二十一条（読替後） 

   この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村の支

弁とする。  

第二十二条 

   都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁

する額（第六条第一項の予防接種に係るものに限る。）の三分の二を負担する。  

２ 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支

弁する額（第六条第三項の予防接種に係るものに限る。）及び前条第二項の規定

により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。  

第二十三条 

   国庫は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により都道府県の

支弁する額及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担す

る。  

２ 国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担す

る。

[担当 ：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９２] 



３４．無料低額宿泊所等に対する法的整備 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

いわゆる貧困ビジネスを排除するため、無料低額宿泊所

及び法的位置付けのない施設等に対し、これら施設の定義

及び位置付けを明確にした上で、設備・運営基準及び届出

制を見直すなど、早急に法的整備を行うこと 

【背景・理由】 

・ 無料低額宿泊所は、社会福祉法の規定に基づき届出がされている施設

であるが、同様の事業を行いながら届出がない、社会福祉各法に法的位

置付けのない施設・共同住宅が増加傾向にある。

・ 無料低額宿泊所の事業開始に当たっては、同法の規定により１か月以

内に届出を行わなければならないとされているが、届出を怠った場合の

罰則規定等はない。また、法令に施設基準等に関する最低基準等の具体

的な定めがないため、各自治体がガイドライン等において、設備面及び

運営面等の基準を定め、事業者に対し遵守するよう指導しているが、行

政指導であるため実効性の担保が十分とはいえない。

・ さらに、法的位置付けのない施設等については、無料低額宿泊所に課

せられている届出義務もないため、事業実態を把握することもできない

状況である。

・ これらの施設は、生活保護受給者を主な利用対象としているが、一部

の事業者においては、事業実態が不透明であったり、利用者にとって劣

悪な居住環境を提供したり、さらに、利用者の弱い立場につけこむ悪質

な行為などが見受けられ、大きな社会問題となっている。

・ 本市でも、このような施設が急増し、居住が不適切な施設であっても

実効性ある指導が困難となっている。そのため、利用者の適正処遇はも

とより、公的扶助である生活保護費の使途について透明性を確保するた

め、無料低額宿泊所及び法的位置付けのない施設への法規制を早急に行

うなど、適正実施に向けた取組を強化することを要望するものである。 

新規 重点 



【参考】 

○法的位置付けのない施設の推移 

[担当 ： 保健福祉局福祉部保護課長 清水 恒男  ℡０４８－８２９－１８４２ ] 
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３５．行政情報の無い要支援者の早期発見 

〔内閣府・厚生労働省・経済産業省・消費者庁〕 

【提案・要望事項】 

１ ライフライン事業者等が、業務中に発見した孤立世帯等

と予見されるケースを自治体へ通報する場合は、個人情報

保護法に抵触しないことをガイドラインに明記し、早期発

見につながりやすい環境づくりを行うこと 

２ 孤立死、孤独死における、具体的事例の収集・分析等を

行い、具体的かつ明確な通報基準を示すこと

【背景・理由】 

１ ライフライン事業者等が通報しやすい環境づくり 

・ 平成２４年２月２０日、さいたま市北区内で電気、ガスが止められた

状態で、親子３人が遺体で発見される事案が発生した。行政として当該

世帯の情報は全く無く、地域住民との接触もほとんど無い、いわゆる孤

立状態であった。 

・ このように周囲から孤立した世帯を早期に把握し支援するため、本市

では、ライフライン事業者等が業務の中で異変を発見した場合の通報基

準を独自に策定し、同年１０月及び１２月にライフライン事業者等と協

力協定を締結したところである。 

・ しかし、ライフライン事業者等においては、事業を目的として収集し

た個人情報を提供することが個人情報保護法に反しないとの確信が持て

ず、情報提供に支障が生じている。 

・ 個人情報保護法では、人の生命等の保護のために必要がある場合は、

本人同意なしに第三者に情報を提供できるものとしており、この取扱い

については、厚生労働省も平成２４年５月１１日付で再度自治体に対し

通知しているところである。 

・ しかし、具体的な適用除外の基準が明確化されていないため、情報提

供の判断基準につながらず、行政への通報を躊躇している状況にある。 

・ したがって、このような情報提供が、本人の同意なしであったとして

も、個人情報保護法の適用除外になることをガイドラインに明記し、ラ

イフライン事業者が行政に対し通報しやすい環境づくりを早急に行うこ

とを要望するものである。 

重点 



２ 孤立死等の事例収集・分析及び具体的かつ明確な通報基準 

・ さらに、孤立死あるいは孤独死として発見された事案は、警察により

確認されるが、事件性を考慮し、警察において把握したその死因や、死

亡に至るまでの状況などが自治体に公表されることはない。そのため、

本市独自の通報基準の策定に当たっては、その前提となる具体的な事例

の収集や分析に苦慮したところである。 

・ もとより、孤立死は全国的な問題であり、人の生死を分かつことにも

なり得る通報基準は、一自治体で策定するものではなく、国において策

定すべきである。 

・ ついては、国において孤立死、あるいは孤独死の事例を収集・分析し、

ガイドライン上への明記を踏まえた具体的かつ明確な通報基準を示すこ

とを併せて要望するものである。 

【参考】 

[担当 ：保健福祉局福祉部福祉総務課長 真々田 和男 ℡０４８－８２９－１２５３] 



３６．生活保護における財源の確保及び生活保護を取りま 

く制度の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 生活保護制度は、本来、国の責任で実施するべきもので

あることから、その経費全額を国庫負担とすること。それ

までの当面の措置として、生活保護費・人件費等の地方負

担の増加に対して、財政措置を講じること 

２ 生活保護受給者等の就労支援をはじめとした自立支援策

の拡充及び各自治体の計画的な施策の実施のため、国は必

要な財源を確保すること 

３ 生活困窮者支援制度をはじめとする新たな支援体系につ

いては、第二のセーフティネットとしての機能を十分果た

す実効性のあるものにすること 

【背景・理由】 

１ 経費全額の国庫負担及びそれまでの間の財政措置 

・ 生活保護受給者数は、厳しい経済雇用情勢の中で、増加率は若干減少

に転じているものの、引き続き受給者数の増加傾向が続いている。 

・ 本市では、定員管理計画をはじめとする徹底した行財政改革を強力に

推進している中においても、生活保護ケースワーカーについては、増加

する受給者に対応するため、大幅増員等に努めてきている。 

・ しかしながら、受給者の増加に追い付かないため、受給者へ十分な支

援が行えないばかりか、生活保護費の増大が本市財政を圧迫し続けてい

る。 

・ このような現状を踏まえ、また、本来生活保護制度は、国民の最低生

活の保障というナショナルミニマムとして国の責任で実施するものであ

ることに鑑み、生活保護制度に係る経費全額を国庫負担とするべきと考

えるものである。 

・ さらに、「生活保護制度に関する国と地方の協議」に係る中間とりま

とめにおいて、費用負担のあり方は中長期的課題としているが、全額国



庫負担とするまでの当面の措置として、生活保護費・人件費等の財政負

担の増加に対し、財政措置を講ずることを強く要望するものである。 

２ 自立支援策の拡充等のための必要な財源の確保 

・ 生活保護受給者数の増加傾向が続く中、特に稼働年齢層で就労可能な

状態にありながら職につけない、いわゆるその他の世帯の増加が顕著と

なっている。 

・ このような状況において、本市では、国の緊急雇用創出事業臨時特例

交付金（以下「基金」）及びセーフティネット支援対策等補助金を活用

し、各種の自立支援事業を展開するとともに、今後も自立支援事業の拡

充を検討している。 

・ 一方、基金については、平成２５年度末までとされており、来年度以

降の就労支援対策を行う財源が明らかになっていない。 

・ 厳しい雇用情勢が続く、現在の社会情勢に鑑みれば、引き続き、就労

支援をはじめとする自立支援策の拡充は必須であり、各自治体が計画的

に施策を実施できるように、国が必要な財源を確保することを要望する

ものである。 

３ 生活困窮者支援制度をはじめとする新たな支援体系 

・ 国においては、生活困窮者支援の充実・強化に総合的に取り組み、特 

に就労可能な者に対して生活保護受給に至る前の段階から、早期に就労、

相談支援等を行うことにより生活困窮状態からの脱却を可能とする、新

たな生活困窮者支援制度についての法整備を進めている。 

・ これまでの求職者支援制度や総合支援資金の貸付等では、生活保護に

陥らない制度（第二のセーフティネット）としては不十分であり、本来

の目的を果たしているとはいえない。 

・ そのため、生活困窮者支援制度をはじめとする新たな施策体系が、第

二のセーフティネット対策として、十分実効性のあるものとなるよう要

望するものである。 



【参考】 

○被保護世帯・人員・保護率の推移 

被保護
人員

被保護
世帯数

保護率

（人） （世帯） （％）

Ｈ２０ 年 11,086 - 7,773 - 0.93

Ｈ２１ 年 12,220 1.102 8,696 1.119 1.02

Ｈ２２ 年 14,819 1.213 10,636 1.223 1.22

Ｈ２３ 年 17,184 1.160 12,326 1.159 1.40

Ｈ２４ 年 18,873 1.098 13,610 1.104 1.53

Ｈ２５ 年 19,654 1.041 14,316 1.052 1.59

区分 増加率 増加率
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被保護世帯数

保護率

※ 被保護者調査（旧福祉行政報告例）各年3月分による。（但し、Ｈ25年は2月分） 

当初予算 決算額

（百万円） （百万円）

Ｈ１９ 年度 16,847 - 18,915 -

Ｈ２０ 年度 18,408 1.093 19,503 1.031

Ｈ２１ 年度 18,965 1.030 23,582 1.209

Ｈ２２ 年度 23,386 1.233 28,054 1.190

Ｈ２３ 年度 28,419 1.215 30,964 1.104

Ｈ２４ 年度 31,461 1.107

区分 増加率 増加率
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○生活保護費の年度別推移 



○生活保護世帯の類型別世帯数の推移 

  ○平成２４年度の学習支援状況と高校進学状況 

区　分 総　数 中学３年生 進学者数 進学率

参加者数 128 59 57 96.6%

不参加者数 421 160 123 76.9%

高齢者 母子 障害者 傷病者 その他

Ｈ２０ 年 3,251 751 932 1,868 963

Ｈ２１ 年 3,581 772 1,052 1,815 1,465

Ｈ２２ 年 4,091 843 1,131 1,892 2,653

Ｈ２３ 年 4,535 926 1,307 2,013 3,521

Ｈ２４ 年 5,051 1,006 1,438 2,084 3,989

Ｈ２５ 年 5,184 1,055 1,571 2,268 4,155
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※ 被保護者調査（旧福祉行政報告例）各年3月分による。（但し、Ｈ25年は2月分） 



○就労支援状況 

○生活保護制度における最低生活費と職業訓練受講給付金 

○法的位置付けのない施設の推移 

[担当 ： 保健福祉局福祉部保護課長 清水 恒男  ℡０４８－８２９－１８４２ ] 

（さいたま市（１級地の１）） 

単身者（20～40 歳）  生活扶助   83,700円 
            住宅扶助   47,700円（限度額） 
             合 計   131,400円 ＞ 職業訓練受講給付金 
                            （月額10万円） 

※ Ｈ24年度は、平成24年11月末現在数値。
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３７．介護保険制度の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 慢性的な介護人材の不足を解消するため、介護従事者の

賃金を一律に引き上げるための介護報酬の改定を行い、介

護人材の確保を図ること 

２ 介護保険料の上昇や地方自治体の財政負担が過重となら

ないよう、調整交付金については別枠化するとともに、国

の負担割合を引き上げること

【背景・理由】 

１ 介護従事者賃金の一律引上げのための介護報酬改定 

・ 都市部においては、介護従事者の定着率が低く、従事者を募集しても

集まらないなど慢性的な人材不足の状況となっている。平成２４年度の

介護報酬改定において、介護報酬が１．２％引き上げられ、また、これ

までの介護職員処遇改善交付金相当分として、介護職員処遇改善加算が

創設されるなど、介護従事者の処遇改善について、一定の配慮がなされ

たところである。 

・ しかし、この介護報酬の引上げは、介護従事者の賃金を一律に引き上

げるものではないことから、制度を維持していくために必要な人材の確

保が図られるよう、介護報酬改定等による影響について、詳細な調査・

分析を行い、介護従事者の賃金を一律に引き上げるような適切な介護報

酬の改定を行い、介護人材の確保を図ることを要望するものである。 

２ 調整交付金と国の負担割合 

・ 介護保険制度では、国・県・市が負担する公費負担割合と被保険者が

負担する保険料の負担割合をそれぞれ２分の１としているが、第１号被

保険者の低所得者に対する保険料負担は過重になってきており、第６期

介護保険事業計画の策定に向けた制度設計においては、国の負担割合の

引上げについて検討する必要がある。 

・ また、国が負担する介護給付費負担金の内の５％に当たる調整交付金

は、後期高齢者の占める割合や所得段階別被保険者の割合に基づき、全

国平均と調整し交付されており、本市における調整交付金の割合は平成



２４年度で１．６９％であり、調整交付金の減額に伴う不足額は、第１

号被保険者の保険料に上乗せされている。 

・ これらのことから、国の介護給付費負担金については、公費負担割合

に基づく国の負担割合を各保険者に交付し、財政支援が必要な市町村に

対しては、調整交付金ではなく別枠で支援を行うとともに、国の負担割

合を引き上げることを要望するものである。 

【参考】 

１ 訪問介護員、介護職員の採用・離職の状況（平成22年10月1日～23年9月30日） 

 就業形態別 採用率・離職率  

介護職員の非正規職員の大量採用、大量離職が顕著 

 事業所の所在地別           

政令指定都市、市、区で採用離職率が高い

（出所） （財）介護労働安全センター「平成23年度介護労働実態調査」

　　（％） 1年間の採用率 　　（％） 1年間の離職率
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２ 調整交付金の別枠化 

平均的な市町村 さいたま市 提案

都道府県（12.5％） 都道府県（12.5％） 都道府県（12.5％）

市町村（12.5％） 市町村（12.5％） 市町村（12.5％）

第1号保険料（21％） 第1号保険料（24.31％） 第1号保険料（21％）

国　調整交付金（5％）

国　（25％）
国　調整交付金（1.69％）

国　（20％） 国　（20％）

本市の調整交付金（平成２４年度実績） 新たな制度

国　調整交付金（5％）

第2号保険料（29％） 第2号保険料（29％） 第2号保険料（29％）
負担増

[担当 ： 保険福祉局福祉部介護保険課長 中島マリ子 ℡０４８－８２９－１２６４ ] 



３８．障害者総合支援法の円滑な施行 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 利用者が生活実態に合ったサービスを継続的に安心して

受けられる制度として確立していくため、一層の制度改善

を行うこと 

２ 地方自治体の財政負担につながらないよう次の財政措置

を講ずること 

 居宅介護等の訪問系サービスにおける現行の基準を改

め、費用の国庫負担率を２分の１とすること 

 地域生活支援事業のうち、移動支援についてはすべて

のサービスを個別給付化すること 

 制度改正に当たって、電算システムの改修等に要する

経費を含めた準備経費に対する財政措置を講ずること 

３ 障害者総合支援法の未施行の事項の円滑な制度改正に向

けて具体的な情報を早期に示すこと

【背景・理由】 

１ 一層の制度改善の実施 

・ 本市においては、障害の定義に社会モデルを取り入れた「さいたま市

誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」を全国の

指定都市に先駆けて、平成２３年４月に施行し、ノーマライゼーション

の理念に基づいた各種施策を実施しているところである。 

・ 国においては、平成２４年６月に「障害者総合支援法」が成立したこ

とに伴い、障害者の定義の見直しが行われ、難病患者についても障害福

祉サービス等の対象に含まれることとなった。 

・ さらに今後、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホームへの

一元化、重度訪問介護の対象拡大及び地域移行支援の対象拡大等の規定

が施行されることとされ、一定の制度改善が図られつつあるものと評価

している。 



・ しかしながら、入院中の重度障害者に対して介護ニーズに応じた十分

なサービスが提供される仕組みづくりや、障害福祉サービスと介護保険

サービスとの間での利用調整の円滑化など、検討を要する課題がなお残

されており、一層の制度改善を行うことを要望するものである。

２ 適切な財政措置の実施 

・ 財政措置の面においても、居宅介護等の訪問系サービスについては、

支給決定量が国基準を超えた場合には、地方自治体の超過負担が発生す

ることから、地方自治体により支給量に差が出ている。このため、現行

の基準を改め、費用の国庫負担率を２分の１とすることを要望するもの

である。 

・ また、地域生活支援事業は一体的に国の補助事業として位置付けられ、

個々の事業単位での費用担保がなされていない。特に、移動支援につい

ては通学、通所及び通勤などの通年かつ長期にわたるものや、宿泊を伴

う外出についてもサービスの対象とすることを明確化した上で、地方自

治体に超過負担を生じさせることがないようすべてのサービスについて

個別給付化することを要望するものである。 

・ さらに、制度改正に当たっては、電算システムの改修等に要する経費

を含めた準備経費についても、地方自治体の財政負担が生じないよう適

切な財政措置を講じることを要望するものである。 

３ 制度改正に向けた情報の提供 

・ また、今後、「障害者総合支援法」の未施行の事項の円滑な制度改正

に向けて、利用者や事業者などの混乱を招かないよう、具体的な情報を

可能な限り早期に示すことを要望するものである。 



【参考】 

[担当 ：保健福祉局福祉部障害福祉課長 吉川 洋一 ℡０４８－８２９－１３０６ ] 

国において取り組むべき事項 

平成２５年４月 障害者総合支援法施行

対応課題が残されており、財政措置をはじめ一層の制度改善が必要

円滑な制度改正に向けて、一定の周知期間・作業期間が必要 

障害者総合支援法の円滑な施行に向けて

残された対応課題の検討

十分な周知期間・作業期間の確保 

給付費に対する十分な財政措置 
（地域生活支援事業をはじめとする自治体の超過負担に対する財政措置

準備経費等に対する財政措置 
（電算システムの改修、周知に要する費用等） 

（※障害支援区分の創設など一部は平成２６年４月施行） 

各自治体において憂慮される事項 



３９．医療保険制度の抜本的改革 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 将来にわたり安定した医療保険制度を構築するため、国

の責任において医療保険制度の一本化に向けた抜本的改革

を早期実現すること 

また、医療制度改革は、国全体の課題であることを踏ま

え、新たな地方負担を招かないようにすること 

２ 医療保険制度の一本化が実現するまでの間は、国民健康

保険事業の安定的な運営を図るため、国庫負担率の引上げ

等の財政基盤の支援措置を講ずること

【背景・理由】 

・ 高齢化の急速な進展に伴う医療費の増加や、近年の厳しい経済情勢の

影響で、年々医療保険者と被保険者の負担が非常に重くなっている。 

・ 本市の国民健康保険も高齢者や低所得者層の加入割合が高く、財政基 

盤が脆弱である上、医療費の増加とこれに伴う保険税負担の増大が進み、

一般会計からの多額の繰入に頼る財政運営を行わざるを得ず、国民皆保

険の維持は危機的な状況にあり、早急な医療保険制度の抜本的改革が求

められている。 

・ 今後の高齢者医療制度については、有識者による「社会保障制度改革

国民会議」において検討し、１年以内に結論を得ることとされたところ

であるが、今後の動向は極めて不透明な状況である。 

・ 国は、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、財源を含む

国の責任を明確にし、地方公共団体の意見を反映した上で、全ての国民

を対象とした医療保険制度の一本化に向けた医療保険制度の抜本的改革

を早急に実現することを強く要望するものである。 

・ また、医療保険制度の一本化が実現するまでの間は、国庫負担率の引

上げ等の財政基盤の支援措置を講ずることを要望するものである。



【参考】 

○法定外繰入金の推移（多額の国保財政支出） 

○国庫支出金の推移 

一般会計繰入金 （再掲）法定外繰入金 保険給付費
平成２０年度 8,596,822,138 4,895,687,000 63,208,889,836
平成２１年度 8,986,726,884 4,895,687,000 66,489,072,761
平成２２年度 11,081,914,678 6,100,000,000 68,520,824,019
平成２３年度 9,882,562,000 4,899,146,000 71,569,725,764
平成２４年度 7,421,118,501 2,653,692,000 73,964,260,398
平成２５年度（予算） 6,086,453,000 1,199,846,000 78,701,069,000

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
平成２５年度

（予算）

一般会計繰入金 8,596,822,138 8,986,726,884 11,081,914,678 9,882,562,000 7,421,118,501 6,086,453,000

（再掲）法定外繰入金 4,895,687,000 4,895,687,000 6,100,000,000 4,899,146,000 2,653,692,000 1,199,846,000

保険給付費 63,208,889,836 66,489,072,761 68,520,824,019 71,569,725,764 73,964,260,398 78,701,069,000
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歳入総額（百万） （再掲）国庫支出金（百万） 割合
平成２０年度 96,766 19,451 20.1%
平成２１年度 101,160 22,471 22.2%
平成２２年度 104,328 22,682 21.7%
平成２３年度 111,495 22,314 20.0%
平成２４年度 118,080 23,240 19.7%
平成２５年度（予算） 119,840 23,169 19.3%

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度（予算）

歳入総額（百万） 96,766 101,160 104,328 111,495 118,080 119,840

（再掲）国庫支出金（百万） 19,451 22,471 22,682 22,314 23,240 23,169

割合 20.1% 22.2% 21.7% 20.0% 19.7% 19.3%
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担当１：保健福祉局福祉部国民健康保険課長 木村 政夫 ℡０４８－８２９－１２７７ 

担当２：保健福祉局福祉部年金医療課長 佐藤 真奈子  ℡０４８－８２９－１２７８ 

・ 国庫負担の水準は、昭和５９年に総医療費ベースの４５%であったものが、市の負担を基準とした
給付費ベースの５０％に変更され、以前の総医療費ベースに換算すると３８．５％程度となった。



６．観光・経済対策 



４０．ＴＰＰ参加による国内産業への影響対策 

〔外務省・経済産業省・農林水産省〕 

【提案・要望事項】 

１ ＴＰＰ参加交渉に当たっては、地方の経済活動や国民生

活に与える影響、協議内容などについて十分な情報提供と

明確な説明を行うこと 

２ ＴＰＰ参加交渉に当たっては、政府調達協定基準額を大

幅に引き下げること等により地域中小企業の受注機会が阻

害されることがないよう配慮すること。併せて、中小企業

の国際化支援を一層強化すること 

３ ＴＰＰ参加交渉による農業への影響を最小限にとどめる

特別な配慮をするとともに、農地の保全、耕作放棄地の再

生利用の支援を図ること

【背景・理由】 

１ 十分な情報提供と明確な説明 

・ ＴＰＰ協定を締結することは、我が国の産業経済はもとより、国民生

活全般に影響を及ぼすことが懸念されることから、地方の経済活動や国

民生活に与える影響や協議を行っている内容などについて、十分な情報

提供と明確な説明を行うことを要望するものである。 

２ 地域中小企業への配慮及び国際化支援 

・ 我が国の景気は、生産の下げ止まりの兆しや過度な円高の動きが修正

されつつあるなど、一部に下げ止まりの兆しもみられるところだが、本

市の中小企業・小規模事業者には業況の見通しの厳しい業種もあり、引

き続き注意が必要な状況にある。 

・ こうした中、本市では、積極的な予算措置を通じて本市経済の活性化

に努めているほか、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する

法律に基づき、本市が工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は

物件の納入についての契約を締結にするに当たっては、地元中小企業者

の受注の機会の増大を図るよう努めているところである。 

新規 



・ このような状況に鑑み、ＴＰＰ参加交渉を行うに当たっては、地域中

小企業者の受注の機会が阻害されることがないよう配慮することを要望

するものである。 

・ 併せて、地域企業が急速な国際化に適応できるよう、中小企業の国際

化支援策を一層強化することを要望するものである。 

３ 農業への配慮及び農地の保全等への支援 

・ ＴＰＰに参加した場合、農林水産物の生産は減少することが見込まれ

ており、農業の衰退や食料自給率の低下が懸念されている。悪影響を最

小限にとどめるために、国内対策や今後の交渉において特別な配慮をす

るなど、あらゆる努力をするよう強く求める。 

・ また、農業者の高齢化や担い手不足などさまざまな理由により、耕作

放棄地は全国的に増加している状況であり、その解消や農地を再生する

ための所有者・農業者の努力にも限界がある。 

・ 食料自給力の向上のために、食糧生産の基盤である農地の保全は国策

として重要であることから、農業者が利用しやすい耕作放棄地の再生利

用支援を図ることを要望するものである。 

【参考】 
○ 政府調達協定の基準額（外務省ＨＰを基に作成） 

１ 産品、サービス（２に該当するものを除く）  2,500万円 

２ 建設サービスに関連する技術的サービス  1億9,000万円 

３ 建設サービス              19億4,000万円 

担当１ ： 政策局都市経営戦略室   齊藤  剛  ℡０４８－８２９－１０６４ 

担当２ ： 経済局経済部経済政策課長 新井 正美  ℡０４８－８２９－１３６０ 

担当３ ： 経済局経済部農業政策課長 岸  千晴  ℡０４８－８２９－１３７６  



４１．訪日観光客の誘致政策に対する支援 

〔文部科学省・文化庁・経済産業省・中小企業庁・観光庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 外国からの訪日観光客の誘致政策に対する支援を拡充す

ること 

２ 各種国際大会の誘致に対して支援すること 

３ 世界盆栽大会誘致・開催に当たって支援すること

【背景・理由】 

１ 訪日観光客の誘致への支援 

・ 国では、諸外国に対する代表性、関係省庁に対する調整機能の強化、

地域・国民に対する窓口の一元化、地方公共団体・民間の観光地づくり

の取組を強力に支援することが必要との考えから、平成２０年に国土交

通省に観光庁を設置した。 

・ 平成２２年６月には新成長戦略に地域活性化の切り札として位置付け

られ、平成２４年３月に閣議決定した観光立国推進基本計画では、観光

の裾野の拡大、観光の質の向上を目指す、ともされている。 

・ しかし、一昨年発生した東日本大震災の影響により訪日外国人観光客

は大きく落ち込み、震災から２年余りが経過した現在では相当程度回復

しつつあるものの、更に対策を強化する必要があるため、訪日外国人観

光客の誘致に対し、国が支援することを要望するものである。 

２ 国際大会誘致への支援 

・ 本市では、積極的に国際大会を誘致した結果、平成２４年に「ＦＩＦ

Ａ Ｕ－２０女子ワールドカップ」が開催され、また、平成２５年１０

月に「さいたまクリテリウムｂｙツールドフランス」、平成２６年３月

に「ＩＳＵ世界フィギュアスケート選手権大会２０１４」といった大き

な国際大会の開催が予定されている。 

・ 今後も、本市は世界へ向けたアピールのため国際大会の誘致を推進し

ていくものであるが、国においてもこれを積極的に支援することを要望

するものである。 



３ 世界盆栽大会誘致への支援 

・ 本市には、海外、特に欧州で高い人気を誇る盆栽の聖地「大宮盆栽村」

があり、伝統的な高い技術力を継承している。 

また、隣接する大宮公園、武蔵一宮氷川神社を含めた一帯は、和の文化

と自然が調和した貴重な観光資源となっている。 

・ さらに、「さいたま市大宮盆栽美術館」が開設され、海外へのプロモ

ーション活動、大宮盆栽村への訪日観光ツアー開発など海外展開事業を

積極的に支援してきており、平成２４年度には中小企業庁に採択された

「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」のブランド確立支援事業としても

推進を図っているところである。 

・ しかし、本市においても外国人観光客の誘致に大きな成果が出ておら

ず、今後一層の取組が必要と考えており、国の積極的な支援が必要であ

ることから、国において更なる支援策の充実を要望するものである。 

・ 本市は「２０１７年 第８回世界盆栽大会」の誘致に向けて、積極的

に誘致活動を実施しており、大会の実現は、外国人観光客の誘致策とし

ても効果的と考えられることから、国においても誘致に向けた強力な支

援を要望するものである。 

【参考】 

◇さいたま市大宮盆栽美術館 



◇大宮盆栽村（大盆栽まつり） 

[担当 ：経済局観光政策部観光政策課長 石原 光親 ℡０４８－８２９－１３６５ ] 

○ 第８回世界盆栽大会の概要 

◇日程  平成２９年（２０１７年） 

◇会場  さいたまスーパーアリーナ 外 

◇内容  盆栽剪定デモンストレーション、盆栽講座、名品盆栽の展示会、盆

栽即売会、大宮盆栽美術館及び産地見学ツアー など 

◇入込観光客数 延べ７万人（※国内観光客を含む見込） 



４２．国際自転車競技大会の継続開催に向けた支援 

〔文部科学省・観光庁・経済産業省〕 

【提案・要望事項】 

国際自転車競技大会「SAITAMA Criterium by Le Tour de F

rance（さいたまクリテリウムbyツールドフランス）」の継

続開催に向けた支援をすること

【背景・理由】 

・ 国では「観光立国の実現は、２１世紀の我が国経済社会の発展のため

に不可欠な国家的課題」とし、平成２０年に国土交通省に観光庁を設置

し、国家戦略としてさまざまなニューツーリズムを推進している。 

・ 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、風評被害を含

め観光を取り巻く状況は一変したが、これからの日本の復興にスポーツ

と観光の果たす役割は大きく、両者が融合するスポーツツーリズムが発

揮できる力は極めて大きい。 

・ 本市では、さいたま市スポーツ振興まちづくり条例を施行し、スポー

ツを活用しながら教育・文化・環境・観光経済などの広範な分野と連携

したまちづくりを進めている。 

・ また、平成２３年１０月には、日本初となるスポーツ大会・イベント 

に特化した誘致組織である「さいたまスポーツコミッション」を設立し、

スポーツツーリズムに関する先進的な施策を展開している。 

・ 中でも、大型国際スポーツ大会の誘致開催は、観光・ＭＩＣＥ推進の

要となり、東日本大震災からの復興を国民全体で盛り上げる機会に成り

得るとともに、元気な日本を世界に示すことができるため、大変意義が

あると考えられる。 

・ 今般、さいたまスポーツコミッションが誘致に成功した、世界最高峰

の自転車ロードレースであるツールドフランスの名を冠した世界初の大

会「さいたまクリテリウムｂｙツールドフランス」は、自治体における

スポーツツーリズムの先導的事業といえることから、継続開催に向けた

支援を要望するものである。 

・ ツールドフランスは、オリンピック、サッカーＷ杯に次ぐ、国際的メ

ジャースポーツのメガイベントであり、世界の約１９０か国で放映され

延べ２０億人もの視聴者がＴＶ観戦すると言われている。この冠大会の



開催により、元気な日本を世界にアピールする効果は計り知れないもの

がある。 

・ 本市としても、国策であるビジットジャパンの訪日外国人観光客の増

加に寄与するとともに、この大会の実現・成功が今後のスポーツコミッ

ション事業及びスポーツツーリズムの推進のため、大きな意味を持つも

のと考えていることから、国においても大会開催への積極的な支援を要

望するものである。 

【参考】 

  「ツールの感動を"さいたま"で」 

[担当 ：経済局観光政策部観光政策課長 石原 光親 ℡０４８－８２９－１３６５ ] 



４３．地域経済の活性化に向けた財政措置を伴う制度の構築

〔内閣府〕 

【提案・要望事項】 

地方公共団体が実情に応じた地域経済の活性化策を講じ

ることができるよう、引き続き、自由度の高い交付金を盛

り込んだ経済対策を実施すること

【背景・理由】 

・ 本市の景況については、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の効

果や、円高の是正による輸出環境の改善などを背景に、景気回復に向け

て、持ち直しの動きがみられるところである。一方、個人消費は伸びて

おらず、経済対策の効果が市民生活に現れていない面があるため、地域

経済の実情に応じた活性化策を講ずることで、更なる活性化を図り、改

善の動きを景気回復につなげることが必要である。 

・ 平成２４年度補正予算において地域の元気臨時交付金（地域経済活性

化・雇用創出臨時交付金）が創設され、本市においては、特色を生かし

た地域活性化のため、都市公園整備や生活道路整備などに活用している

ところであり、このような国の財政措置を高く評価するものである。 

・ 今後も、地域経済の活性化に向けた取組は、継続して実施する必要が

あるため、引き続き、平成２６年度も国として経済対策を実施し、自由

度の高い交付金により地方公共団体が地域の実情に応じた地域経済の活

性化策を講ずることができるよう要望するものである。 



【参考】 

【出典】 埼玉県の経済情勢報告（平成２５年４月）財務省関東財務局

担当 ： 政策局政策企画部企画調整課長 松井 雅之 ℡０４８－８２９－１０３０

担当 ： 経済局経済部商業振興課長  高橋 誠  ℡０４８－８２９－１３６８ 



７．地方分権・地方税財政 



４４．地方分権改革の断行 

〔内閣府・総務省〕 

【提案・要望事項】 

指定都市への更なる事務・権限の移譲を図るなど、次のと

おり地方分権改革を大胆かつ着実に進めること 

１ 義務付け・枠付けの更なる見直しを進めること。また、

既に設定されたものも含め、「従うべき基準」については

真に必要なものに限定すること 

２ 国の出先機関の事務・権限の移譲については、地方分権

改革有識者会議等において具体的な検討を進め、広範な権

限の移譲を確実かつ速やかに進めること 

３ 「国と地方の協議の場」には、政策の立案段階から、法

に基づく分科会の設置及びその活用を含め、実効性のある

協議の運営を行うこと。また、指定都市の代表を正式な議

員として位置付けること

【背景・理由】 

１ 義務付け・枠付けの更なる見直し 

・ 地方分権改革を進めていく際には、「補完性の原則」に基づき、国と

地方の役割分担を大胆に見直し、権限移譲を進めるとともに、税源移譲

により確実に必要な財源を充実させ、地方の自由度を大幅に高めること

が大前提である。 

・ 平成２５年６月７日に、いわゆる「第３次一括法案」が成立したが、

地方分権改革推進委員会の勧告事項のうち見直しが行われていないもの

や、地方からの提案があったにもかかわらず見直しが行われていないも

のがあるなど、取組は未だ不十分な状況にあるため、更なる見直しを確

実に進めることを要望するものである。 

・ また、これまでに条例委任された項目の中には、「従うべき基準」が

相当数設けられており、いわば「新たな義務付け・枠付け」が生じてい

る状況にある。地方の自由度を拡大する観点から、「従うべき基準」は

重点 



真に必要な場合に限定すべきことを要望するものである。 

２ 国の出先機関の事務・権限の移譲 

・ 国の出先機関の事務・権限の移譲については、地方分権改革有識者会

議等において検討されているところであるが、都道府県や指定都市への

事務権限の移譲に関し具体的な検討を進め、広範な権限移譲を確実かつ

速やかに進めることを要望するものである。 

３ 国と地方の協議の場 

・ 「国と地方の協議の場」については、分科会の設置等を通じ、地方に

大きな影響を及ぼす政策等の企画・立案段階から、地方との実効性のあ

る協議の運営を行うため、指定都市の代表を正式な議員として位置付け

ることを要望するものである。

【参考】 

○ 国と地方の協議の場には指定都市の代表を加えて開催すること！ 

[担当 ： 政策局都市経営戦略室副参事 齊藤 剛 ℡０４８－８２９－１０６３ ] 

内閣官房長官

地域主権改革担当大臣

総務大臣

財務大臣

国務大臣（総理が指定）

・
・
・

全国知事会代表 指定都市市長会代表

全国都道府県議会議長会代表

全国市長会代表

全国市議会議長会代表

全国町村議会議長会代表

全国町村会代表

日本の全人口の２割
を占め、生活保護な
ど、国の制度の影響を
大きく受ける指定都市
を加えて開催すべき。

国と地方の協議の場（イメージ）
地方側国側

地方分権改革担当大臣 



４５．新たな大都市制度「特別自治市」の創設 

〔総務省〕 

【提案・要望事項】 

新たな大都市制度である「特別自治市」を創設し、必要な

権限と財源の移譲を行うこと

【背景・理由】 

・ 現行の指定都市制度は、一般の市町村と同一の枠組みの中で、一部の

特例を適用することで成り立っており、国や道府県の関与が依然として

残る極めて不十分な制度となっている。 

・ そこで、基礎自治体である本市へ権限と財源の更なる移譲を進めつつ、

本市が大都市としてグローバルな都市間競争を勝ち抜き、我が国の経済

成長のエンジンとして担うべき役割を果たすために、新しい大都市制度

として、「特別自治市」の創設を要望するものである。 

・ なお、「特別自治市」の創設に当たっては、大都市としての一体性を

保った政策展開を可能とするため、権限と財源の一体的な移譲を行うこ

とを要望するものである。 

【参考】 

指
定
都
市

市　　町　　村

道　府　県

国

特
別
自
治
市 基礎自治体

広域自治体

国

現状 特別自治市創設後

多様な連携

多様な連携

＜あるべき大都市制度の姿＞

■広域自治体と同格

■地方事務を全て一元的
　に担当

■新たな役割分担に応じ
　た税財政制度

■住民自治・参加機能を

　充実強化する仕組みを
　構築
■大都市の多様性を踏ま
　えた制度設計

[担当 ： 政策局都市経営戦略室副参事 齊藤 剛 ℡０４８－８２９－１０６３ ] 

重点 



４６．地方交付税の改革等 

〔総務省・財務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 地方交付税については、地方の財政需要や地方税などの

収入を的確に見込むことで、必要な総額を確保すること 

２ 地方交付税は、地方固有の自主財源であることから、国

の政策目的を達成するための削減は行わないこと 

３ 地方交付税原資の不足額は、地方交付税法第６条の３第

２項の規定に従い、法定率の引上げにより対応し、臨時の

制度として導入した臨時財政対策債については、速やかに

廃止すること 

【背景・理由】 

１ 地方交付税総額の確保 

・ 地方交付税については、社会保障と税の一体改革に伴う影響を含めて

地方の財政需要や地方税などの収入を的確に見込むことで、標準的な行

政サービスの提供に必要な総額を確保することを要望するものである。 

２ 地方交付税制度の適正な運用 

・ 平成２５年度においては、地方公務員の給与削減を目的に地方交付税

の削減が行われたが、地方交付税は地方固有の財源であることから、国

の政策目的を達成するための手段として用いるべきではない。このこと

から、地方交付税制度に本来求められている財源調整機能、財源保障機

能の役割を果たすことを要望するものである。 

３ 地方交付税原資不足への対応 

・ 平成１３年度から導入された臨時財政対策債は、地方の財源不足を補

てんするため地方財政法の特例として発行されている臨時的かつ特例的

な地方債であり、当初は３年間の臨時的な措置のはずであったが４度の

延長で長期化している。 

・ 他方で、臨時財政対策債は、その元利償還金が基準財政需要額に算入

されるものの、臨時財政対策債の償還を臨時財政対策債で対応している

重点 



現状から、年々、地方の臨時財政対策債の残高が増加し続けており、こ

のような借金を前提とした財政運営を余儀なくされている状況について

市民の間でも不安感が募っている。 

・ 以上から、国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方

財源不足額の解消は、地方交付税法の趣旨に則り地方交付税の法定率引

上げにより対応すべきであり、臨時財政対策債は速やかに廃止すること

を要望するものである。 

【参考】 

○ 臨時財政対策債市債残高の推移（さいたま市) 

[担当 ： 財政局財政部参事兼財政課長  原 修 ℡０４８－８２９－１１５０ ] 

（単位：億円）
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４７．国庫補助負担金の改革 

〔総務省・財務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 国庫補助負担金については、国が担うべき分野は必要な

経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野は

所要額を全額税源移譲すること 

２ 税源移譲されるまでの間の国庫補助負担金については、

地方の自由度の拡大につながらない単なる国庫補助負担率

の引下げは、決して行わないこと。また、国庫補助負担金

の超過負担を解消すること

【背景・理由】 

１ 国庫補助負担金の改革 

・ 真に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的・効率的に提供

するためには、現行の国庫補助負担金を見直し、国と地方の役割分担を

明確にした上で、国が担うべき分野は必要な経費全額を国が負担すると

ともに、地方が担うべき分野は、国の関与・義務付けを廃止・縮減した

上で、所要額を全額税源移譲することを要望するものである。 

２ 国庫補助負担金の適正化 

・ 税源移譲されるまでの間の国庫補助負担金について、三位一体の改革

で行ったような単なる国庫補助負担率の引下げは、地方の自由度の拡大

につながらないことから決して行わないこと。 

・ 国と地方の適正な財政秩序を確立するため、その算出の際には、事業 

実施のために必要かつ十分な金額を基礎とし、超過負担を解消すること。

・ 平成２５年度に地域自主戦略交付金は廃止され、各省庁の交付金等に

移行されたが、継続事業の着実な実施に配慮するとともに、事業規模要

件の設定や使途の限定などの国の関与を最小限にとどめ、予算の流用へ

の弾力的対応、事務手続の簡素化など、地方にとって、より自由度が高

く、活用しやすい制度となるよう見直すことを要望するものである。 

重点 



【参考】 

  ○「国庫補助負担金の改革」のイメージ 

[担当 ： 財政局財政部参事兼財政課長  原 修  ℡０４８－８２９－１１５０ ] 
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４８．補償金免除繰上償還制度の拡充 

〔総務省〕 

【提案・要望事項】 

企業債の金利負担を軽減し、下水道事業の健全化を図るた

め、補償金免除繰上償還制度について、将来負担比率及び公

営企業資本費の要件を緩和して復活させること

【背景・理由】 

・ 本市では、集中豪雨による浸水被害の軽減や下水道普及率の向上に向 

けて、下水道整備を積極的に推進しているところであるが、その一方で、

建設事業費の財源として過去に借り入れた企業債の金利負担が下水道事

業経営を圧迫している。 

・ 下水道事業の健全化を図るためには、更なる企業債の金利負担の軽減 

を図る必要があることから、平成２４年度で終了した補償金免除繰上償

還制度を、将来負担比率及び公営企業資本費の要件について緩和した上

で復活させることを要望するものである。 

【参考】 

※平成２４年度末の企業債残高

は、約１，７８９億円である。 

※金利５％以上６％未満の企業債

が補償金免除繰上償還の対象と

なった場合、約９億円の支払利

息の節減が見込まれる。

平成２４年度末企業債残高

金利５％未満

金利５％以上６％未満

約75億円

約1,714億円

約1,789億円
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（単位：億円） 借換えによる企業債利息比較

約１３億円
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[担当 ： 建設局下水道部下水道財務課長 日坂 晴光 ℡０４８－８２９－１８７４ ] 



４９．社会保障・税番号制度の導入 

〔内閣官房・総務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 地方公共団体が担う事務を早期に提示し、住民への周知

や情報システムの構築・改修などのための準備期間を確保

すること 

２ 制度導入による混乱を防ぐため、住民基本台帳に登録さ

れている全国民及び外国人に対し、早急に十分な周知を図

ること 

３ 制度の導入及び運用に当たって生じる経費については、

国の責任において全額国庫負担するとともに、カード発行

に係る手数料も無料とすること 

４ 既にコンビニ交付を実施している市町村に対しては、再

度のシステム改修等に必要な経費についても確実な財政措

置を行うこと

【背景・理由】 

１ 情報システム構築の準備期間の確保 

・ 社会保障・税番号制度の導入については、平成２５年５月２４日に関

係法律が可決、成立し、平成２７年秋には「個人番号」通知、平成２８

年１月には個人番号の利用開始、「個人番号カード」交付が予定されて

いる。 

・ 市町村は、個人番号の付番等の業務に対応するため、新たな情報シス

テムの構築、現行システムの改修などの作業が必要となるが、いまだに

国から制度やカードの仕様などの詳細が示されていない。 

・ 平成２８年１月の利用開始時までに万全の準備を整え、円滑かつ効率

的に制度を運用していくためには、相当な準備期間を要することから、

個人番号カードの取扱いや利用範囲をはじめ、地方公共団体が担う事務

を早急に提示し、準備期間を確保することを要望するものである。 



２ 制度導入の周知 

・ 個人番号の導入に当たり、住民基本台帳カードの機能を包括した個人

番号カードを交付するとしているが、既存の住民基本台帳カードの取扱

いや個人番号カードでコンビニ交付を引き続き利用するための手続方法

などが示されておらず、早期の広報による制度の周知徹底がなされなけ

れば、国民負担の増大や事務手続の混乱が予想される。 

・ これらを防止するため、平成２４年７月９日から住民基本台帳に登録

されることとなった外国人を含め、全国民に対し、十分な周知を図るこ

とを要望するものである。 

３ 経費の全額国庫負担 

・ 総務省によると、住民基本台帳カードやコンビニ交付の普及を推進し

た結果、住民基本台帳カードは、約７１４万枚（平成２４年１２月３１

日現在）が交付され、コンビニ交付は、６２団体（平成２５年３月９日

現在）において実施されている。 

・ また、大都市が運用する情報システムは、住民記録をはじめとして多

岐にわたり、かつ大規模であることから、本制度の導入による新たなシ

ステム構築や現行システムの改修には多額の経費を要することが見込ま

れていることに加え、コンビニ交付を実施している団体では、再度のシ

ステム改修等が必要となることも予想される。 

・ 社会保障・税番号制度は、国家的に個人番号を活用することにより、

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るものであることから、

システム構築・改修を含め制度の導入及び運用に関する経費は全額国が

負担し、市町村に新たな経費負担が生じないようにするとともに、個人

番号カードの発行については、国民全体へのカードの効率的な普及の観

点から無料とすることを要望するものである。 

４ コンビニ公布実施団体への財政措置 

・ 既にコンビニ交付を実施している市町村に対しては再度のシステム改

修等に必要な経費についても確実な財政措置を行うことを要望するもの

である。 



【参考】 

[担当：市民・スポーツ文化局区政推進室 参事 金子 和則 ℡０４８－８２９－１８３１] 
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