
基本構想

１ 目的と期間
２ 都市づくりの基本理念
３ 将来都市像
４ 施策展開の方向 
５ 実現に向けて  

後期基本計画

第１部 後期基本計画の策定に当たって 

第１章 策定の趣旨 
      第１節 後期基本計画策定の目的と期間 
      第２節 計画の構成 
      第３節 計画策定の基本的な視点 

第２章 時代潮流 
      第１節 人口減少・超高齢社会の到来 
      第２節 経済のグローバル化の進行 
      第３節 地球環境・エネルギー問題への意識の高まり 
      第４節 安全・安心に対する意識の高まり 
      第５節 地方分権と市民参加の進展 

第３章 主要指標から見たさいたま市の状況
      第１節 人口と世帯 

第２節 行財政 
第４章 市民意識調査から見たさいたま市の状況 
第５章 将来都市構造の基本的な考え方   
第１節 将来都市構造の方向性 
第２節 将来都市構造を構成する要素 
第３節 土地利用の基本方針 

第２部 重点戦略 ～のびのびシティ さいたま市戦略～ 

重点戦略～のびのびシティ さいたま市戦略～ 
重点戦略１「次代を担う人材をはぐくむ都市 さいたま」の創造 
重点戦略２「高齢者が元気に活躍する都市 さいたま」の創造 
重点戦略３「イノベーションする都市 さいたま」の創造 
重点戦略４「自然と共生し、低炭素に暮らす都市 さいたま」の創造 
重点戦略５「みんなで安全を支える都市 さいたま」の創造 

第３部 分野別計画 

第１章 環境・アメニティの分野 
     第１節 地域から取り組む「環境への負荷の少ない持続可能な社会」の実現 
     第２節 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）の創造
     第３節 人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 
     みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～
第２章 健康・福祉の分野 
 第１節 子育てしやすい都市の実現 

     第２節 高齢となっても暮らしやすい都市の実現 
 第３節 誰もが地域の中で自分らしく暮らせる都市の実現 
 第４節 心身ともに健康で活力に満ちた社会の実現 

      みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～
第３章 教育・文化・スポーツの分野  
第１節 希望をはぐくむ教育の推進と青少年の健全育成 
第２節 生涯を通じた学びの充実とその成果の活用  
第３節 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現  
第４節 生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造  

   みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～ 
第４章 都市基盤・交通の分野 
第１節 低炭素で質の高い生活環境を提供する市街地の形成 
第２節 にぎわいや交流を創出する魅力的な都心・副都心の形成 
第３節 暮らしや交流、活力を支える交通体系の構築  

   みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～ 
第５章 産業・経済の分野  
第１節 活力ある地域産業を育てる環境の整備 
第２節 さいたま市の特性を生かした新たな産業の創造 
第３節 地域経済を支える人材の育成と就労支援 

   みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～ 
第６章 安全・生活基盤の分野 
第１節 災害に強い都市の構築 
第２節 交通事故や犯罪の少ない生活環境の形成 
第３節 安全・安心な生活基盤づくり  

   みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～ 
第７章 交流・コミュニティの分野 
第１節 人権尊重社会の実現  
第２節 ふれあいのある地域社会の形成と活性化 
第３節 多文化共生・世界に開かれた都市づくり 

   みなさんも一緒に取り組んでみませんか？～みんなで創る“さいたま市の未来”～ 

第４部 各区の将来像  

西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区 

第５部 計画推進の基本的な考え方  

第１章 市民と行政の協働 
第１節 市民と行政の協働の推進 

第２章 将来を見据えた行財政運営 
第１節 持続可能な行財政運営の推進 
第２節 市民に身近で、はやい区行政の実現 
第３節 真の分権型社会を担う自主的・自立的な都市を目指す 

第１部 計画の全体像 

第１章 都市づくりの目標 

         第１節 策定にあたって 

第２節 将来都市像  
   ・「上質な生活都市」   ・「東日本の中枢都市」 

第３節 都市づくりの基本理念   
          ・「市民と行政の協働」  ・「人と自然の尊重」  ・「未来への希望と責任」 

第２章 計画策定にあたっての基本的な考え方 

        第１節 基本的な枠組み（計画の位置づけ・計画の構成・計画の期間） 

        第２節 さいたま市の魅力 

第３節 都市づくりの課題 

第３章 将来都市像の実現に向けて  

第１節 重点戦略・分野別計画 

第２節 質の高い都市経営の実現

第２部 重点戦略 

                    重点戦略１ ４つの強みと２つの優位性を伸ばし生かしていくことで、「幸せ」を実感でき、 

市民や企業から選ばれ、成長・発展する戦略 

                    重点戦略２ 未来に引き継ぐための持続可能なまちづくりの戦略 

第３部 分野別計画  

第１章 コミュニティ・人権・多文化共生 

第２章 環境 

第３章 健康・スポーツ 

第４章 教育 

第５章 生活安全 

第６章 福祉 

第７章 子育て 

第８章 文化 

第９章 都市インフラ 

第１０章 防災・消防 

第１１章 経済・産業 

第４部 質の高い都市経営の実現  

第１章 市民協働・公民連携 

 第１節 多様な主体とともにつくるまちづくり 

第２章 高品質経営市役所 

 第１節 市民から信頼される開かれた市政運営（広報、広聴、窓口サービスなど） 

 第２節 健全財政の維持（歳出の削減、自主財源の確保など） 

 第３節 市政を支える職員の育成と働く環境の整備（職員の人材育成や働き方など） 

 第４節 高品質な施策を生み出すための仕組み（指標による計画の進行管理、ＩＣＴ技術の活用など） 

 第５節 真の分権型社会を担う自主的・自立的な都市の実現（地方分権改革、広域行政など） 

 第６節 さいたま市の特徴を生かした都市の魅力の発信（地域資源や「住みやすさ」などの市の魅力の発信） 

第３章 将来都市構造の基本的な考え方及び地域別まちづくり 

 第１節 将来都市構造の基本的な考え方（将来都市構造の方向性、将来都市構造を構成する要素） 

 第２節 拠点等におけるまちづくり（都心、副都心におけるまちづくりの概要・地域が主体となったエリアのマネジメント） 

第３節 区の特色を生かしたまちづくり（区の特性、区マップ、区の将来像、まちづくりのポイント） 

基
本
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後
期
基
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現行総合振興計画 次期総合振興計画（案） 

次期総合振興計画の全体構成（目次）（案） 
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第３部会の審議事項
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目次

1 第1部会審議事項
01 第2部 重点戦略
02 第4部・第1章 市民協働・公民連携
03 第4部・第2章 高品質経営市役所
04 第4部・第3章・第1節 将来都市構造の基本的考え方
05 第4部・第3章・第2節 拠点等におけるまちづくり

2 第2部会審議事項
01 第3部 分野別計画

3 第3部会審議事項
01 第4部・第3章・第3節 区の特色を活かしたまちづくり
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3 第3部会審議事項

第1部 計画の全体像

第2部 重点戦略
戦略1 戦略2 戦略3

第3部 分野別計画
第1章 コミュニティ・人権・多文化共生 第2章 環境 第3章 健康・スポーツ
第4章 教育 第5章 生活安全 第6章 福祉
第7章 子育て 第8章 文化 第9章 都市インフラ
第10章 防災・消防 第11章 経済・産業
第4部 質の高い都市経営の実現
第1章 市民協働・公民連携
第2章 高品質経営市役所
第3章 将来都市構造の基本的考え方

及び地域別まちづくり（拠点等のまちづくり、区の特色を活かしたまちづくり）

第3部会では、第4部質の高い都市経営の実現のうち、区の特色を活かしたまちづくりについて、ご審議頂きます。

２



3 第3部会審議事項01（第4部・第3章・第3節 区の特色を活か
したまちづくり）

区の特性
区マップ
区の将来像
まちづくりのポイント

第4部第3節「区の特色を活かしたまちづくり」では、「区の特性」、「区マップ」、「区の将来像」、「まちづくりの
ポイント」で構成し、地域の特性を生かし、区民に身近なまちづくりを進めます。
「区の特性」では、区の地形、歴史や文化などの区の特徴や都市基盤・環境、地域資源、コミュニティといった区の現状

や課題を示します。「区マップ」では、区内の道路や鉄道、コミュニティ関連施設、図書館、公園・スポーツ施設などの設
置状況を示し、「区の特性」と併せて、計画策定時における区の概要をまとめます。「区の将来像」では、地域の特性を生
かし、区民に身近なまちづくりを進めるための基本的かつ大きな方向性を示します。「まちづくりのポイント」では、「区
の将来像」を実現するために、区の現状と課題を踏まえた、まちづくりの取組みを示します。

３



第３部会の審議スケジュール（予定）

第１回（７/５）
●部会の進め方について
●「区の将来像」（素案）について
●「区の将来像」の進行管理の検討について

第２回（８月上旬）
●「区の将来像」（第１回の意見反映）について
●「区の将来像」の進行管理の考え方（素案）について

第３回（８月下旬）
●「区の将来像」（原案）について
●「区の将来像」の進行管理の考え方（原案）について

第４回（１０月）

●答申案（中間案）の審議

第１回調整部会

第２回調整部会

第４回総会（答申）（１１月）

第３回総会（中間案とりまとめ）（９月～１０月上旬）
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