
局事業と区のまちづくり事業について

特徴 局事業 区のまちづくり事業

実施主体 局（建設局、都市局、環境局、子ども未来局など） 区役所

事業規模 大きい
※区画整理、公園等整備、認可保育所整備など

小さい
※区民まつりなどのイベント、軽微な道路修繕など

予算額 多い 少ない

評価 総合振興計画によるPDCAに基づく進行管理 区⾧マニフェストによる事業の検証評価
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「区の将来像」の進行管理の考え方（素案）
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本資料の目的

２

次期総合振興計画策定に合わせ、区のまちづくり事業と総合振興計画と
の関連性を明確化するとともに、進行管理の実施を検討すること



さいたま市の現状

３

基本構想

〇区の将来像
〇まちづくりのポイント

基本計画

区の事業について明示なし

実施計画

総合振興計画

＜掲載事業＞
〇区のまちづくり事業の一部
〇局事業の一部

※区⾧が、まちづくりの方向性や区役所窓口の改善な
どの区政運営に関する考え方とその取組をまとめ、毎
年度、区民に公表するもの
次年度には、区民アンケート等による外部評価、検

証を実施

区⾧マニフェスト※

基本計画に「区の将来像」「まちづくりのポイント」
などの地域の特性を生かした取組みの方向性について
記載している

総合振興計画とは別に、当該年度の各区で取り組む主
な事業を掲げる「区⾧マニフェスト」を、各区でまと
めている

関係性が曖昧



現状の問題点

４

「区の将来像」「まちづくりのポイント」などの区のまちづくりの方向性が基本計画に
記載されているが、区のまちづくり事業が掲載されている区⾧マニフェストと総合振興計
画の関連性が明確になっていないため、一体的な管理ができていない。

現状の「区⾧マニフェスト」は、区のまちづくりについて、区のまちづくり事業の実績
のみで評価しており、局の事業が含まれていない。そのため、進行管理が不十分となって
いる。

「区の特色を活かしたまちづくり」は新総振の体系で、将来都市像実現のため、重点戦
略・分野別計画をより効果的・効率的に推進するための取組みとして位置付けられており、
区局がより連携して、取り組む必要がある。

問題点②（進行管理）

問題点①（体系）

問題点③（区局連携）



現状の問題点の解決策（案）

【解決策】
①まちづくりのポイントと区⾧マニフェストの取組を一致させた上で、
関連する区のまちづくり事業及び局事業を紐づける
②区のまちづくりの成果を図る指標として、新たに２つの指標を設定し、
区のまちづくり事業の実績と局事業の実績を基に評価を行う
③②の評価結果について、満足度の低い「まちづくりのポイント」に
関する事業について、改善・見直しを実施する
※改善・見直し対象の局事業については、区から要請(区局連携)

これから 区の将来像

② 指標：区の
住みやすさ

まちづくりのポイント

② 指標：満足度

区事業 局事業 局事業

（実績） （実績） （実績）

区事業

（実績）
③ 満足度の低い事業は
区から局へ改善要請

【問題点】
①総合振興計画と区⾧マニフェストの関連性が不明確
②区のまちづくりを評価するための情報が不十分
③区と局がより連携して取組む必要がある

区事業 区事業

（実績） （実績）

区の将来像

まちづくりのポイント

現状

↑総合振興計画

↓区⾧マニフェスト

区⾧マニフェストの取組

① ポイントと取組が不一致

② 区事業のみ

↑総合振興計画

↓区⾧マニフェスト

区⾧マニフェストの取組

① ポイントと取組を一致
？
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現状の問題点①の解決策（案）
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「区の将来像」「まちづくりのポイント」などの区のまちづくりの方向性が基本
計画に記載されているが、区のまちづくり事業が掲載されている区⾧マニフェスト
と総合振興計画の関連性が明確になっていないため、一体的な管理ができていない。

総合振興計画の基本計画にある「将来都市像」の「まちづくりのポイント」と区
⾧マニフェストの取組を一致させ、そこに区のまちづくり事業と局事業を紐づける
ことで、総合振興計画と区⾧マニフェストの関連性を明確にする。

問題点①

解決策

基本構想

実施計画

区⾧
マニフェスト

現状

関係性が
曖昧

基本構想
（基本計画を含む）

実施計画

区⾧
マニフェスト

次期（案）

関連性を
明確化

基本構想

基本計画



現状の問題点②の解決策（案）
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現状の「区⾧マニフェスト」は、区のまちづくりについて、区のまちづくり事業の実績
のみで評価しており、局の事業が含まれていない。そのため、進行管理が不十分となって
いる。

区のまちづくりを評価する指標として、「区の住みやすさ」
及び「まちづくりのポイント（区⾧マニフェストの取組）に
対する満足度」を新たに設定する。その評価には、関連する
区のまちづくり事業の実績と局の事業（実施計画事業）の実
績も含めて評価を実施する。

問題点②

解決策

次期総合振興計画計画期間

区⾧マニフェスト（改定）（毎年度見直し実施）

2021年度 2025年度 2030年度

基本構想（基本計画含む）10年(2021年度～2030年度)

5年(前期実施計画)
(2021年度～2025年度)

5年(後期実施計画)
(2026年度～2030年度)

20
22
年

20
23
年

20
24
年

20
25
年

20
21
年

20
27
年

20
28
年

20
29
年

20
30
年

20
26
年



現状の問題点③の解決策（案）

８

「区の特色を活かしたまちづくり」は新総振の体系で、将来都市像実現のため、
重点戦略・分野別計画をより効果的・効率的に推進するための取組みとして位置付
けられており、区局がより連携して、取り組む必要がある。

「区における総合行政の推進に関する規則」に基づき、区局相互の連絡調整を円
滑にするとともに、事業の選定及び決定に関し、プロセスや調整の時期などを明確
にして、連携事業を推進することで、区における総合行政の推進を図る。

問題点③

解決策

区局連携運用の検討
（2019年度）

区局連携運用の実施
（2020年度）

区局連携事業の実施
（2021年度～）

※区別計画事業の開始



「区⾧マニフェスト（現行）」と「区⾧マニフェスト（改訂案）」の変更点
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区⾧マニフェスト（現行） 区⾧マニフェスト（改訂案）

①計画期間 単年度 単年度

②掲載事業
区のまちづくり事業 区のまちづくり事業

局事業の一部（該当区の主な局事業のみ参考掲載） 「まちづくりのポイント(区⾧マニフェストの取組)」に合致する局
事業（参考掲載）

③指標設定
区のまちづくり事業ごとに目標値を設定 区のまちづくり事業ごとに目標値を設定

「区の住みやすさ」及び「まちづくりのポイント(区⾧マニフェス
トの取組)に対する満足度」に指標を設定

④評価方法 区⾧評価（内部評価）、アンケート（外部評価） 区⾧評価（内部評価）、アンケート（外部評価）

⑤評価対象

区のまちづくり事業の実績 区のまちづくり事業の実績

区のまちづくり事業と局事業の実績を基に「区の住みやすさ」及び
「まちづくりのポイント(区⾧マニフェストの取組)に対する満足
度」について評価

⑥改善・見直
し

④⑤の評価に基づき、次年度以降の区のまちづくり
事業について、改善・見直しを実施

④⑤の評価に基づき、満足度の低い「まちづくりのポイント(区⾧
マニフェストの取組)」に関する事業について改善・見直しを実施
※改善・見直し対象の局事業については、区から要請
（区局連携）



さいたま市想定パターン（案）

掲載する事業

区のまちづくり事業
＋

実施計画事業(局)を再掲載
※区のまちづくりのポイントに合致する
局事業も参考として掲載

指標設定

区の住みやすさ(新規)
＋

まちづくりのポイントに
対する満足度(新規)

＋
区のまちづくり事業の実績(既存)

※「区の住みやすさ」及び「まちづくり
のポイントに対する満足度」を指標とし

て新たに設定する
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基本構想

実施計画

区⾧
マニフェスト関連性

を明記

区まちづくり事業の位置付け

区⾧マニフェストの運用を改訂
（双方の関連性を明確にする）

現行の区⾧マニフェストを活かしつつ、改訂版として、総振との一体的な運用を実施する



新たな運用に向けた今後の予定
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2019年度（今年度）～ 2020年度（来年度）～ 2021年度～

区⾧マニフェスト見直し
に向けた検討

（審議会第３部会）

次期総合振興計画実施計画と
合わせて区⾧マニフェストの運

用について検討

新たな計画の期間
スタート



「区の将来像」を評価するための情報（イメージ） 

まちづくりのポイント 

（区長マニフェストの取組） 

まちづくりのポイント（区長マニフェストの取組）

に関連する事業
まちづくりのポイント（区長マニフェストの取組）に関連する事業の実績

１ 安全で安心して元気に暮らせるまちをつくる 

(1)防災・防犯・事故防止に取り組む安全・

安心なまちづくり 

(2)子育て環境の充実による、子どもが安心

して健康で元気に暮らせるまちづくり 

(3)健康づくりへの支援、地域における支え

合いなどによる、誰もが心身ともに健康

で元気に暮らせるまちづくり

(1)防災・防犯・事故防止に取り組む安全・安心なまちづくり 

＜区のまちづくり事業＞ 

1.「〇区防犯デー」の開催（区） 

2.「〇区夏休み防犯フェア」（区） 

3.「〇区防犯講習会」の開催（区） 

4.青色防犯パトロールの実施（区） 

5.交通安全キャンペーンの実施（区） 

6.ＬＥＤ街路灯の整備（区） 

7.避難所運営訓練の実施（区） 

＜局事業＞ 

1.道路新設改良事業(建設局) 

 2.防犯対策事業（市民局） 

  3.交通安全施設設置事業（市民局） 

 4.下水道浸水対策事業（建設局） 

(2)子育て環境の充実による、子どもが安心して健康で元気に暮らせ

るまちづくり 

＜区のまちづくり事業＞ 

1.「〇区子育て応援フェア」の開催（区） 

  2.子どもがつくるまち「ミニ〇区」の開催（区） 

  3.妊娠期からの子育て支援（区） 

＜局事業＞ 

 1.認可保育所等整備事業（子ども未来局） 

  2.質の高い幼児教育・保育推進事業（子ども未来局） 

 3.放課後児童クラブ整備・運営事業（子ども未来局） 

(3)健康づくりへの支援、地域における支え合いなどによる、誰もが

心身ともに健康で元気に暮らせるまちづくり 

＜区のまちづくり事業＞ 

1.「認知症サポーター養成講座」の開催（区） 

  2.若い世代からの生活習慣予防事業（区） 

  3.〇区ウォーキングイベントの開催（区） 

  4.〇区ウォーキング教室の開催（区） 

＜局事業＞ 

 1.健康づくり推進事業（保健福祉局） 

 2.アクティブチケット交付事業（保健福祉局） 

 3.健康マイレージの拡大（保健福祉局） 

 4.介護者支援体制充実事業（保健福祉局） 

(1)防災・防犯・事故防止に取り組む安全・安心なまちづくり 

＜区のまちづくり事業＞ 

1.参加者数〇人。参加者アンケート「参考になった」〇％ 

2.啓発イベント参加者数〇人。子ども向け防犯教室の保護者アンケート「参考になった」〇% 

3.参加者数〇人。参加者アンケート「参考になった」〇％ 

4.実施回数〇日。実施職員数延べ〇人 

5.実施回数〇回 

6.〇基のＬＥＤ街路灯を設置・交換 

7.〇区役所内の全避難所で実施。約〇人参加 

＜局事業＞ 

1.○○町〇丁目（〇通り）の道路新設工事を実施 

 2.防犯ガイドブック〇部配布、地域防犯活動助成金〇団体へ交付、防犯カメラ設置支援台数〇台等 

  3.道路照明施設〇基設置、道路反射鏡〇基設置 

 4.浸水被害を軽減するため、雨水貯留施設の整備を実施（○○町〇丁目地内外） 

 (2)子育て環境の充実による、子どもが安心して健康で元気に暮らせるまちづくり 

＜区のまちづくり事業＞ 

1.来場者数〇人。参加者アンケート結果「大変良かった」「良かった」合計〇% 

  2.参加者数〇名。参加者アンケート結果「とても楽しかった」「楽しかった」合計〇% 

  3.母親学級・両親学級のべ参加者数〇人。参加者アンケート「役に立った」〇% 

 ＜局事業＞ 

 1.認可保育所〇か所、小規模保育事業所〇か所、病児保育室〇か所を整備 

  2.幼稚園・保育園合同研修実施回数〇回。保育の質の向上へ向けた研修参加者数〇人 

  3.民設クラブの運営委託〇件、民設クラブの施設整備補助の実施〇か所

(3)健康づくりへの支援、地域における支え合いなどによる、誰もが心身ともに健康で元気に暮らせるまちづくり

＜区のまちづくり事業＞ 

1.参加者数〇人、口座〇回開催。参加者アンケート「役に立った」〇% 

  2.参加者数延べ〇人、教室〇回開催。参加者アンケート「役に立った」〇% 

  3.参加者〇人。参加者アンケート結果「とても満足」「満足」合計〇% 

  4.参加者〇人。参加者アンケート結果「とても満足」「満足」合計〇% 

 ＜局事業＞ 

 1.特定健康診査受信者数〇人 

 2.アクティブチケット新規交付者数〇人 

 3.健康マイレージ新規参加者数〇人 

 4.介護者サロン開催回数〇回
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