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「市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市」の実現に向けて 

市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市を実現

したい。平成２１年５月の市長就任以来、この思いを胸

に市政に当たってまいりました。 

そして、市長の２期目においては、これからの１００

年を見据えた活力あるまちづくりを進める観点から、市

民一人ひとりがしあわせを実感できるしあわせ実感都

市、市民や企業から選ばれる都市を目指して、東日本の

中枢都市構想の推進など５つの都市像を基本としたま

ちづくりに取り組んでまいりました。 

おかげをもちまして、平成２８年度の日本総合研究所の指定都市幸福度ランキン

グでは、１位の評価をいただきました。 

しかしながら、今後、急速な少子高齢化に伴う高齢世帯の増加や核家族化、コミ

ュニティ力の低下、公共施設の老朽化などが進み、社会保障関連経費等の増大が見

込まれるなど、本市を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

私は、このような課題を克服し、東日本の中枢都市として、成長・発展していく

ためには、これからの５年、１０年が最も重要な時期と考えており、３期目の市長

選挙において公約した「しあわせ倍増計画３」に基づき、「市民一人ひとりがしあ

わせを実感できる都市」を実現するための「しあわせ倍増プラン２０１７」に取り

組んでまいります。 

「しあわせ倍増プラン２０１７」では、子どもや高齢者、障害者に関する事業な

ど、市民のしあわせ倍増にかかる「しあわせ倍増事業」と、行財政改革の取組とし

て、市民、また職員にとっても高品質な市役所への転換をさらに進めるための「高

品質経営プログラム」を推進し、さいたま市全体のしあわせを倍増させてまいりま

す。 

これまでと同様に、市民、事業者、行政の３者が自らの責任を果たし、ともに考

え、ともに行動する「責任と共感・共汗」、市民の声、現場の声を大切にする「徹

底した現場主義」、地域に偏らない、しがらみのない「公平・公正・開かれた市政」

という３つの基本姿勢を堅持しながら、スピード感を持って着実に実施し、市民一

人ひとりがしあわせを実感できる“絆”で結ばれたさいたま市、誰もが住んでいる

ことを誇りに思えるさいたま市を目指し、市民の皆様とともに、さらに前へ全力で

取り組んでまいります。 

平成２９年１２月               
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第１編  

しあわせ倍増プラン２０１７ 

の策定に当たって 

第１章 目的と期間 

第１節 目的

しあわせ倍増プラン２０１７（以下、「本プラン」という。）は、平

成２９年５月の市長選挙において、市長が公約した「しあわせ倍増計

画３」に基づき、市民のしあわせ倍増にかかる事業の推進と併せて、

行財政改革の取組による高品質経営市役所への転換を更に進め、市民

一人ひとりがしあわせを実感できる都市を実現するために策定するも

のです。

市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市

市民のしあわせ倍増に

かかる事業の推進

高品質経営市役所への

転換

（行財政改革の取組）

実 現 

高品質経営 

プログラム 

しあわせ 

倍増事業 

1



第２節 位置付け

さいたま市では、市政運営の最も基本となる計画「さいたま市総合

振興計画」を策定しています。

総合振興計画は、長期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標

を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営するために、各行政分

野における計画や事業の指針を明らかにするものです。そして、本市

の将来都市像や行政施策の大綱を掲げる「基本構想」、基本構想に基づ

き各行政分野の施策を総合的、体系的に示す「基本計画」、基本計画に

定められた施策を展開するため、具体的な事業を定める「実施計画」

の３層から構成されています。

本プランは、「実施計画」で定める事業等のうち、令和２年度までに

本市が重点的に取り組む、市民一人ひとりがしあわせを実感できる都

市を実現するための事業等をまとめたものです。

第３節 計画期間 

本プランの計画期間は、平成２９年度から令和２年度までの４年間

とします。

第２章 構成 

本プランでは、市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市を実現

するための事業等として、市民のしあわせ倍増にかかる「しあわせ倍

増事業」及び高品質経営市役所への転換にかかる「高品質経営プログ

ラム」を掲げており、次のとおり３編で構成します。

第１編 しあわせ倍増プラン２０１７の策定に当たって 

本プランの策定に当たり、その目的及び期間、構成、進行管理の考

え方等について示しています。
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第２編 しあわせ倍増事業 

市民のしあわせ倍増にかかる「しあわせ倍増事業」として、１０の

倍増項目ごとに、事業効果を市民がより直接的に自身のしあわせとし

て実感しやすい、９０の事業を掲げています。

各事業については、概要（目的・目標等）を記した上で、現状と背

景、各年度の取組内容と目標、市民満足度を更に高める取組を記載し

ています。

【しあわせ倍増事業数】

倍増項目 事業数

１ 子どものしあわせ倍増 １１

２ 家族のしあわせ倍増 １３

３ 高齢者のしあわせ倍増  ７

４ 障害者のしあわせ倍増  ７

５ 医療・福祉（健幸倍増） １０

６ 文化・芸術による豊かさ倍増  ５

７ 市民・子どもの安心安全倍増 １５

８ 自然・環境倍増  ４

９ 暮らしやすさと絆の倍増  ８

１０ 中小企業対策の強化と雇用倍増 １０

合     計 ９０

第３編 高品質経営プログラム 

高品質経営市役所への転換にかかる「高品質経営プログラム」とし

て、「見える改革」、「生む改革」及び「人の改革」の３つの柱ごとに、

４６の取組を掲げています。

各取組については、改革の方向性並びに各年度の取組内容及び目標

のほか、算出が可能な取組に限り４年間の財政効果を記載しています。

【高品質経営プログラムの取組数】

柱 取組数

１ 見える改革 １８

２ 生む改革 １８

３ 人の改革 １０

計 ４６
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第３章 本プランの推進に当たって

第１節 しあわせ倍増事業の推進に当たって 

しあわせ倍増事業は、総合振興計画の「後期基本計画」で示す各行

政分野の施策を展開するための具体的な事業である、実施計画事業の

うち、令和２年度までに本市が重点的に取り組む、市民一人ひとりが

しあわせを実感できる都市を実現するための事業です。

そのため、しあわせ倍増事業の成果は、「後期基本計画」で示す施策

にかかる成果指標の数値の動向に大きく影響を及ぼします。

そこで、本書の巻末「参考３」に、しあわせ倍増事業の成果として、

特に関連する総合振興計画後期基本計画の成果指標を掲載しました。

第２節 高品質経営市役所への転換に当たって 

 今後４年間における行財政改革の目指すべき方向性として高品質経

営市役所への転換を掲げています。高品質経営市役所への転換に当た

っては、２つの側面からアプローチします。 

① 市民からみた「高品質経営」市役所

新たな取組を着実に実施するとともに、市民の声を市政に着実に

反映させ、市民が利用しやすいサービスを提供し、市民満足度が高

い市役所

② 職員にとっての「高品質経営」市役所

職員の質が高く、行政内部の無駄が徹底的に排除された、職員に

とって働きがいのある、ワーク・ライフ・バランスが確保された市

役所

また、「見える改革」「生む改革」「人の改革」を３つの柱として、そ

れぞれに目標指標を設定し、切れ目のない改革に取り組みます。
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① 見える改革

現状(平成２８年度) 目標(令和２年度) 

改革に対する評価 ４８％ ※1 ７０％ 

職員に対するイメージ ５９％ ※2 ７０％ 

※1 平成 28 年度さいたま市民意識調査の設問「（市民の声を取り入れた改革や民間の力

を活用した改革の事例を提示した上で、）最近の市民サービスをどう思いますか」に

おいて、「とても良くなっていると思う」「ややよくなっていると思う」と答えた市民

の割合 

※2 平成 28 年度さいたま市民意識調査の設問「最近の市職員のイメージをどう思います

か」において、「とても良くなっていると思う」「ややよくなっていると思う」と答え

た市民の割合

② 生む改革

目標（平成２９年度 令和２年度） 

財源創出額 
５６０億円（うち歳入確保７９億円、歳出

削減４８１億円）※1

※1 高品質経営プログラムの各事業（「見える改革」「人の改革」を含む）における「４

年間の財政効果」の合計５３２億円に、時間外勤務手当削減効果額２８億円を加えた

額です。 

③ 人の改革

現状(平成２８年度) 目標(令和２年度) 

職員 1 人当たりの時間外

勤務時間数 
１７．９６時間/月 １４．３９時間/月 

ワーク・ライフ・バラン

スの確保 
７０％ ※1 ８５％ 

働きがい ７７％ ※2 ８５％ 

改革・改善風土 ８０％ ※3 ８５％ 

※1 平成 28 年度さいたま市職員の働きがいや職場環境等に関するアンケートの設問「あ

なた自身のワーク・ライフ・バランスはとれていると思いますか」において、「思う」

「少し思う」と答えた職員の割合 

※2 平成 28 年度さいたま市職員の働きがいや職場環境等に関するアンケートの設問「現

在、働きがいを感じていますか」において、「強く感じている」「少し感じている」と

答えた職員の割合の２つを合わせた割合。 

※3 平成 28 年度さいたま市職員の働きがいや職場環境等に関するアンケートの設問「あ

なたの職場では、現状に満足することなく、常に仕事のやり方を見直すなど改革・改

善の風土があると思いますか」において、「思う」「少し思う」と答えた職員の割合 
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第４章 進行管理 

第１節 各年度の進行管理（内部評価） 

 本プランの各年度における進行管理は、各しあわせ倍増事業及び高

品質経営プログラムの各取組に設定した目標に対する達成状況を毎年

度点検し、評価を実施の上、各事業等の進捗状況を確認します。

 最終年度の令和２年度の評価に当たっては、これに加えて、各しあ

わせ倍増事業及び高品質経営プログラムの各取組の４年間の目標に対

する達成状況についても評価を実施します。

第２節 外部評価 

本プランの進行管理に当たっては、事業の進捗状況や成果を客観的

に検証するため、市民や有識者等による市民評価委員会を設置し、市

民等と行政が共に考えながら、市民目線による外部評価を実施します。

外部評価に当たっては、平成３０年度及び令和元年度においては、

前年度までの進捗状況に基づき評価を行い、令和２年度においては、

令和元年度までの進捗状況及び令和２年度の進捗見込みに基づき評価

を実施します。

なお、外部評価結果については、社会経済情勢の動向なども踏まえ

ながら、本プラン或いは総合振興計画の実施計画などへ反映させてい

きます。
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第２編  

しあわせ倍増事業 

【１０の倍増項目】 

第 １ 章  子どものしあわせ倍増 

第 ２ 章  家族のしあわせ倍増 

第 ３ 章  高齢者のしあわせ倍増 

第 ４ 章  障害者のしあわせ倍増 

第 ５ 章  医療・福祉（健幸倍増） 

第 ６ 章  文化・芸術による豊かさ倍増 

第 ７ 章  市民・子どもの安心安全倍増 

第 ８ 章  自然・環境倍増 

第 ９ 章  暮らしやすさと絆の倍増 

第１０章  中小企業対策の強化と雇用倍増 
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第１章 子どものしあわせ倍増 

“希望（ゆめ）と絆”の教育NO.１都市を実現！ 

１－１  奨学金返済支援制度の創設               

１－２  通級指導教室の拡充                  

１－３  特別支援学級の全校設置                

１－４  学校のリフレッシュ計画の推進             

１－５  学校トイレの洋式化等の推進              

１－６  生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業    

１－７  若者自立支援ルームの拡充               

１－８  さいたま市学習状況調査等の活用            

１－９  アクティブ・ラーニングの推進             

１－１０ 未来(みら)くる先生を活用したキャリア教育の推進   

１－１１ 学校・家庭・地域が連携した食育の推進       

しあわせ倍増事業
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担当　教育委員会事務局　学校教育部　学事課　電話:048-829-1647
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

　して行うため、3校9教室程度の新設が必要です。

・肢体不自由通級指導教室は、肢体不自由のある児童生徒の

　ニーズに対応するため、特別支援学校に1校1教室程度の新設が必要です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　特別支援教育室　電話:048-829-1667

・平成29年度、小学校の発達障害・情緒障害通級指導教室を

　約250人の待機児童がおり、待機解消及び適切な指導を継続

　減するため、3校3教室程度の新設が必要です。

・一方、中学校は現在、2校3教室ですが、今後、小学校から

　18校20教室新設し、計24校28教室になりました。

　の継続した指導を要する生徒を含め、約40人分の教室不足

　が見込まれ、教室不足の解消、生徒の通学による負担を軽

・難聴・言語障害通級指導教室は現在、6校22教室ですが、

小学校（発達・情緒）18校20教室(改修）
中学校（発達・情緒）1校1教室
小学校（難聴・言語）1校3教室
特別支援学校（肢体）1校1教室

中学校（発達・情緒）1校1教室
小学校（難聴・言語）1校3教室

中学校（発達・情緒）1校1教室
小学校（難聴・言語）1校3教室

通級指導教室の拡充

令和２年度令和元年度平成３０年度平成２９年度

　駅からの交通の便がよく通級による指導の希望が多い地域に新設します。
　また、通学の困難な児童生徒へ対応するため、教員の訪問による指導も併せて
実施し、市民満足度を高めます。

目
標

取
組
内
容

  通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒が、より身近な学校で適切な指導が受け
られるよう、通級指導教室の拡充を進め、令和2年度までに、小学校（発達・情緒）18校20教室を改修
し、中学校（発達・情緒）3校3教室、小学校（難聴・言語）3校9教室、特別支援学校（肢体）1校1教室を
増設します。

１－２ 通級指導教室の拡充

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

小学校発達障害・情

緒障害通級指導教

室新設学級の教室

改修

中学校発達障害・

情緒障害通級指導

教室の新設

小・中・特別支援学校の訪問型通級指導の実施

中学校発達障害・

情緒障害通級指導

教室の新設

中学校発達障害・

情緒障害通級指導

教室の新設

小学校難聴・言語

障害通級指導教室

の新設

小学校難聴・言語

障害通級指導教室

の新設

小学校難聴・言語

障害通級指導教室

の新設

特別支援学校

肢体不自由通級指導

教室の新設

【通級指導教室設置校数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　特別支援教育室　電話:048-829-1667

・平成29年5月1日現在、特別支援学級は、市立小

１－３ 特別支援学級の全校設置

障害のある児童生徒が住み慣れた地域で学ぶために、全ての市立小・中学校（浦和中学校を除
く）に特別支援学級を設置できるよう整備を進め、令和2年度までの4年間の累計で、特別支援学
級設置のための整備を17校実施し、整備率を100%とします。また、財政負担を軽減するため、可
能な限り空き教室の活用を行います。

　しています。

・したがって、特別支援学級未整備校は、市立小　

　学校11校、中学校6校の合計17校です。

・多様な学びの場の充実の観点から、全ての市立

　小・中学校に特別支援学級設置のための教室整

　学校に92校、中学校に50校、合計142校に整備

　備を完了します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

平成30年4月設置の
ための教室整備
　小学校…3校
　中学校…1校
　　　（計4校）

平成31年4月設置の
ための教室整備
　小学校…2校
　中学校…2校
　　　（計4校）

令和2年4月設置の
ための教室整備
　小学校…2校
　中学校…2校
　　　（計4校）

令和3年4月設置の
ための教室整備
　小学校…4校
　中学校…1校
　　　（計5校）

目
標

特別支援学級の全校設置（教室の整備率）　※浦和中学校を除く

4校整備（91.8％） 4校整備（94.3％） 4校整備（96.9％） 5校整備（100％）

　全ての市立小・中学校に、特別支援学級を設置できるよう教室整備を進
めることで、障害のある児童生徒が住み慣れた地域で学ぶことができるよ
うにし、教育環境の充実を図ります。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

空き教室の活用の検討

【特別支援学級整備済み校数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・さいたま市の学校施設は、市有建築物の約50％を占めており、多く

　は昭和40年代から50年代に建築され、老朽化が進行しています。

・今後の厳しい財政状況において、校舎や体育館などの学校施設の

　改修・建替え等を適切なタイミングで実施し、良好な学習環境を

　維持することが重要な課題となっています。

・「さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン」、

　「学校施設リフレッシュ基本計画」に基づき、改修・建替え等を進

　めておりますが、その際には、「コミュニティの核」として周辺の

　施設等との複合化を検討することとしており、与野本町小学校の複合化はそのモデルケースとなります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　管理部　学校施設課　電話:048-829-1642

１－４ 学校のリフレッシュ計画の推進

　安全・安心で持続的な教育環境を確保するため、学校施設リフレッシュ基本計画に基
づき、計画的な改修・建替えを実施し、与野本町小学校複合施設の供用を開始するとと
もに、令和2年度に大戸小学校・尾間木小学校の改修・建替えに着手します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

学校施設リフレッシュ基本計画に基づいた改修・建替えを実施

エレベーター棟設置工事着手
（与野本町小）

北校舎解体工事着手
複合施設建設工事着手
（与野本町小）

既存校舎改修工事着手
（与野本町小）

改築工事着手（大戸小）
改修工事着手（尾間木小）

　学校施設の改修・建替えを適切な時期に実施することで財政負担の平準
化を図るとともに、より良い教育環境を確保します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

躯体の健全性調査、基本・実施設計、工事等

実施設計

エレベーター棟設置工事

仮設校舎設置

北校舎解体工事

複合施設建設工事 複合施設供用開始

既存校舎・コミセン老朽化改修工事

【与野本町小学校の複合施設整備】

【与野本町小学校改修イメージ】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・家庭でも洋式トイレが一般的となっているなか、

　市立小・中学校のトイレ洋式化率は平成28年度末

　現在で50%にとどまっています。

・トイレ改修を積極的に実施し、洋式化率の向上を

　図る必要があります。

・学習環境を確保するため、老朽化したトイレの臭

　い対策を行う必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　管理部　学校施設課　電話:048-829-1642

１－５ 学校トイレの洋式化等の推進

　生活様式の変化に伴い、洋式トイレが一般的となっており、子ども達が不便を感じる
ことがないように、トイレの老朽化に配慮しつつ、洋式トイレの整備を進め、令和2年度
までに市立小・中学校のトイレ洋式化率を70.6%にします。

　子ども達が不便を感じることがないよう、トイレの洋式化を進めるとと
もに、臭い対策にも取り組むことで、学習環境の改善を図ります。

目
標

取
組
内
容

55.8% 70.6%65.4%59.7%

市立小・中学校のトイレ洋式化率向上

令和２年度令和元年度平成３０年度平成２９年度

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

設計・改修

修繕

臭い対策
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・生活困窮者の世代間の「貧困の連鎖」を防止するた

　め、世帯の状況に合わせた適切な支援が重要です。

・平成28年度、中学生がいる生活保護世帯を対象に学

　習に関する調査を実施したところ、登校できない、

　低学力等の不安を135人が抱えていましたが、その

　うち、学習支援事業による支援を受けた子どもは、

　44人（32.6%)に留まっています。

・このため、子どもの課題に応じた関係機関の連携に

　よる更なる支援の充実が必要となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　福祉部　生活福祉課　電話:048-829-1846

担当　教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室　電話:048-711-5479

１－６ 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業

　生活困窮者の世代間の「貧困の連鎖」を防止するため、学習等に不安を
抱えた生活保護受給世帯の中学生に対する学習支援の実施率を、令和2年度
までに60％にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

学習等に不安を抱えた生活保護受給世帯の中学生に対する学習支援の実施率

40% 47% 54% 60%

　複合的な課題を抱えた世帯の子どもの貧困の連鎖を防止し、社会的自立
を促すため、教室外支援の実施や、学校及び教育相談室等との情報共有を
始めとした連携など、きめ細かな支援を実施します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

・生活保護受給世帯の子どもや保護者に対する支援希望等の状況調査の実施及び要支援対象者の把握

・ケースワーカーによる事業への参加勧奨

・学習支援員によるアウトリーチ（教室外支援）の実施

・状況調査の結果を踏まえ民間の力を活かした施策等支援メニューの拡充

学習支援教室・学校・教育委員会とのケース会議開催、支援内容や子どもの状況の相互共有等によ

る連携方法の検討

学習支援教室・学校・教育委員会と連携した取組の実施

図 表

図表サイズは縦6cm×横10cmを目安とし
て下さい

※平成28年度学習支援対象者生活状況調査（調査対象428人）

未回答・その他

不安なし

278人

65.0%

不安あり

135人

31.5%

不参加

91人

67.4%

参加

44人

32.6%

学習等に関する

不安の有無

不安ありのうち

学習支援教室

参加の有無

【学習等に不安を抱えた生活保護受給世帯の

中学生の学習支援教室への参加状況】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・本市では、社会生活を営むうえで困難を有する

　若者への支援として、若者自立支援ルーム事業

　を運営し、より円滑な自立が果たせるよう、中

　間支援を行っています。

・平成28年度には年間延べ利用者数が8,763人と

　なり、ほぼ受け入れ限度数に達している状況

　です。

　今後は、事業の実施場所を増やすなど、受け

　入れ体制の拡充を行う必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課　電話:048-829-1716

１－７ 若者自立支援ルームの拡充

　困難を有する若者が１人でも多く円滑な自立が果たせるよう、令和2年度
までに年間延べ利用者数を12,000人に増やします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①若者自立支援ルーム年間延べ利用者数
②利用者アンケートで、自立に向かっていると回答した方の割合

①8,800人
②－

①8,800人
②60％

①8,800人
②62％

①12,000人
②64％

　交通の便が良い南浦和駅周辺で(仮称）第２若者自立支援ルーム事業を開
始し、多くの若者が利用しやすい環境を整えます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

社会的自立に向け、個人の状態に合わせた様々な自立支援プログラムを段階的に実施

（仮称）第２若者自立支援ルーム事業開始に向けた取り組み

事業開始建物実施設計 建物建設工事 開設準備

【若者自立支援ルーム年間延べ利用者数】

17



概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・本市では、国と市独自の学習状況調査を実施しています。本市

　は、平均正答率及び授業の理解度について大変良好な結果を示

　していますが、「国語、算数（数学）の勉強は好き」と回答し

　た児童生徒の割合は7割を超えません。また、国の学習状況調

　査において、本市の小6算数Aの標準化得点は他教科と比べ多少

　低い傾向にあります。

・国と市独自の学習状況調査等の結果を基に作成した「学力向上

　ポートフォリオ（注2）」を活用し、市立小・中学校160校が独自

　に、実態に応じた指導方法の工夫改善等を行い、児童生徒の

　「学びに向かう力」（意欲）を向上させるとともに、トップレ

　ベルである本市の学力の維持・向上を図ります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注2）学習状況調査等の結果を分析し、学校毎の課題等や児童生徒毎の正答率等を記録したもの。

担当　教育委員会事務局　学校教育部　教育研究所　電話:048-866-4391

（注1）全国の平均正答数が100となるように標準化した得点。また、令和元年度からは、A（知識）とB（活用）の一体
化に伴い、中３数学の標準化得点を用いることとします。

１－８ さいたま市学習状況調査等の活用

　「全国学力・学習状況調査」において、トップレベルである本市の学力を今後も維持・向上させるため、国と市独
自の学習状況調査等の結果を把握・分析し、実態に応じた指導方法の工夫改善を行い、令和2年度までに、「国語、
算数（数学）の勉強は好き」と答える児童生徒の割合を80%とします。また、全国学力・学習状況調査における、同
一集団の小6算数Aと中3数学Aの標準化得点（注1）の伸びを＋1.3以上とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　さいたま市学習状況調査等の結果から、児童生徒の励みとなる児童生徒用ポートフォ
リオや、保護者との協働を呼びかけるリーフレットを配付することにより、児童生徒の
「学びに向かう力」を向上させることで、市民満足度を高めます。

目
標

①全国学力・学習状況調査における、「国語、算数（数学）の勉強は好き」という質問に、肯定的な回答をする児童生徒の割合
②全国学力・学習状況調査における、同一集団の小6算数Aと中3数学Aの標準化得点の伸び

①小国63%・小算69%
　中国65%・中数63%
②+1.3以上(H26小6→H29中3)

①小国69%・小算73%
　中国70%・中数69%
②+1.3以上(H27小6→H30中3)

①小国75%・小算76%
　中国75%・中数75%
②+1.3以上(H28小6→R1中3)

①小国80%・小算80%
　中国80%・中数80%
②+1.3以上(H29小6→R2中3)

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

「学力向上ポートフォリオ」（学校用・児童生徒用）の作成・活用
※学校は、学習状況調査から明らかになった課題や学力向上策等をポートフォリオに記録し、指導方法の工夫改善を行います。

児童生徒は、ポートフォリオに示された調査結果を基に、学習を振り返ることができます。

「学力向上カウンセリング学校訪問」の実施
※学習状況調査から明らかになった各学校の成果や課題について指導・助言を行います。

「学びの向上クイックリポート」の動画配信サイトへの配信
※学習状況調査に関する情報を解説を付けてインターネット上に配信することで、児童生徒や家庭等が、問題の傾向や特徴的

な問題の解説を参考に、課題克服に取り組むことができます。

「課題克服応援シート」・「基礎学力定着プログラム」の作成・活用
※学習状況調査から明らかになった本市の児童生徒の課題の解決や、児童生徒に身に付けさせたい基礎的・基本的事項の定

着を図るためのワークシートを作成し、インターネット上で公開することで、家庭学習等で活用することができます。

「よい授業」の因子に基づく授業改善
※学力を付ける「よい授業」４つの因子に基づき、授業の工夫改善を進め、「学びに向かう力」の向上を図ります。
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・新学習指導要領（平成29年告示）が目指す基本的な方向性

  の一つに「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラー

  ニング）の視点からの学習過程の改善」が示されています。

・急激な情報化、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新

  等により、社会や職業の在り方そのものも大きく変化して

  います。そうした厳しい挑戦の時代を生き抜く力を身に付

  けるためには、学校教育における質の高い学びを実現し、

  子どもたちが学習内容を深く理解し、資質・能力（①知識

  ・技能、②思考力・判断力・表現力等、③学びに向かう力・

  人間性等）を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティ

  ブ）に学び続けるようにすることが大切です。 

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注）学力を付ける「よい授業」に必要な要素について児童生徒にアンケート調査を実施し、「よい授業」の達成状況

　　　を測るもの。

担当　教育委員会事務局　学校教育部　指導１課　048-829-1659 　 高校教育課　048-829-1671

１－９ アクティブ・ラーニングの推進

　子どもたちが学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付けられるよう、「主体的・対話的で
深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点からの授業改善」を図り、確かな学力を育成します。
令和2年度までに、達成状況調査（注）による、「よい授業」の達成状況を90%とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点からの授
業改善」により、知識・技能、思考力・判断力・表現力、学びに向かう
力・人間性等を育成します。

目
標

達成状況調査による、「よい授業」の達成状況

75% 83% 86% 90%

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

「アクティブ・ラーニング」型

授業研究会（仮称）の設立準備

＜本市における「アクティブ・ラーニング」＞

各教科等で身に付けさせたい資質・能力を育むための

授業改善の視点

「主体的な学び」

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形

成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り

強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ

なげる学び

「対話的な学び」

子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、

先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自

己の考えを広げ深める学び

「深い学び」

習得・活用・探究という学びの過程の中で、「見

方・考え方」を働かせながら、より深く理解したり、

考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考え

たり、創造したりすることに向かう学び

「アクティブ・ラーニング」を実現する授業の実践及び達成状況調査の実施、授業の改善

12年間の学びの連続性を意識した、
さいたま市「アクティブ・ラーニング」型授業研究会（仮称）の実施

大学等との共同研究の実施

大学等との共同研究を踏まえた、教育フォーラムの開催（年1回）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・様々な学力調査などによると、我が国の子どもたちは学習意欲に課題があり、

　自らの将来に不安があるなどの結果が出ていることから、夢をもたせ、意欲

　をもって学習に取り組めるようにすることが求められています。また、近年、

　地域における人間関係の希薄化が進んでおり、子どもたちが地域への誇りと

　愛着をもつことも望まれています。

・本市では、「知」「徳」「体」「コミュニケーション」のバランスのとれた

　子どもをはぐくむことを基本理念とした「さいたま市学校教育ビジョン」に

　基づく教育を推進してまいりました。本ビジョンでは、「ゆめをもち、未来

　を切り拓く、さいたま市の子ども」を目指す子ども像とし、「将来なりたい

　職業を見つけられる子ども」を具体的な子どもの姿の一つとして挙げています。

　平成30年度からは高等学校にも未来（みら）くる先生を派遣し、さらにキャリ

　ア教育の推進を図ります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　指導１課　電話:048-829-1660

　学校のニーズに合わせた講師リストの充実を図るとともに、マニュアル
を活用した、未来（みら）くる先生派遣事業の実施により、望ましい勤労
観や職業観を育みます。

目
標

授業振り返りアンケートによる、「将来の夢や自分の役割について考え、それを実現させる
ためには努力が必要」だと感じた児童生徒の割合

マニュアルの作成 80% 85% 90%

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　子どもたちの好奇心や感動する心などをはぐくむとともに、市への愛着を深めさせたり、キャ
リア教育の一環として、望ましい勤労観や職業観を育成するために、全ての市立学校に未来（み
ら）くる先生を派遣し、令和2年度までに、授業振り返りアンケートによる、「将来の夢や自分
の役割について考え、それを実現させるためには努力が必要」だと感じた児童生徒の割合を90%
とします。

１－１０ 未来(みら)くる先生を活用したキャリア教育の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

全ての市立小・中・高等・特別支援学校に未来（みら）くる先生を派遣

※平成30年度から新たに高等学校に派遣

民間企業・大学との連携を行うとともに、オリンピック・パラリンピックにゆかりのある講師の

充実を図る

マニュアルを活用した、未来（みら）くる先生派遣事業の実施将来に夢や希望を持

つという授業目的を

果たすための、マニュ

アルの作成

全ての市立幼稚園・

小・中・特別支援学

校に未来（みら）くる

先生を派遣

【未来（みら）くる先生による授業風景】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市内で活躍しているシェフに給食献立の提案及び調

　理をお願いする「地元シェフによる学校給食」は、平

　成21年度から取組を開始し、28年度までに、小・中・

　特別支援学校125校で実施しました。

・学校教育ファームを全ての市立小・中・特別支援学校

　で実施しています。

・学校給食において、児童と地域の方（学校評議員、防

　犯ボランティア等）と会食した小学校が平成28年度は

　36校ありました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課　電話:048-829-1679

１－１１ 学校・家庭・地域が連携した食育の推進

　学校における食育を推進するとともに地域の方との交流を深めるため、平成30年度以
降、「地域の方を招いた学校給食」（児童と地域の方との会食）を全ての市立小学校で
実施し、令和2年度には、全校で年間3回以上実施します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

「地域の方を招いた学校給食」（児童と地域の方との会食）の実施校数（市立小学校）

50校 全校実施 全校実施
※全校で年間2回以上実施

全校実施
※全校で年間3回以上実施

　「地域の方を招いた学校給食」（児童と地域の方との会食）を全小学校
で実施し、児童と地域の方々が交流する機会を増やすことで、学校におけ
る食育の推進を図るとともに、児童生徒の地域への愛着を深めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【地域の方を招いた学校給食】

「地元シェフによる学校給食」の実施

「地域の方を招いた学校給食」の拡充

※地域の方として、給食食材の地元生産者の方を追加

「学校教育ファーム」の実施

協力いただくシェフの拡充と実施校数の拡大

（20校実施） （30校実施） （40校実施） （60校実施）
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第２章 家族のしあわせ倍増  

「子育て楽しいさいたま市」と、さらに女性が輝

くまちの実現！ 

待機児童ゼロの実現と、親子の絆を深める子育て

支援の拡充！ 

２－１  保育需要の受け皿の確保                

２－２  保育人材確保対策の更なる強化             

２－３  「子育て支援型幼稚園」認定制度の創設・普及 

２－４  不妊治療支援の充実                  

２－５  妊娠・出産包括支援センターによる支援         

２－６  産後のケアの充実                   

２－７  余裕教室等を活用した放課後児童クラブの増設      

２－８  チャレンジスクールの充実               

２－９  子ども家庭総合センターの整備・運営          

２－１０ 多世代交流会食の支援強化               

２－１１ スクールソーシャルワーカーの拡充           

２－１２ パパサンデーなど父親の子育て参加の推進        

２－１３ 祖父母の子育て参加の推進        

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成25年度からの4年間で、認可保育所等の定

　員を6,405人増やし、平成29年4月1日現在の認

　可保育所等の定員数は、19,388人です。

・平成29年4月に、改正前の厚生労働省の定義に

　よる待機児童数ゼロを達成しましたが、利用保

　留児童のうち、育児休業中の方が約390人(平成

　26年～平成29年の各年4月1日時点の平均)おり、

　改正後の定義では、待機児童となります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注）平成29年3月31日付「保育所等利用待機児童数調査要領」による目標年度の翌年度4月1日現在の待機児童数を目標

　　年度の目標として評価

担当　子ども未来局　幼児未来部　のびのび安心子育て課　電話:048-829-1928

　様々な需要に対応できるよう多様な受け皿を確保します。

目
標

待機児童数(注）

300人 200人 100人 0人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　子どもを預けたい人が1人でも多く子どもを預けられるよう、認可保育所
などの多様な受け皿を確保し、令和3年4月までに待機児童数ゼロを目指し
ます。

２－１ 保育需要の受け皿の確保

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

子どもを預けたい人の受け皿の確保

保育需要の把握、対応の検討

12,983人 13,655人
15,524人

17,344人

19,388人

117人
128人

95人

24人 0人
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

30

60

90

120

150

H25 H26 H27 H28 H29

定員数 待機児童数

各年４月１日時点の認可保育所等定員数と待機児童数

(人) (人)
【各年４月１日時点の認可保育所等定員数と待機児童数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・保育需要に応じた保育の受け皿の確保を進

　める中、保育の担い手である保育士を確保し、

　保育の質の維持・向上を図る必要があります。

・このため、各年ごとに必要な保育士数の需要

　を的確に捉え、保育士の処遇改善などの就業

　継続支援や保育を担う人材の確保対策を図り、

　安心して児童を保育できる環境を整えること

　が強く求められています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注）目標年度の翌年度4月1日現在の各施設の保育士配置基準を満たしたか否かを目標年度の目標として評価

担当　子ども未来局　幼児未来部　保育課　電話:048-829-1865

 　　 子ども未来局　幼児未来部　幼児政策課　電話:048-829-1859

２－２ 保育人材確保対策の更なる強化

　保育士の処遇改善などの就業継続支援を図るとともに、新たな保育人材
の確保対策を強化することで、安定的な施設運営を行います。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

保育需要を踏まえた保育人材の確保（注）

確保 確保 確保 確保

　多様な保育ニーズに適切に対応できる保育環境を整えるため、保育人材
確保を推進し、円滑な保育運営を行います。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

保育士の処遇改善などの就業継続支援（保育士宿舎借り上げ支援事業の拡充 等）

新たな保育人材の確保対策（保育士確保対策事業、保育士資格取得支援 等）

保育需要を踏まえた保育人材確保対策の検討

(人) 【認可保育所等保育士数（各年４月１日時点）】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・女性の就業率の上昇などを背景に、幼稚園の

　就園率は下降傾向にあります。

・一方、平成25年度に実施した就学前児童世帯

　調査によると、幼稚園や幼稚園の預かり保育

　に対する利用意向は、現在の利用状況を上回

　る状況にあります。

・幼稚園の教育標準時間は4時間、教育週数は

　39週以上となっており、預かり保育の長時間

　化・通年化などの対応が求められています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　幼児未来部　幼児政策課　電話:048-829-1885

　子育て支援型幼稚園の利用者負担を軽減することで、保育園等との負担
の均衡を図り、多様な保育ニーズに応えられる選択肢を用意します。

目
標

子育て支援型幼稚園の新規認定数

制度設計 9園 8園 18園

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　就業の有無などのライフスタイルに関わらず、幼児教育を希望する世帯
の選択肢を増やすため、一定の要件を満たす幼稚園（「子育て支援型幼稚
園」）の認定制度を創設し、令和2年度までに35園認定します。

２－３ 「子育て支援型幼稚園」認定制度の創設・普及

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

預かり保育に対する

補助制度の拡充

子育て支援型幼稚園

認定制度の設計

小規模保育事業所との連携促進

利用者負担の軽減

子育て支援型幼稚園の認定・情報発信

保育コンシェルジュ等を通じた情報提供

(人)
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担当　保健福祉局　保健所　地域保健支援課　電話:048-840-2218
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

　にわたる継続的・包括的な支援をコーディネートできる体

　拡充しました。

　数1,862件）

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健所　地域保健支援課　電話:048-840-2208

　妊産婦等を包括的・継続的に支えることで、母親の孤立感や育児不安を
軽減し、子育てに関する安心感や自信を醸成します。

目
標

妊娠届出に伴う妊婦への情報提供・相談件数

7,000件 7,700件 8,500件 9,300件

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

　制の整備が求められています。

・このようなことから、平成28年度に妊娠・出産包括支援セ

　ンターを、3区にモデル的に設置し、平成29年度に10区に

　(平成28年度の妊娠届出に伴う妊婦への情報提供・相談件

令和２年度

取
組
内
容

　増大等を背景として、子育て家庭への妊娠期から子育て期

　安心して子育てできる環境を整備するため、妊娠期から子育て期にわた
るまでの切れ目ない支援体制を構築し、令和2年度までに妊娠届出に伴う妊
婦への情報提供・相談件数を年間9,300件にします。

・少子高齢化や核家族化の進展、母の孤立感・育事負担感の

２－５ 妊娠・出産包括支援センターによる支援

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

妊娠・出産包括支援センタ－を保健センター内への設置

妊娠期から、子育て世帯を継続的に支援

妊娠・出産包括支援センターや母子保健施策の情報提供、普及啓発

子育て支援部門等との連携強化

乳幼児相談

各種教室等、

母子保健事業

各
種
相
談

出
産
前
教
室
等

妊

婦

健

康

診

査

乳幼児

健診

産婦健診
（精神的な状況の

把握を含む）妊
娠
の
届
出

各
種
子
育
て
支
援
事
業産後ケア事業

支援が必要

妊娠・出産包括支援センター

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援】

妊娠 出産 乳児 幼児
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・少子高齢化や核家族化の進展、母親の孤立感・育

　児負担感の増大等を背景として、妊産婦や乳幼児

　は必ずしも安心・安全な環境にいるとは言い難く

　母と子の命と心を守る支援が求められています。

・産後のケアの充実をめざし、平成29年4月から、

　訪問型の産後ケアを開始、10月からは、出産後間

　もない時期の産婦健康診査のなかで、母親の精神

　的な状況を把握し、必要なサービスにつなげる仕

　組みを構築します。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健所　地域保健支援課　電話:048-840-2208

　支援が必要な産婦を適切に把握し、支援していくことで、母親の孤立感
や育児不安を軽減し、子育てに関する安心感や自信を醸成します。

目
標

産婦健診・産婦新生児訪問対象者のうち精神的な状況を把握した産婦の割合

70% 80% 95% 100%

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　産婦が安心して生活し、不安や負担を軽減しながら育児ができるよう、産後早期に心
身のケアや育児のサポート等を行うため、令和2年度までに産婦健康診査等の対象者のう
ち精神的な状況を把握した産婦の割合を100%にします。

２－６ 産後のケアの充実

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

産婦新生児訪問事業等と連携した産後ケア事業（訪問型）の実施

産婦のニーズの把握

産後のケアの在り方の検討
検討結果を踏まえた産後ケアの充実

産婦健康診査で産婦の精神的な状況の把握・支援

乳幼児相談

各種教室等、

母子保健事業

各
種
相
談

出
産
前
教
室
等

妊

婦

健

康

診

査

乳幼児

健診

産婦健診
（精神的な状況の

把握を含む）妊
娠
の
届
出

各
種
子
育
て
支
援
事
業産後ケア事業

支援が必要

妊娠・出産包括支援センター

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援】

妊娠 出産 乳児 幼児

早期産後ケア

（訪問型）の開始

訪問型以外の産後ケア

について検討・充実
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成27年4月に、受入対象学年が6年生まで拡

　大され、入室児童数は上昇を続けています。

・放課後児童クラブの受入児童数拡大のため、

　民間物件の活用とともに、余裕教室等の活用

　による施設整備を進めています。

・教育委員会との連携によって、余裕教室の活

　用を含む学校用地内に設置している施設は、

　平成29年4月1日現在、61か所です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども育成部　青少年育成課　電話:048-829-1717

　　　教育委員会事務局　管理部　学校施設課　　　電話:048-829-1642

　余裕教室等を活用した放課後児童クラブを整備することで、運営者の負
担軽減と児童の安全確保を図り、子育て世代が安心して就労できる環境を
提供します。

目
標

余裕教室等を活用した施設整備数

取
組
内
容

1施設 2施設 5施設 4施設

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　放課後児童クラブの待機児童解消と育成支援の環境の向上を目指し、小
学校の余裕教室の活用を含めた施設整備を進め、令和2年度までに余裕教室
等を活用した施設整備数を12施設とします。

２－７ 余裕教室等を活用した放課後児童クラブの増設

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【放課後児童クラブの施設数、入室児童数、待機児童数の推移】

市長部局と教育委員会の連携体制の充実

施設修繕工事

（設計が必要な場合） 設計・改修工事
クラブ開設

クラブ開設

施設修繕工事

クラブ開設

改修工事
クラブ開設

クラブ開設

余裕教室の状況

把握・協議

施設修繕工事

余裕教室の状況

把握・協議

余裕教室の状況

把握・協議

余裕教室の状況

把握・協議

入室児童数（人）
施設数（か所）

待機児童数（人）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

　もを対象としたアンケートで、参加して「よかっ

　た」「どちらかといえば、よかった」と答えた割

　合は94.5%でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習振興課　電話:048-829-1703

　子どもたちがチャレンジスクールに参加して良かったと感じられるよ
う、学習支援や体験活動の充実、研修会実施によるスタッフのスキル向上
を図ります。

①205,000人
②95%

①205,000人
②95%

①205,000人
②95%

①205,000人
②95%

目
標

①チャレンジスクール延べ参加児童生徒数（年間）
②チャレンジスクールに参加して「よかった」「どちらかといえば、よかった」と答えた子どもの割合

取
組
内
容

　もは延べ191,404人でした。また、参加した子ど

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　として、土曜チャレンジスクールをすべての市立

　小・中学校で、放課後等に児童が安全・安心に活

　動できる場として、放課後チャレンジスクールを

　すべての市立小学校で実施しました。

・平成28年度、チャレンジスクールに参加した子ど

・土曜日等に児童生徒が自主的な学習に取り組む場

　地域社会の中で子どもたちが、基礎学力の向上や、心豊かで健やかにはぐくまれるようにチャ
レンジスクールの充実を図り、令和2年度までの4年間の累計で、チャレンジスクールに参加する
児童生徒数を延べ820,000人とします。また、チャレンジスクールに参加して「よかった」「ど
ちらかといえば、よかった」と答えた子どもの割合を95%とします。

２－８ チャレンジスクールの充実

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

御協力いただくスタッフを対象とした研修会実施によるスキル向上、会議開催による情報の共有化

民間事業者と連携した

学習支援の実施に向

けた準備

民間事業者と連携した

学習支援をモデル校に

おいて実施

民間事業者と連携した

体験活動の実施に向

けた準備

民間事業者と連携した学習支援の実施校を

順次拡大

土曜チャレンジスクール及び放課後チャレンジスクールの実施

（チャレンジスクールの拡充）

（チャレンジスクールの拡充）

民間事業者と連携した

体験活動をモデル校

において実施

民間事業者と連携した体験活動の実施校を順

次拡大
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・子どもの問題の背景には、発達障害などの「本

　人に生じる問題」や、夫婦間ＤＶなどの「家庭

　の問題」、いじめなどの「学校内の問題」が複

　雑に絡み合っています。これらの現状に適切に

　対応するため、気軽に相談できる窓口の設置や、

　専門機関との連携強化を図ります。

　また、企画・研究を通して常に最新の課題へ対

　応することが求められています。

（２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども家庭総合センター　電話:048-711-1798

　子育て中の親子や小中学生が日常的に訪れることができる場所を提供
し、親子同士、子ども同士の交流を促進します。また、相談窓口に付帯し
た交流の場を通して、気軽に相談サービスを利用できる環境を整えます。

目
標

総合相談窓口利用者のうち親身に相談に乗ってくれたと回答した人の割合

施設竣工 アンケート調査実施 90% 90%

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　子ども及び家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども及び家庭並びに地域の子
育て機能を総合的に支援するため、さいたま市子ども家庭総合センターを整備し、令和2
年度に総合相談窓口利用者のうち親身に相談に乗ってくれたと回答した人の割合を90％
以上に維持します。

２－９ 子ども家庭総合センターの整備・運営

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

本人に生じる問題
発達障害、反応性愛着障害

等

家庭の問題
夫婦間ＤＶ、虐待加害、ネグレク

ト、アルコール・薬物等の問題、

親の精神疾患 等子どもの問題
不登校、ひきこもり、学業不振、

自傷行為、自殺、暴力、非行、

摂食障害、身体症状、被虐待

等

学校内の問題
いじめ（加害、被害）、友人や先輩・後輩との

トラブル、教師との関係の問題 等

施設整備・開設準備 ぱれっとひろば等の親子や小中高生の居場所や交流の場を提供

総合相談の実施（ワンストップ相談機能の強化、専門機関同士の連携）

地域活動、世代間交流を推進

インクルーシブ子育て支援事業・（仮称）子育て支援トレーナー講座の開催
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概要（目的・目標等）

（１）現状と背景
・核家族化の進展、共働き世帯の増加等により、

　家庭内で親子がふれあう時間が短くなり、子

　どもが独りで食事を摂らざるを得ない状況が

　危惧されています。

・また、子どもが地域の方々と接する機会の減

　少や、子どもだけでなく各世代間、地域内の

　つながりの希薄化も懸念されています。

(２) 各年度の取組内容と目標

①6か所増
②1,400人

①2か所増
②2,000人

①2か所増
②2,400人

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課　電話:048-829-1909

　参加者に子育て・孫育て施策についての情報提供を行い、各施策の利用
を促すことで、市民満足度を高めます。

目
標

①事業実施箇所数の拡大
②年間延べ利用者数

①4か所増
②400人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　地域社会の中で、子どもが様々な世代との交流を通じて健全に成長できる環境づくり
を推進するため、令和2年度までに多世代交流会食を市内14か所で実施するとともに、4
年間の累計で延べ利用者数を6,200人とします。

２－１０ 多世代交流会食の支援強化

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

多世代交流会食に継

続的に取り組む団体

等への補助（モデル実

施）

多世代交流会食に継続的に取り組む団体等への補助

広報、場所の確保、支援者との連携等の協力

【多世代交流会食の様子】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・いじめの問題や不登校等に関する法律等においても、心理や

　福祉の専門家等による対応が求められています。

・平成28年度よりSSW20名を市内6か所の教育相談室に配置し、

　全ての市立学校へ、月1回程度、派遣しています。

・様々な課題に対し、より迅速かつ継続的な支援を行うことが

　求められており、学校だけでは支援が難しいケースは、関係

　機関等につなげ、連携して支援を行う必要があります。

　平成28年度、関係機関等と連携して支援した件数は703件です。

・平成28年度にSSWが対応した支援内容を見ると、家庭環境への

　の支援を多く行ったのは、小学校です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

２－１１ スクールソーシャルワーカーの拡充

  複雑化・多様化する子どもの状況への対応を強化するため、福祉の専門的知識を有するスクー
ルソーシャルワーカー（SSW）（注） が、全ての市立学校で相談・支援を行う頻度を高め、令和2
年度までの4年間の累計で、学校だけでは対応が難しいケースを関係機関等と連携して支援した
延べ件数を8,730件とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

3,415件

　スクールソーシャルワーカーが各学校で相談・支援を行う頻度を高める
ことで、様々な課題に対し、より迅速かつ継続的な支援を行います。

(注）社会福祉等の専門的知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行う者。

担当　教育委員会事務局　学校教育部　総合教育相談室　電話:048-711-5479

取
組
内
容

目
標

学校だけでは対応が難しいケースを関係機関等と連携して支援した延べ件数（年間）

700件 1,960件 2,655件

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

○SSW20人配置(現状）

・教育相談室配置

○SSW31人配置(11人増員）

・さいたま市SSW経験者は小学校配置

・さいたま市新規採用者は教育相談室配置

○SSW42人配置（平成29年度より22人増員）

・さいたま市SSW経験者は小学校配置

・さいたま市新規採用者は教育相談室配置

○SSW54人配置（平成29年度より34人増員）

・さいたま市SSW経験者は学校配置

・さいたま市新規採用者は教育相談室配置

・令和3年度より、全員、学校配置

【平成28年度 SSWが支援した内容（複数回答）】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平日だけでなく、父親が参加しやすい土曜日・

　日曜日にも子育て支援センター（単独型）にて

　父親向け講座・イベント等を開催しています。

　平成28年度の保護者利用者数は138,172人(うち

　男性10,439人)でした。

・平成28年度の子育て支援センター(単独型)の男

　性保護者の利用者数とパパ・スクールの参加者

　数の合計は、10,530人でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

①13,700人
②92％

①14,200人
②97％

①14,700人
②97％

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課　電話:048-829-1271

２－１２ パパサンデーなど父親の子育て参加の推進

　父親の子育て意欲の向上や子育て参加の促進を図るため、令和2年度までの4年
間の累計で子育て支援センター（単独型）の男性保護者の利用者数、パパ・ス
クール及び児童センターにおける父親参加型イベントの参加者数を53,800人にす
るとともに、利用者等のうち子育てへの関心が高くなった割合を97％とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①子育て支援センター(単独型)の男性保護者の利用者数、パパ・スクールの参加者
数及び児童センターにおける父親参加型イベント参加者数
②子育てへの関心が高くなったと回答した参加者の割合

①11,200人
②アンケート調査の
実施

　子育て支援センター(単独型)の男性保護者の利用者数、パパ・スクール及び児
童センターにおける父親参加型イベントの参加者数が増えるよう、父親向け講
座・イベントの内容等を工夫して実施します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

10月より
日曜開所開始

パパサンデー、パパ・スクールなど父親向け講座・イベントの実施

子育てＷＥＢ等子育て世帯が利用する媒体にて周知・啓発

子育て支援センター（単独型）における日

曜開所月2回実施、日曜開所拡大の検
討・準備

子育て支援センター

（単独型）における

日曜開所の月4回実
施施設数 3か所

子育て支援センター

（単独型）における

日曜開所の月4回実
施施設数 6か所

児童センターにおける父親参加型イベントの実施

(人)
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・父母だけでなく祖父母も含めた3世代の子育て

　を応援するため、平成27年度から祖父母手帳

　を活用した孫育て講座を子育て支援センター

　（単独型）で開催しました。

・平成28年度は、3施設において3回コースの講

　座を開催し、延べ293人の祖父母等が参加しま

　した。

(２) 各年度の取組内容と目標

①600人
②91%

①700人
②98%

①800人
②98%

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　子ども育成部　子育て支援政策課　電話:048-829-1271

　孫育て講座だけでなく祖父母手帳を活用した周知を行い、祖父母
世代の子育て知識の向上や地域の子育て活動への参加促進を図りま
す。

目
標

①孫育て講座への参加者数
②子育てへの関心が高くなったと回答した参加者の割合

①400人
②アンケート調査の
実施

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　祖父母世代の子育て知識の向上や地域の子育て活動への参加促進を図るため、
令和2年度までの4年間の累計で講座等の参加者数を2,500人にするとともに、利
用者のうち子育てへの関心が高くなった割合を98%とします。

２－１３ 祖父母の子育て参加の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

孫育て講座の実施

（実施施設数：6施
設）

孫育て講座の実施

（実施施設数：子育て支援センター（単独型）全10施設）

(人)(施設数)
【孫育て講座への参加者数と開催施設数】
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第３章 高齢者のしあわせ倍増  

高齢者が健幸で、生き生きと輝く、安心できる健

幸長寿のまちの実現！

３－１  セカンドライフ支援センターの開設       

３－２  シルバーポイント(いきいきボランティアポイント)事業

３－３  シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業 

３－４  アクティブチケット交付事業           

３－５  宝来グラウンド・ゴルフ場の利用促進          

３－６  東楽園の再整備                    

３－７  認知症サポーターの拡充と認知症高齢者等の支援 

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・本市では、高齢者の就労についてはシルバー

　人材センター事業、ボランティア活動につい

　てはシルバーバンク事業、地域活動へ参加す

　るきっかけとして高齢者大学（シニアユニバ

　ーシティ）事業をそれぞれ実施してきました。

・他市においては、高齢者の就労、ボランティ

　ア、余暇活動等の情報を集約して発信する窓

　口やWebを構築している事例があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-881-8627

３－１ セカンドライフ支援センターの開設

 高齢者のセカンドライフに対する多様なニーズに対応するため、セカンドライフ支援に
関する情報を集約して発信するセカンドライフ支援センターを開設し、令和2年度までの
累計で相談件数を1,700件とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

セカンドライフ支援センターの開設と相談件数

設置・運営方針確定
関係機関連絡会議の設
置

700件 1,000件

　多岐にわたる高齢者の活動分野の中で、ニーズの高い分野について支援
を行える体制づくりを進めるとともに、関係機関と連携し、情報を集約し
て提供するよう取り組みます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

調査検討、セミナー開催

Ｗｅｂシステムの設計・構築

センター開設 運営

運用

関係機関との連携
関係機関連絡会議設置
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市内在住の60歳以上の方がこの事業に登録し

　ている介護施設等でボランティア活動をした

　場合などに、ポイントが貯まります。

　貯まったポイントは、奨励金や「シルバー

　元気応援券」と交換、又は福祉団体等に寄附

　できます。

・平成29年4月1日から児童施設や障害者（児）

　施設もボランティア受入施設になりました。

・平成28年度末時点の登録者数8,452人、登録施設数340施設

(２) 各年度の取組内容と目標

①1,500人 ②60施設
③60％

①1,650人 ②60施設
③75％

①1,750人 ②60施設
③80％

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-881-8627

３－２ シルバーポイント(いきいきボランティアポイント)事業

　高齢者の社会参加、生きがいづくりを支援し、介護予防活動及びボランティア活動を
推進するため、令和2年度までの4年間の累計で新規登録者数を5,820人、新規登録施設数
を240施設、友人・知人との交流が増加したと回答した方の割合を80％にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①シルバーポイント（いきいきボランティアポイント）事業の新規登録者数
②新規登録施設数　③友人・知人との交流が増加したと回答した方の割合
①920人
②60施設

　参加者の健康への意識や介護予防の効果を検証し、その結果を周知する
ことで、参加者の満足度を高めます。また、高齢者の社会参加、生きがい
づくりを促進できるようボランティアの受入施設を増やします。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

登録者数及びボランティア受入施設の増加を図るため事業のPR活動を実施

上記効果検証等を踏まえた事業の見直し

アンケートや介護認定者数の比較などにより事業が心身の健康につながっているか等の効果検証

(人)
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市内在住の65歳以上の方がこの事業の登録団体

　等で健康づくりなどの活動をした場合にポイン

　トが貯まります。

　貯まったポイントは、奨励金と交換できます。

　【活動内容】

　　スポーツ活動、文化芸術活動等

・平成29年4月1日から健康マイレージと連携しま

　した。

・平成28年度末時点の登録者数28,385人

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-881-8627

３－３ シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業

　高齢者の生きがいづくり、健康づくり、介護予防活動の推進を図るた
め、令和2年度までの4年間の累計で新規登録者数を17,900人、友人・知人
との交流が増加したと回答した方の割合を80％にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業の新規登録者数
②友人・知人との交流が増加したと回答した方の割合

①3,800人 ①4,500人
②60％

①4,800人
②75％

①4,800人
②80％

　参加者の健康への意識や介護予防の効果を検証し、その結果を周知する
ことで、参加者の満足度を高めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

登録者数及び長寿応援団体の増加を図るため事業のPR活動の実施

上記効果検証等を踏まえた事業の見直し

アンケートや介護認定者数の比較などにより事業が心身の健康につながっているか等の効果検証

(人)
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市民保養施設などの公共施設等を無料又は割

　引料金で利用できるアクティブチケットを以

　下のいずれかに該当する方に交付しています。

［対象者］

□市内在住の75歳以上の方

□シルバーポイント事業のポイント交換者

□65歳以上で、一般介護予防事業に参加した方

・平成29年4月1日現在の利用可能施設24施設

・平成28年度末の利用枚数68,883枚、交付者数13,225人

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-881-8627

　利用可能施設を増やし、利用施設の所在の偏りを解消することで、利用
者の満足度を高めます。

目
標

①アクティブチケット新規交付者数
②アクティブチケットの利用により「健康を維持できるようになった」と回答した方の割合

①4,900人 ①4,900人
②55％

①5,580人
②60％

①5,750人
②65％

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　高齢者の外出機会の増加、閉じこもり防止や介護予防のため、令和2年度
までの4年間の累計で新規交付者21,130人、アクティブチケットの利用によ
り「健康を維持できるようになった」と回答した方の割合を65％にしま
す。

３－４ アクティブチケット交付事業

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

新規交付者数の増加を図るため事業のPR活動を実施

アクティブチケット利用可能施設等の拡大について検討

【アクティブチケット利用可能施設一覧（平成29年4月1日現在）】

上記効果検証等を踏まえた事業の見直し

アンケートや介護認定者数の比較などにより事業が心身の健康につながっているか等の効果検証

うらわ美術館　 大宮盆栽美術館
宇宙劇場 青少年宇宙科学館
健康福祉センター西楽園 桜環境センター余熱体験施設
見沼ヘルシーランド 沼影市民プール
大和田公園プール 原山市民プール
三橋総合公園プール 三橋プール
下落合プール 岩槻温水プール
記念総合体育館（トレーニング室等） 浦和駒場体育館（トレーニング室等）
大宮武道館（弓道場） 浦和西体育館（トレーニング室等）

（福島県）ホテル南郷 （群馬県）新治ファミリーランド
（新潟県）六日町山の家 埼玉県立近代美術館
埼玉県立歴史と民俗の博物館 鉄道博物館

無料で利用できる施設（18施設）

割引料金で利用できる施設（6施設）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・さいたま市で初となる、日本グラウンド・ゴ

　ルフ協会公認のグラウンド・ゴルフ場の整備

　を進めています。

・さいたま市シルバーポイント（長寿応援ポイ

　ント）事業を活用して、グラウンド・ゴルフ

　を楽しむ高齢者もいることから、グラウンド

　・ゴルフの活性化が期待できます。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-829-1259

３－５ 宝来グラウンド・ゴルフ場の利用促進

　グラウンド・ゴルフ競技人口を拡大し、高齢者の生きがいづくりや市民
の健康を増進するため、令和2年度までの累計で宝来グラウンド・ゴルフ場
の延べ利用者数を27,000人にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

グラウンド・ゴルフ場の延べ利用者数

開設準備 2,800人 12,000人 12,200人

　グラウンド・ゴルフ競技を通じた高齢者の生きがいづくり、市民の健康
増進を図るため、積極的なＰＲ活動を行います。また、利用者アンケート
等の実施により、利用者ニーズを把握し、サービスの向上に努めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

図 表

整備工事

指定管理者の指定

開設準備

グラウンド・ゴルフ講座の実施

次期指定管理者

の指定

公認コース

認定申請

●

施設オープン

●

公認

【宝来グラウンド・ゴルフ場（平成29年9月、整備中）】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・サーマルエネルギーセンターの余熱の有効利用

　を図る必要があります。

・浴場や集会室等を有する現在の東楽園（見沼区

　膝子）は、築35年が経過し老朽化が進行してい

　るため、今後建物保全のため膨大な費用が見込

　まれます。

・現在の東楽園は、利用者数に見合った駐車場が

　確保されていないため、慢性的な駐車場不足に

　陥っています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　高齢福祉課　電話:048-829-1259

　施設整備に関する市民ニーズを的確に把握しつつ、介護予防・健康増進
等の機能を導入し、市民の健康寿命の延伸に役立つ施設となるよう整備を
進めます。

目
標

東楽園の再整備

基本構想の策定 基本計画の策定 建築基本設計着手 造成実施設計着手

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　サーマルエネルギーセンターの余熱の有効利用を図り、市民の健康寿命
の延伸等の一助となるよう東楽園を再整備するため、令和2年度までに、用
地取得と並行して建築基本設計を実施し、造成実施設計に着手します。

３－６ 東楽園の再整備

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

整備予定地の特定を含めた基本構想の策定

施設の機能、規模を具現化した基本計画の策定。同時にPFI導入可能性調査の実施

建築基本設計の実施、造成実施設計着手

用地取得交渉

現在の東楽園
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市内の認知症高齢者は、平成28年度末には26,468

　人となっており、今後も増加する見込みです。

・近年は、もの忘れ検診や認知症初期集中支援

　チームなど、認知症の早期診断・早期対応を

　目的とした事業を重点的に取り組んでいます。

・また、認知症サポーターの拡充による認知症の方

　にやさしい地域づくりが重要となっています。

　なお、認知症サポーターの養成者数は平成28年度

　末で総計54,546人です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課　電話:048-829-1286

３－７ 認知症サポーターの拡充と認知症高齢者等の支援

　認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく
暮らし続けることができるよう、認知症サポーターの養成者数を令和2年度
までの4年間の累計で35,654人（総計90,200人）にするとともに、おれんじ
パートナーの養成者数についても目標を設定し、令和元年度からその目標
に向けて取組を実施します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①認知症サポーターの養成者数
②おれんじパートナーの養成者数

①7,454人 ①8,200人
②目標設定に向けた傾
向分析

①10,000人
②110人

①10,000人
②120人

　認知症サポーターステップアップ講座の修了者（おれんじパートナー）
の地域におけるボランティア活動を促進し、認知症の方やその家族にやさ
しい地域づくりを推進します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

認知症サポーター養成講座の開催、市職員のサポーター養成とオレンジリング普及の推進

もの忘れ検診の本格実施

認知症サポーターステップアップ講座によるおれんじパートナーの養成

もの忘れ検診のモデル実施

認知症初期集中支援チームによる支援

認知度向上に向けた周知媒体の検討、周知の実施

おれんじパートナー養成者数の目標設定に向けた傾向分析、目標に向けた実施
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第４章 障害者のしあわせ倍増  

障害のある方が地域の中でいきいき輝き、ともに

支え合うノーマライゼーション都市の実現！ 

４－１  グループホームの拡充                        

４－２  「さいたまステップアップオフィス」の拡充       

４－３  障害者の働く場づくりの推進              

４－４  障害者就労施設等からの物品等の優先調達     

４－５  精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築     

４－６  総合療育センターの機能の拡充             

４－７  東京 2020 大会に向けたバリアフリー化等の推進      

しあわせ倍増事業
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担当　保健福祉局　福祉部　障害政策課　電話:048-829-1307
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成26年12月に障害者（知的障害者・精神

　障害者）が就労経験を積むためのステップ

　アップの場として、市役所内に「さいたま

　ステップアップオフィス」を開設しました。

・オフィスで働くスタッフ（障害者）は雇用

　期間中に就労に向けたスキルの習得により

　民間企業等への就職を目指します。

・平成28年度の市内就労移行支援事業所への

　調査では、就職率は20％となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

①4人
②25%

①2人
②25%

①2人
②25%

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　総務局人事部人事課　電話:048-829-1090

担当　教育委員会事務局管理部教育総務課　電話:048-829-1624

担当　保健福祉局福祉部障害者総合支援センター　電話:048-859-7266

　雇用期間中に、スタッフの課題の改善及び就労に向けたスキルの習得状
況や就職のタイミングを考慮した上で、民間企業等とのマッチングを行い
ます。

①定員増に向けた執務環
境整備
②25%

目
標

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

①さいたまステップアップオフィススタッフの増員数
②民間企業等への就職率

取
組
内
容

　民間企業等で就労をめざす障害者（知的障害者・精神障害者）の支援体制づくりを進
めるため、令和2年度までの4年間の累計で「さいたまステップアップオフィス」の定員
を8人増やし、各年度の定員に対する民間企業等への就職率を25％とします。

４－２ 「さいたまステップアップオフィス」の拡充

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

さいたまステップアップ

オフィスの定員増

（定員10人 14人）

新さいたまステップアップ

オフィスの開設

（定員2人）

開設準備

増員準備

さいたまステップアップオフィススタッフへの支援

（スキルアップ支援・民間企業等へのマッチング・就職後のフォローアップ）

新さいたまステップアップ

オフィスの定員増

（定員2人 4人）

(人)
【さいたまステップアップオフィススタッフ定員数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・障害者の働く場は、一般企業（障害者雇用）や

　障害者就労施設等がありますが、本人の障害の

　状況によっては、業務内容、労働条件や職場環

　境に馴染めず、体調を崩してしまうこともあり、

　働きたくても働けない障害者がいます。

・就労が難しい障害者が働く場所として、特例子

　会社やソーシャルファーム等と連携し、多様な

　就労の場の創出が求められています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当  保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター　電話:048-859-7266

 保健福祉局　福祉部　障害支援課　電話：048-829-1305

 保健福祉局　福祉部　障害政策課　電話：048-829-1307

 経済局　商工観光部　産業展開推進課　電話：048-829-1371

　障害者就労施設等の事業者が共同して受注ができる共同受注の取組を支
援することで受注できる仕事を増やし、障害者の賃金向上につなげます。

目
標

特例子会社またはソーシャルファームの新規事業者数

他自治体の取組状況の
調査

ソーシャルファームの
指針策定

ソーシャルファームの
モデル事業実施

3事業者

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　就労が難しい障害者の働く機会を拡大するため、特例子会社(注1)への就
労体験支援を行うとともに、令和2年度までに特例子会社またはソーシャル
ファーム(注2)を3か所創設できるよう支援します。

４－３ 障害者の働く場づくりの推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

図 表

図表サイズは縦6cm×横10cmを目安として下さい

障害者の働く場作りの周知・啓発

・ソーシャルファームの運営支援

・設備費補助金、運営補助金交付

(注2) ソーシャルファームとは、一般就労が難しい障害者等に対し、企業的経営手法を用い、最小限の公的支援で、就労の場を提供するもの。

一般企業

障害者
就労施設

(注1) 特例子会社とは、企業が障害者の雇用を促進する目的でつくる子会社である。親会社の雇用とみなして雇用率に算定できる。

特例子会社

ソーシャル
ファーム

就労へ向けた支援

・障害者就労施設から特例子会社等への就労体験支援

事業者によるソーシャルファームの運営

・モデル実施 ・本格実施

・事業検証

・ソーシャルファームの指針策定
・ソーシャルファーム事業者調査・選考

【ソーシャルファームのイメージ図】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成25年4月1日に施行された「国等による障害

　者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

　る法律」の規定に基づき、本市の「障害者優先調

　達推進方針」を策定し、調達方針に定めた調達件

　数の達成のため、施設等からの調達について、全

　庁を挙げて推進しています。

　（平成28年度調達実績：86件）

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　福祉部　障害支援課　電話:048-829-1308

　保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター　電話:048-859-7255

４－４ 障害者就労施設等からの物品等の優先調達

　障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、令和2年度ま
での4年間の累計で障害者就労施設等からの物品又は役務の調達件数
を712件にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目
標

障害者就労施設等からの調達件数

取
組
内
容

95件 187件 205件 225件

　施設等が提供可能な物品等の情報を提供するなど、施設等との
マッチングを強化することにより、障害者就労施設からの調達の機
会を増やします。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合がありま

優先調達推進方針の策定・調達の推進

マッチング強化のための取組の実施

更なる調達推進のための取組の検討・実
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・うつ病や認知症等を含め、精神疾患による障害

　の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自

　分らしく暮らすことができるよう、国は新たな

　政策理念として、「入院医療中心から地域生活

　中心」を掲げ「精神障害にも対応した地域包括

　ケアシステム」の構築を進めています。

・システムの構築には、各支援機関の専門職が協

　働してケア会議や訪問支援（アウトリーチ）を

　行い、保健・医療・福祉サービスを包括的に提

　供するなど、丁寧な支援が重要とされています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　こころの健康センター　電話:048-851-5787
 保健福祉局　福祉部　障害支援課　電話:048-829-1309
 保健福祉局　保健所　精神保健課　電話:048-840-2223

４－５ 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築

　精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らす
ことができるよう、地域包括ケアシステムを構築し、令和2年度までに精神
障害者への訪問支援(アウトリーチ)を延べ72人に実施します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

訪問支援の延べ人数

現状及びニーズの把握 モデル事業方針の決定 24人 48人

　訪問支援を通じて精神障害を持つ本人や家族等のニーズを捉え、それぞ
れに合った支援を行います。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

モデル事業（訪問支援）

の実施

現状及びニーズの把握 事業方針の決定 モデル事業の検証

及び拡大

訪問支援強化のための関係者研修

指針整備や事例研究による訪問支援の回数等

拡充に向けての取組
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・医療的ケア児の支援の高度化や発達障害の社会的

　認知から、医学的診断・指導を要する障害児等が

　増え、初診・再診ともに予約がとりにくく平成28

　年度の初診数は859件でした。

・非常勤医師の増員等により初診待ち期間は、減少

　傾向にありますが、引き続き初診待ち期間を短く

　する取組が必要です。

・視機能に障害を抱える児童も多いことから、眼科

　診療による適切な対応が必要です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　子ども未来局　総合療育センターひまわり学園 総務課　電話:048-622-1211

医務課　電話:048-622-1734
療育センターさくら草　電話:048-710-5811

４－６ 総合療育センターの機能の拡充

　障害児等の早期診断・早期治療をするため、令和2年度までの4年間の累
計で初診数を3,725件にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

初診数

860件 950件 955件 960件

　障害児等が安心して日常生活を送れるよう療育センターの診察だけでな
く、保育所等施設への支援を行います。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

診察室の増設

診察回数の拡大

眼科診療の開始

総合療育センター機能拡充の検討

眼科医師の確保・機器の整備

【総合療育センターの初診数と初診待ち期間】
（件）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・埼玉県内では、国・県・市・高速道路会社が連携し、英語

　表記への改善やピクトグラムの設置など、外国人にもわか

　りやすい道路案内標識への改善を進めています。

・さいたま新都心地区内の歩行者系サインは、多言語化やピ

　クトグラムを導入し、情報発信力の強化が必要です。

・競技会場の近接駅であるさいたま新都心駅及び浦和美園駅

　（臨時ホーム）にはホームドアが設置されていません。 

・さいたま新都心駅西口駅前広場のトイレが老朽化していま

　す。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

担当　スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部　電話:048-829-1023、建設局土木部道路環境課　電話048-829-1491

都市局都市計画部交通政策課　電話048-829-1054、都市局都心整備部都心整備課　電話048-829-1578

　バリアフリー化等の取組とともに、東京2020大会の開催による気運の醸
成に合わせて、より多くの市民の心にある障壁の除去に向けた取組も推進
することで、誰もが心豊かに暮らすことのできるまちを実現します。

目
標

各整備・改善等の推進

①標識改善方針の策定
③さいたま新都心駅（京浜東北
線ホーム）のホームドア設置完
了

①標識改善工事着手
②サイン調査完了、映像装置
改修
③浦和美園駅（臨時ホーム）
のホームドア設置完了

①標識改善工事完了
②サイン改修着工
④トイレ改修着工

②サイン改修完了
④トイレ改修完了

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　東京2020大会(注)の開催に向け、来訪者の安全性や快適性を確保するた
め、道路案内標識等の改善等、競技会場周辺地域のバリアフリー化、ユニ
バーサルデザインを推進します。

４－７ 東京2020大会に向けたバリアフリー化等の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

④さいたま新都心駅西口駅前広場

のトイレ改修

サイン調査、関係者協議、

映像装置改修

デジタルサイネージ整備 サイン改修

②さいたま新都心地区

の歩行者系サイン調査

①道路案内標識の

改善方針の策定
道路案内標識の改善工事

③「さいたま新都心駅」

（京浜東北線ホーム）の

ホームドア設置に対し

補助

「浦和美園駅」（臨時

ホーム）のホームドア

設置に対し補助

【道路案内標識の改善イメージ】

ホームドア
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第５章 医療・福祉（健幸倍増）  

健康で長生きできる生涯現役の「健幸都市」を実

現！ 

いざという時の救急医療・地域福祉の確立！

５－１  市立病院の建替と救命救急センターの新設        

５－２  ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの移転建替   

５－３  小児・周産期医療の充実                

５－４  歯科口腔保健の推進                  

５－５  健康マイレージの拡大                  

５－６  データヘルス計画に基づく施策の推進          

５－７  官民一体となった健幸都市づくり            

５－８  高齢者の社会参加による地域包括ケアシステムの基盤構築

５－９  24 時間訪問介護サービスの推進              

５－１０ 要介護状態の改善等に対する取組の促進         

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・昭和28年の開設以来、地域の基幹病院として急性期

　医療を提供するとともに、救急医療、周産期医療や

　災害時医療などの政策医療を提供しています。

・市内の救急医療体制で二次救急を担当し、年間

　6,000件以上の救急搬送を受け入れています。

・平成25年度に基本計画策定、平成26年度に基本設計、

　平成27年度に実施設計、平成28年度に建設工事の

入札を実施しました。

(２) 各年度の取組内容と目標

①建替工事の進捗率
50％

①新病院の竣工、救
命救急センター設置

①入院患者満足度
90％

②周産期センター棟改修
設計業務委託に関する設
計与条件の整理

②周産期センター棟
改修設計実施

②既存棟解体工事・外構工
事、周産期センター棟改修
工事の実施（平成33年度完
了）

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　市立病院経営部　病院施設整備室　電話:048-873-4170

５－１ 市立病院の建替と救命救急センターの新設

　市民に対する安心で信頼される医療を提供するため、救命救急セ
ンターの新設を含めた建替工事を行い、医療機能の充実及び強化を
図ることで、令和2年度までに入院患者満足度を90％にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目
標

①新病院建替工事の実施と救命救急センターの新設

取
組
内
容

　市民満足度を更に高めるため、救命救急センター、精神科身体合
併症病棟や緩和ケア病棟の新設等を行い、医療機能の拡充を図りま
す。

②既存棟解体工事及び外構工事と周産期センター棟の活用

①建替工事の進捗率10％

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

新病院建設工事(救命救急センターの整備）

【新病院完成予想図】

医療機器や情報システムの整備

新病院の稼働

（救命救急センターの稼働）

周産期センター

棟改修設計
既存棟解体工事

外構工事、周産期セ

ンター棟改修工事
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・ＪＣＨＯさいたま北部医療センターは、大宮休日夜間急患セ

　ンターを開設し、特に本市全域を対象とした深夜帯の小児初

　期救急医療を毎日実施するなど、初期救急医療の拠点として、

　本市にとって欠くことのできない病院です。

・ＪＣＨＯさいたま北部医療センターは、国の独立行政法人で

　ある独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）（注）

　が所有する病院で、平成31年3月末に、プラザノース北側に

　おいて新病院を開設するため、設計、工事等を進めています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注）　独立行政法人地域医療機能推進機構、略称はＪＣＨＯ

担当　保健福祉局　保健部　地域医療課　電話:048-829-1292

　市の北部地域の医療提供体制が確保されるよう、病院の円滑な移転推進
と診療の継続を支援するとともに、市内の医療関係者と情報共有を行いま
す。

新病院の工事着手 新病院の開設
在宅看取りの理解のための
講演会開催（年2回以上）

在宅看取りの理解のための
講演会開催（年4回以上）

目
標

ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの診療の継続

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　市北部地域の医療提供体制を確保するため、ＪＣＨＯさいたま北部医療センターが現
在地からプラザノース北側への移転建替えが速やかに行われるよう支援し、令和2年度に
在宅看取りの理解のための講演会を年間4回以上開催します。

５－２ ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの移転建替

【完成イメージ図 】

●新病院の開設

JCHOさいたま北部医療センターやＪＣＨＯ本部と新病院開設に向けた協議

新病院の地域医療の推進に向けた協議

JCHOさいたま北部医療センターに市有地を貸付け、現病院の診療の継続等

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・さいたま市内には、総合周産期母子医療センターがさいたま

　赤十字病院及び埼玉県立小児医療センターに設置されています。

・また、地域周産期母子医療センターが自治医科大学附属さいた

　ま医療センター及びさいたま市立病院に設置されています。

・本市の人口（注1）当たりの総合周産期母子医療センター及び

　地域周産期母子医療センター数は、20政令指定都市中13番目

　（注2）になっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注1）人口は、平成27年国勢調査（平成27年10月1日）による

（注2）各道府県の医療情報ネットから算出（平成29年7月1日現在）

担当　保健福祉局　保健部　地域医療課　電話:048-829-1292

５－３ 小児・周産期医療の充実

　市内の小児・周産期医療の提供体制の充実を図るため、総合周産期母子
医療センター及び地域周産期母子医療センター等を支援し、令和2年度に小
児・周産期医療機関への財政的な支援等の新たな施策を実施します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

小児・周産期医療機関への財政的な支援等の調査・実施

他の政令指定都市の取
組み状況の調査

具体的な施策の課題抽
出

具体的な施策の実施に
向けた手続き

新たな施策の実施

　各医療機能に応じた支援を調査・検討することにより、適切な小児・周
産期医療体制を整備します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【市内の周産期母子医療センターの状況】

産科医等確保手当を支給する医療機関への補助

さいたま赤十字病院、自治医科大学附属さいたま医療センターへの市有地の貸付

小児救急医療体制検討委員会等を開催し、小児・周産期医療機関への財政的な支援等を検討

新たな施策の実施
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
「さいたま市歯科口腔保健推進計画」を策定し、

本計画の推進のため、歯科口腔保健審議会や作

業部会の場で協議を重ねました。また、アンケ

ート調査の結果等から障害者、要介護高齢者に

おける歯科口腔の課題が明確になりました。

課題解決に向け、障害者、要介護高齢者への情

報発信や関係機関への研修会などを企画する歯

科口腔保健推進の拠点として、口腔保健支援セ

ンターの設置が必要です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　健康増進課　電話:048-829-1294

　口腔保健支援センターを設置することにより、市民や障害者・高齢者施
設の職員、歯科医師まで幅広い対象者にむけて研修を実施します。

目
標

口腔保健支援センターの設置と口腔ケアを受ける人の増加

先行自治体の調査
口腔保健支援センター開設
に必要な歯科医師など人材
の確保

口腔保健支援センター設置
研修受講者が口腔ケアを実
施する人数　2,000人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　歯科口腔保健に関する情報の提供や研修の実施等を行う拠点として口腔
保健支援センターを設置し、障害者・高齢者施設職員に口腔ケアの研修を
実施することにより、口腔ケアを受ける人を2,000人にします。

５－４ 歯科口腔保健の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

図 表

図表サイズは縦6cm×横10cmを目安として下さい

障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科口腔保健の推進に向けての作業部会の開催

歯科口腔保健審議会の開催

障害者歯科相談医ガイドブックの作成 障害者歯科相談医ガイドブックの改訂

口腔保健支援センターの設置

歯科口腔疾患の更なる予防啓発と取組の推進

【歯科口腔保健推進に関する施策体系図】

口腔ケア等の研修の開催
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・本市の現状として、健康に関する知識の獲得、意識

　の高揚は進んだものの、必ずしも健康づくりの実践

　には至っていない状況です。

・特に働き盛り世代において、健康への意識はあって

　も時間のゆとりがなく、日常的な身体活動量が少な

　いことが課題となっています。

・健康への関心を更に高め生活習慣病予防や介護予防

　を図るため体組成測定の機会を増やす必要があります。

・平成28年度の健康マイレージ参加者数は3,624人、参

　加者のうち1日8,000歩以上歩いた人数は2,030人です。

(２) 各年度の取組内容と目標

①6,000人
②10,200人

①6,500人
②13,600人

①6,800人
②17,000人

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　健康増進課　電話:048-829-1294

５－５ 健康マイレージの拡大

　市民の健康への関心を高め、生活習慣病予防のみならず介護予防の推進のため、令和2
年度までの4年間の累計で健康マイレージの参加者数を27,800人(総計約30,000人)にする
とともに、令和2年度に参加者のうち1日8,000歩以上歩いた人数を17,000人とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

　体組成測定の機会を拡充し、取組による効果を実感していただくことで
市民満足度を高めます。更に、その結果を参加者を増やす取組に活用しま
す。

①健康マイレージ新規参加者数
②参加者のうち1日8,000歩以上歩いた人数
①8,500人
②6,800人

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

健康マイレージ参加者へのアンケート実施（年1回）

民間事業所の健康マイレージへの参加促進

測定会の開催等による体組成測定の機会の拡充、

測定データの分析及び健康マイレージ拡大につながる活用

効果検証（アンケート結果や歩数データの分析・活用）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・さいたま市の1人当たり医療費が年々増加する中、

　データヘルス計画の基礎データであるＫＤＢ（国保

　データベース）の分析結果では、人工透析患者1人の

　年間医療費は約600万円と、最も高額になっており

　ます。人工透析患者の約6割が糖尿病であり、糖尿病

　の重症化（糖尿病性腎症）によって引き起こされて

　います。このため、生活習慣病である糖尿病の重症

　化予防は、医療費の抑制に繋がることから、医療費

　適正化の取り組みの重要課題になっています。

・平成28年度生活指導実施者は66人となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

①110人
②10割

①130人
②10割

①150人
②10割

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　福祉部　国民健康保険課　電話:048-829-1277

　今後も、生活習慣病の重症化を予防するために、ＫＤＢを活用したハイ
リスク者へのアプローチを行うことにより、病気の重症化を未然に防止
し、市民の健康を守ります。

取
組
内
容

目
標

①生活習慣病重症化予防対策事業における生活指導実施者数
②生活指導実施者のうち生活習慣を改善した人の割合
①90人
②8割

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　国民健康保険医療費適正化のため、令和2年度までの4年間の累計で生活
習慣病重症化予防対策事業における生活指導実施者数を480人にするととも
に、生活習慣を改善した人の割合を10割とします。

５－６ データヘルス計画に基づく施策の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

○生活習慣病重症化予防対策事業の実施

・未受診・受診中断者への受診勧奨（手紙・電話）

・通院患者への6か月間の生活指導

○データヘルス計画に基づく、ＰＤＣＡサイクルに沿った事業の展開

ＫＤＢ（健診・レセプトデータ）を活用して、ハイリスク者を抽出・分析し、保健事業に活用する。

・生活習慣病重症化予防対策事業の実施

・特定健診受診率向上対策事業の実施

・ジェネリック医薬品差額通知事業の実施

6.2

3.6

3.5

3.3

3.1

0 3 6

腎不全（主に人工透析）

直腸Ｓ状結腸移行部及び

直腸の悪性新生物

気管、気管支及び肺の

悪性新生物

その他の心疾患

結腸の悪性新生物

（単位：百万円/年）

高額レセプトの年間医療費* （一人当たり）

*；１枚あたり５万点以上のレセプトが発生している被保険者の医療費

データヘルス計画より

（H26年度）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・本市では、少子高齢や人口減少が見込まれる中

　において、市民の誰もが地域で人とつながりを

　持ちながら、「健幸」で元気に暮らせるまちを

　つくるため、部局を超えた連携を図りながら、

　「歩く」を基本に「体を動かす、体を動かして

　しまう」まちづくりに取り組んでいます。

・これまで、各部署において関連事業を推進し、

　市民に対する気運の醸成を図ってきました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　健康増進課　電話:048-829-1294
　　　スポーツ文化局　スポーツ部　スポーツ政策室　電話:048-829-1737

５－７ 官民一体となった健幸都市づくり

　官民が一体となってスマートウエルネスさいたまの取組を推進するため、さいたま健
幸ネットワークを設置するとともに、その主要な取組である「さいたマーチ～見沼ツー
デーウオーク～」への参加を呼びかけ、令和2年度に参加者数を10,000人にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目
標

①「さいたま健幸ネットワーク」の設置及び加入団体数
②「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」の参加者数（注）

①さいたま健幸ネット
ワーク 設置

①50団体
②7,500人

①75団体
②9,000人

①100団体
②10,000人

取
組
内
容

　官民間における情報の共有、協働体制の推進、健康づくりに取り組む企
業のＰＲ等により、市内企業の健康づくりに対する意識の醸成を図るとと
もに、市民が健康づくりを行う機会を増やします。
(注）屋外で実施するイベントの実施日が雨等の場合、目標×0.6を目標とし、評価します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

設置 キックオフ宣言

さいたま健幸ネットワーク主体のイベント、フォーラム、セミナー等事業

実施

【さいたま健幸ネットワーク】

【健康経営企業の認定】

認定基準の

検討・決定

・

・周知

・募集及び認定

・認定企業の積極的なＰＲ活動

・さいたま健幸ネットワークとの連携

ウォーキングイベントの参加者数増加に向けてネットワーク内で検討

(人)
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・団塊の世代が後期高齢者となる2025年（令和7年）に

　は、医療・介護需要の急増が見込まれるため、高齢者

　の自主的な介護予防や社会参加を推進する取組、地域

　で支え合う体制の推進が求められています。

・こうしたことから、住民主体の活動意識を高める取組

　として、地域の担い手養成研修を開催し、平成28年度

　は57名を養成しました。また、地域における介護予防

　活動を担うボランティアを養成するため、いきいきサ

　ポーター養成講座を平成29年度から開始します。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　いきいき長寿推進課　電話:048-829-1257

５－８ 高齢者の社会参加による地域包括ケアシステムの基盤構築

　医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ
アシステムの基盤構築に向けて、高齢者の社会参加を促進し、令和2年度ま
での4年間の累計で地域の担い手等を1,600人養成します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

地域の担い手・いきいきサポーターの養成者数

300人 400人 450人 450人

　住み慣れた地域でいつまでも元気で暮らし続けられる地域の構築とし
て、住民が必要とする様々な支援に対して、地域の住民やＮＰＯなど多様
な主体等によるサービスを創出し、広く周知します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【地域包括ケアシステムにおける本市の介護予防・生活支援の考え方】

一般介護予防事業の推進

地域支え合い推進員（高齢者生活支援コーディネーター）による地域資源などの把握・拡充の取組み

高齢者の介護予防や地域の支え合いを進める住民主体の活動の促進

（地域の担い手養成研修・いきいきサポーター養成講座の開催）

庁内関係課所との連携の推進
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成28年度は24時間訪問介護サービスを行う定期

　巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が2か所開設

　し、平成28年度末での事業所数は8か所です。

・平成28年度末のサービス提供地域は市内全域です。

・介護を必要とする高齢者の増加により、今後は

　在宅生活の継続を支えるサービス需要の増加が

　予想されます。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用者63名

　（平成28年度末時点）

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　介護保険課　電話:048-829-1265

５－９ 24時間訪問介護サービスの推進

　高齢者が介護が必要な状態となっても、引き続き在宅で暮らし続けるこ
とができるように、24時間訪問介護サービスの整備・普及を推進し、令和2
年度末の利用者数を111人にします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者数

12人増 12人増 12人増 12人増

　利用ニーズの高い場所に定期巡回サービス事業所を整備するなど利用し
やすいサービス環境の整備を図ります。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

公募選定した事業所の開設、施設整備への補助

ケアマネージャー等への周知

運営事業者の公募・選定

(人)(か所)
【定期巡回サービス事業所数と利用者数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・高齢者が在宅で暮らしを続けるための大きな不安要素

　の一つが、介護の問題です。

・介護保険で利用できるサービスについては、これまで

　サービス提供体制の確保に努めてまいりました。

・さらにサービスの質を向上させることを目的に介護

　状態の改善や維持など、適切なケアを行う事業所等

　を表彰、事例発表の機会を設けます。

(２) 各年度の取組内容と目標

①4件
②平成29年度の割合の
5%増

①4件
②平成29年度の割合の
10%増

①4件
②平成29年度の割合の
15%増

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　長寿応援部　介護保険課　電話:048-829-1264

５－１０ 要介護状態の改善等に対する取組の促進

　要介護状態の改善等に取り組んだ介護事業所等の介護サービスの質の向上を図るた
め、事例発表会を行い、事例発表会での好事例について令和2年度までの4年間の累計で
16件表彰するとともに、要介護状態の改善等に向けて取り組む事業所の割合を平成29年
度比15%増やします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

　表彰事例など事業所の具体的取組をわかりやすく紹介する好事例集を作
成し、介護事業所や市民に配布することでサービスの質を更に高め、介護
に対する理解を深めます。

①改善事例の表彰件数
②要介護状態の改善等の事例があった事業所の割合
①4件
②アンケート調査の実
施

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

事例発表会を試行的

に実施

・表彰

・事例の発表イベント

・取組事例集の作成

事例発表会の本実施

・表彰

・事例の発表イベント

・取組事例集の作成

表彰の認知度を高めるなど、表彰へのインセンティブを高める取組

要介護改善への取組に関するアンケートの実施

【表彰・事例発表イメージ】
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第６章  文化・芸術による豊かさ倍増 

伝統文化を継承し、新たな文化・芸術を創造する

都市の実現！ 

６－１   岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興          

６－２  文化芸術の創造拠点の設置                             

６－３   基金を活用した市民文化活動の支援の強化               

６－４   市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催               

６－５   未来に向けた盆栽文化の継続・発展                     

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・旧岩槻区役所敷地利用計画を平成27年6月に策定しま

　した。

・平成29年2月市議会定例会において博物館整備事業の

　承認を得てデザイン・ビルド事業契約を締結しました。

・西澤笛畝コレクションを始めとした5千点を超える日

　本有数の人形資料等を収集しました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　スポーツ文化局　文化部　岩槻人形博物館開設準備室　電話:048-749-0222

　開館後は市内の小中学校との連携事業や参加型のワークショップ等を行
います。
　また、親子参加型イベントや節句子どもイベントを開催します。

目
標

①博物館の整備
②博物館来館者数

①博物館の着工
②人形博物館の周知のため
の展覧会等の開催

①展示造作の着手
②プロモーションのための
ロゴの作成

①博物館の開館
②広報・プロモーションの
実施及び開館記念イベント
の開催

②年間来館者数7.4万人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　本市の魅力ある地域資源である人形文化の振興を図るため、拠点施設と
して、岩槻人形博物館を整備し、子どもの成長を願う親と子を始めとした
多くの方々が魅力を感じる展示会を実施すること等により、令和2年度に、
年間来館者数を7.4万人とします。

６－１ 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

実施設計 着工 建設工事

展示実施設計 展示造作

開館準備 開館 常設展示・企画展示等

人形文化の振興

資料の収集、保存、調査、研究

【岩槻人形博物館 外観】

城址公園隣接地における人形文化教育普及施設の整備検討

施設設置条例

の制定
博物館ロゴの作成

施設整備

プレイベント

（展覧会等）
プレイベント

（展覧会等）

開館記念イベント

（展覧会等）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・「さいたま市文化芸術都市創造条例」に基づき策定した

　「さいたま市文化芸術都市創造計画」の計画期間は、平

　成26年度から令和2年度までとなっています。

・上記計画において、文化芸術都市創造に向けて、文化セ

　ンターを拠点施設、市民会館やプラザ、伝統文化施設を

　主要施設として位置付け、これらを中心とした文化施設

　の連携を図っています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　スポーツ文化局　文化部　文化振興課　電話:048-829-1227

　市民が文化活動を行うことができる場の充実等に関する検討を行い、文
化芸術に触れる機会を増やすことで、市民満足度を高めます。

目
標

さいたま市文化芸術都市創造計画の改定

庁内調整・現状把握・課題
整理

さいたま市文化芸術都市創
造審議会、文化芸術に関す
る意見交換会の開催

さいたま市文化芸術都市創
造審議会、文化芸術に関す
る意見交換会の開催

さいたま市文化芸術都市創
造計画の改定

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　市民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造のため、市民が文化活動を
行うことができる場の充実等に関する検討等を行い、令和2年度に、検討結果をさいたま
市文化芸術都市創造計画（改定版）に反映します。

６－２ 文化芸術の創造拠点の設置

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

さいたま市の

魅力ある資源

の活用と発信

文化芸術

都市創造を

担う人材の

育成

文化芸術を

活かした

まちの活性化

検討（庁内調整）

さいたま市文化芸術

都市創造計画の改定

現状把握・課題整理 市民が文化活動を行うことができる

場の充実に関する検討や、文化施

設の再分類、役割分担や特色づく

り、連携・運用体制の検討

74



概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・文化芸術施策の継続的かつ安定的な展開に必要な

　事業の経費に充てるための基金を平成26年度末に

　設置・管理運用を行い、文化財産等の取得、文化

　芸術関連事業の実施に基金を活用しています。

・市民等からは、補助金制度の拡充や活動及び発表

　の場の確保、活動PRの支援などについての要望が

　寄せられています。

・東京2020大会（注1）の会場関連自治体として、文

　化プログラムを実施する必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注2)東京2020参画プログラムのレガシーコンセプトを踏まえ、本市の取組の方向性を示すとともに、その具体化を目指すもの

担当　スポーツ文化局　文化部　文化振興課　電話:048-829-1226

　市民等のニーズを様々な角度から検討し、既存事業の拡充及び新たな支
援事業を実施することで、文化芸術の振興を図ります。

(注3)IOCのオリンピック憲章において開催に当たり実施が義務付けられている文化的な事業

(注1)東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

目
標

基金を活用した文化活動の支援事業の実施

支援策の検討 支援策の確定・周知
支援事業の実施
（10事業）

支援事業の実施
（10事業）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　市民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造のため、基金
を活用して市民等の文化芸術活動の支援を拡充し、令和2年度までの累計
で、基金を活用した文化活動の支援事業を20事業実施します。

６－３ 基金を活用した市民文化活動の支援の強化

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

国際芸術祭開催に向けた、

市民等の文化活動の支援策

の検討

国際芸術祭開催に向けた、市民等の文化活

動の制度の拡充や、発表の場の確保等の

支援事業の実施

寄附金

文化芸術都市創造基金

市民の文化芸術活

動に対する支援の

充実

市の積立金

文化財産等の

取得など

東京2020大会

文化プログラムの

実施

預金利子

アクション＆レガシープラン（注2）の作成、周知 文化プログラム（注3）事業の実施

支援策の周知
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・第1回において、約36万人が来場し、約29億円の経済効果を

　創出するとともに、参加者数は約6万5千人となりました。

・第2回においては、同水準の効果を得るために、会場関連自

　治体の責務と考える東京2020大会（注）の文化プログラムと

　して国際芸術祭を実施するとともに、広報・PRの充実による

　市外からのインバウンドの更なる増加や、前回導入したサポ

　ーター制度の継続、作品の公募などによる市民参加しやすい

　仕組みづくりが求められています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

（注）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

担当　スポーツ文化局　文化部　国際芸術祭開催準備室　電話:048-829-1225

　市民プロジェクトを充実させるとともに、アートプロジェクト作品の公募を実施する
など、参加しやすい仕組みづくりを行います。
　そのほか、市内の文化芸術団体と一体的に取り組める企画を実施します。

実行委員会設置 ①2万人　②30% ①6万人　②55%
①2万人
③30億円　④30万人

目
標

国際芸術祭の　①参加者数、②市民の認知度、③経済効果、④来場者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　さいたま市文化芸術都市創造計画の重点プログラムとして、さいたま文化の創造・発信、本市の文化芸術を支える
人材の育成、さいたま文化を活かした「まち」の活性化を目的として、国際芸術祭を開催し、令和2年度に、経済効
果30億円、来場者数30万人を実現するとともに、市民が参加しやすい仕組みを構築し、「市民参加型」の国際芸術祭
として、令和2年度までの累計で、国際芸術祭の参加者数を延べ10万人とします。

６－４ 市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

サポーター制度運営（募集・ミーティングの開催等）

第2回国際芸術祭の開催

作品制作・会場整備

公募作品選定

ディレクター選任

開催計画策定

広報計画策定

市民プロジェクト企画・実施

撤去

①登録者数：973人 ②サポーター・ミーティング開催回数：41回

【第1回国際芸術祭の実績】

■サポーター登録者数等 ※第1回会期末現在

広報・PR活動の実施（市外）

ガイドブックの作成・販売

実行委員会構成団体等による広報活動への協力等

前売りチケット販売

ポスター・チラシ等の作成・配布（市内）

29億5,848万円

経済波及効果 13億18万円

広告換算値費 16億5,830万円

経済効果総額

内
訳
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・大正時代に遡る「大宮盆栽村」に端を発する

　本市の盆栽文化は、国内外から高く評価され

　る市の誇りです。

・世界盆栽大会の開催により一層高まった国際

　的評価を受け、我が国の盆栽の聖地を将来に

　向けて持続・発展させる必要が生じています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注) 世界盆栽大会開催期間の来館者数を除いた数値

担当　都市戦略本部　都市経営戦略部　電話:048-829-1064

　盆栽が、今後も市民が誇れる地域資源として継続・発展できるよう、
様々な取組を実施します。

 スポーツ文化局　文化部　大宮盆栽美術館

目
標

未来に向けた盆栽文化の継続・発展

・盆栽美術館来館者約75,000人（注）
・盆栽アカデミー2コース開講（日本人向
け初級、中級）
・計画策定

・盆栽美術館来館者約76,000人
・盆栽アカデミー4コース開講（新たに在
住外国人向け初級、中級開講）
・計画に基づく具体的な取組実施
・来館者の満足度92％
・大宮盆栽村認知度市内在住者80.0％、
市外からの市内在勤者56.0％、大宮盆栽
美術館認知度市内在住者51.0％、市外か
らの市内在勤者31.0％
・盆栽村内市有地等について民間団体と
協議

・盆栽美術館来館者約77,000人
・盆栽アカデミー8コース開講（新たに外
国人向け初級、中級、日本人向け、在住
外国人向け上級開講）
・計画に基づく具体的な取組実施
・来館者の満足度93％
・大宮盆栽村認知度市内在住者81.0％、
市外からの市内在勤者57.0％、大宮盆栽
美術館認知度市内在住者52.0％、市外か
らの市内在勤者32.0％
・盆栽村内市有地等の具体的な活用案の
検討・調整

・盆栽美術館来館者約80,000人
・盆栽アカデミー9コース開講（新たに外
国人向け上級開講）
・計画に基づく具体的な取組実施
・来館者の満足度94％
・大宮盆栽村認知度市内在住者82.0％、
市外からの市内在勤者58.0％、大宮盆栽
美術館認知度市内在住者53.0％、市外か
らの市内在勤者33.0％
・盆栽村内市有地等の活用方針の決定

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

 経済局　商工観光部　経済政策課　商業振興課　観光国際課

６－５ 未来に向けた盆栽文化の継続・発展

　「伝統産業としての盆栽業の推進」、「市の誇る文化としての盆栽ブランドの確立」、「盆栽村の聖地化」など、
本市の魅力ある地域資源である盆栽の振興を図るため、様々な局・区など組織が横断的に連携した盆栽振興における
持続可能な仕組みづくりを行います。また、現在、約80ヵ国の方々が来館していることから、インバウンドへの取組
を更に充実させるとともに、関係部局で連携した相乗効果の高いＰＲを実施し、外国人来館者の増加を図ります。な
お、外国人来館者の満足度を高めるため、外国人来館者の意見を分析し関係部局で行う取組に反映させていきます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

すごいぞ！大宮盆栽プロジェクト(計画）
～Cool BONSAI Plan～（仮）策定

進行管理

【早期に着手を目指す取組】

・「大宮盆栽」ロゴの活用

・市立学校生徒等への見学機会提供

・盆栽村周辺施設（盆栽四季の家、漫画会館等）を活用した取組 等

【今後検討する取組】

・後継者の育成、技術の伝承に向けた取組

・大宮盆栽のブランド強化に向けた取組

・持続可能な盆栽経営が可能となる取組

・街並みの維持に向けた取組

・インバウンドへの取組

・大宮盆栽美術館の満足度向上に向けた取組、区が行える盆栽振興の取組 等
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第７章  市民・子どもの安心安全倍増

犯罪・交通事故・災害から子どもや市民を守る市

民・事業者・行政が連携した安心安全な地域体制

の確立！ 

７－１  自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進            

７－２  自転車通行環境の整備                                  

７－３  自転車免許制度の全面実施                              

７－４  高齢者の交通安全教室の拡充                            

７－５  ゾーン３０の整備推進                                  

７－６  防災機能を持った地域拠点の整備支援                    

７－７  元消防職員による消防協力体制整備                      

７－８  防災アドバイザーの活用による地域防災力の強化                    

７－９  要配慮者が避難しやすい避難所の強化                    

７－１０ 「学校安全ネットワーク」の推進                        

７－１１ ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及              

７－１２ セーフコミュニティの推進(認証取得)                  

７－１３ 客引き行為等防止に向けた取組                          

７－１４ 市北部地域の治安確保の取組                            

７－１５ 犯罪被害者支援に向けた取組                           

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・自転車を利用しやすい環境が整っている本市の特徴を生

　かすため、「さいたま自転車まちづくりプラン～さいた

　まはーと～」に基づき、自転車のまちづくりを積極的に

　推進しています。

・平成28年度において、コミュニティサイクルの総利用回

　数は426,175回、放置自転車台数（市内全駅・秋季

　平日午前11時調査）は601台であり、平成29年度から

　サイクルサポート施設の認定・設置を進めるほか、

　平成30年度からシェアサイクル普及事業実証実験を実施します。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　都市局　都市計画部　自転車まちづくり推進課　電話:048-829-1398

　「さいたまはーと推進協議会」において、自転車関連事業者・公共交通
事業者・交通安全事業者等と連携し、自転車の安全啓発を積極的に実施し
ます。

目
標

①コミュニティサイクル利用回数
②シェアサイクル普及事業実証実験の実施
③サイクルサポート施設認定数（民間施設）
④放置自転車台数（市内全駅・秋季平日午前11時調査）

①103,825回
③5施設
④550台

①159,000回
②実験開始、サイクルポート確保
③7施設
④440台

①160,000回
②実験データ収集
③7施設
④380台

①161,000回
②実験データ分析、結果検証、評価
③7施設
④360台

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　「人と環境にやさしい　安全で元気な自転車のまち　さいたま」を実現するため、「さいたま自転車まちづくりプラン～さいた
まはーと～」に基づき、さいたま市コミュニティサイクル事業を運営し、令和2年度までの4年間の累計でコミュニティサイクルの
利用回数を583,825回（総計1,010,000回）とし、新たにシェアサイクル普及事業実証実験を実施し、実験データ分析及び結果検証
等を行います。また、サイクルサポートの施設認定数を26施設、令和2年度の放置自転車台数（市内全駅・秋季平日午前11時調査）
を360台にします。

７－１ 自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

・「たのしむ」方策（コミュニティサイクル事業の推進、レクリエーションルートの整備）

・「まもる」方策（自転車安全利用に関する広報・啓発）

●見直し路線素案

・「とめる」方策（放置自転車の解消、駐輪場の適正配置の推進）

・「はしる」方策（自転車ネットワーク整備計画の改定、サイクルサポート施設の認定・設置）

●ルール・マナー意識啓発のためのサイン設置、チラシ配布等

●主要駅の適正配置計画の推進

●レクリエーションルートサイン設置工事 ●サイクリングマップの作成・配布

自転車通行環境整備工事

●サイクルサポート施設の認定・設置

●放置自転車対策の強化

都市間連携の推進

【“自転車のまちさいたま”を象徴するロゴマーク】

●シェアサイクル普及事業実証実験

●改定
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・安全で快適な自転車利用を図るため、平成26年4月に

　「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」を策定

　し、令和5年度までの10年間で約200㎞の自転車通行

　環境整備を実施することとしています。

・これまでに自転車利用者の多い駅周辺から整備に着手

　し、平成28年度末までに約58㎞の整備が完了していま

　す。

・平成28年のさいたま市内の自転車事故死傷者数は、

　1,385人でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　建設局　土木部　道路環境課　電話:048-829-1490

　　　都市局　都市計画部　自転車まちづくり推進課　電話:048-829-1398

７－２ 自転車通行環境の整備

　自転車の安全かつ快適な通行環境を創出するため、10年間で200㎞を整備する計画を前倒
して実施し、令和2年度までの4年間の累計で、自転車通行環境102㎞（総延長160㎞）を整備
するとともに、さいたま市内の自転車事故死傷者数を対平成28年比で12%減らします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目
標

①自転車通行環境整備延長
②さいたま市内の自転車事故死傷者数の減少率（対平成28年比）

取
組
内
容

①32㎞（総延長90㎞）
②3%減

①22㎞（総延長112㎞）
②6%減

①23㎞（総延長135㎞）
②9%減

①25㎞（総延長160㎞）
②12%減

　整備済み路線について、効果検証の実施や課題の抽出を行うとともに、現在
の市民ニーズを踏まえた自転車ネットワーク路線の見直しを行い、自転車ネッ
トワークを早期に整備することで、市民満足度を高めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

自転車ネットワーク路線の見直し

（自転車ネットワーク整備計画の改定）

自転車通行環境整備工事（令和4年度までに約200ｋｍの整備を完了）

自転車通行環境整備の設計及び交通管理者協議

【自転車レーン】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成24年度に市立小学校78校で「子ども自転車運転

　免許制度」を実施しました。

・平成25年度から毎年度、全ての市立小学校で「子ど

　も自転車運転免許制度」を実施しました。

・平成26年度から3年間で全ての市立中・高等学校61

　校でスケアード・ストレイト教育技法を用いた交通

　安全教室を実施しました。

・平成28年のさいたま市内の自転車事故死傷者数は、

　1,385人でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注）市立小・中・高等学校生を含む全年代の、さいたま市内の自転車事故死傷者数

担当　教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課　電話:048-829-1679

　体験的な交通安全教育を行い、交通ルールを体得させ、交通安全に対す
る意識を高め、児童生徒の将来にわたる長期的な交通事故防止につなげる
ことで、市民満足度を高めます。

①19校で実施（自転車通学
者が在籍する中学校）
②3%減

①全ての市立中学校57校、
高等学校4校で実施
②6%減

①全ての市立中学校57校、
高等学校4校で実施
②9%減

①全ての市立中学校57校、
高等学校4校で実施
②12%減

目
標

①中・高等学校1年生を対象に「中・高等学校生自転車運転免許制度」を実施
②さいたま市内の自転車事故死傷者数の減少率（対平成28年比）

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　児童生徒の安全を一層確保するため、毎年度、全ての市立小学校で実施する「子ども自転車運
転免許制度」と併せて、平成30年度以降、新たに全ての市立中学校・高等学校の1年生を対象に
「中・高等学校生自転車運転免許制度」を実施するとともに、令和2年度までの4年間で、さいた
ま市内の自転車事故死傷者数（注）を対平成28年比で12%減らします。

７－３ 自転車免許制度の全面実施

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

市立全小学校で原則4年生を対象とした「子ども自転車運転免許制度」を実施

市立中・高等学校でスケアード・ストレイト教育技法を用いた交通安全教室を実施

市立全中・高等学校で1年生を対象に
「中・高等学校生自転車運転免許制度」を実施

中学校1年生を対象と
した「中学生自転車運

転免許制度」をモデル

校で実施

【実技講習の風景】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成28年中の市内交通事故死者13名のうち、

　10名（76.9%）が高齢者です。

・高齢者特有の判断能力の低下や運動機能の低下

　を認識してもらい、それに応じた歩行や自転車

　の乗り方などを教えています。

・平成28年度は42回開催し、述べ1,509人が参加

　しています。

・平成28年のさいたま市内の自転車事故死傷者数

　は、1,385人でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注）高齢者を含む全年代の、さいたま市内の自転車事故死傷者数

担当　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話:048-829-1219

７－４ 高齢者の交通安全教室の拡充

　高齢者の交通事故を減少させるため、令和2年度に、高齢者対象の交通安
全教室の受講者数を年間2,500人に増やすとともに、さいたま市内の自転車
事故死傷者数(注)を対平成28年比で12％減らします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

①交通安全教室の受講者数
②さいたま市内の自転車事故死傷者数の減少率（対平成28年比）

①1,800人
②3％減

①2,000人
②6％減

①2,300人
②10％減

①2,500人
②12％減

　交通安全教室の拡充の他に、高齢者特有の課題に対する啓発資料を作成・配布して広
く交通安全教育の充実を図り、交通事故の減少に努めます。高齢者の交通事故が減少す
ることで、健幸長寿のまちづくりを推進します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

老人クラブをはじめ高齢者団体への周知を拡大

他団体実施の交通安全教育の調査・研究等カリキュラムの充実

民間事業者等への教室開催に向けた調整

民間事業者等による教室の開催

交通安全教室での実績を活用したリーフレット等を作成し広く周知・啓発

(人)
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・ゾーン３０については、平成28年度までに全

　国で約3,000地区を整備することとなっており、

　市内では26地区について整備が完了しました。

・ゾーン３０の整備により、事故件数の減少や速

　度抑制等の整備効果が発現していることから、

　新たに整備計画を策定し、平成29年度から令和

　2年度の4年間で 市内30地区の整備を進めます。

・平成28年のさいたま市内の交通事故件数は、

　4,353件でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)　ゾーン３０とは、生活道路における歩行者の安全な通行のために、区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速30

　　　キロとするとともに、地域の方々や交通管理者との協議を踏まえ、その他の安全対策や通過交通の抑制等を行うもの。

担当　建設局　土木部　道路環境課　電話:048-829-1490

７－５ ゾーン３０の整備推進

　生活道路での歩行者の安全な通行を確保するため、令和2年度までの4年
間の累計で、ゾーン３０(注)を30地区整備するとともに、さいたま市内の
交通事故件数を対平成28年比で18%減らします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

整備(8地区)

設計委託・交通管理者
等協議(9地区)

整備(9地区)

設計委託・交通管理者
等協議(7地区)

整備(7地区)

設計委託・交通管理者
等協議(6地区)

整備(6地区)

設計委託・交通管理者
等協議(8地区)

目
標

①ゾーン３０の整備地区数
②さいたま市内の交通事故件数の減少率（対平成28年比）

①8地区
②4.5%減

①9地区
②9%減

①7地区
②13.5%減

①6地区
②18%減

　ゾーン３０地区に位置付けられていない生活道路において、地域の実情
に合わせ、交通管理者と連携を図り、通学路などの環境を整備し、重大な
交通事故の発生件数を低減させ、市民生活の安心・安全を確保します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【整備前】

【整備後】
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担当　総務局　危機管理部　防災課　電話:048-829-1126

　　　環境局　環境共生部　環境創造政策課　電話：048-829-1324

　　　都市局　都市計画部　都市公園課　電話：048-829-1420
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・さいたま市直下地震を始め、首都直下地震及び南海ト

　ラフ巨大地震による大規模災害の発生が危惧されてい

　ます。

・近年、建物の用途や構造は複雑かつ多様化し、利用す

　る市民の安心安全を確保する必要があります。

・平成29年4月1日に設置要綱、運用要領を策定しました。

・平成29年4月1日現在、57名が登録されています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　消防局　総務部　消防総務課　電話:048-833-7335

７－７ 元消防職員による消防協力体制整備

　経験豊富な元消防職員の活用による協力体制を確立し、消防体制の充実
及び地域防災力の強化を図るため、令和2年度までの4年間の累計で、元消
防職員の協力員の新規登録者を30名とします。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

協力員の新規登録者数及び自主防災組織との協働体制の構築

5名 6名
・8名
・自主防災組織等との協
働体制の構築

11名

　市民の安心安全をさらに高めるため、元消防職員の役割拡充について、
市民のニーズを把握し活用方法を検討します。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【大規模災害時の活動イメージ写真】

退職予定者、及び再任用終了者への協力員の募集

平成30年
消防出初式への参加

・より安全に活動するための資機材整備

・消防法令の知識を確認するための資料送付

大規模災害時の消防協力体制の確立

自主防災組織等との協働体制の構築自主防災組織等との協働体制整備の検討
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成25年度の災害対策基本法の改正で、「地区

　防災計画制度」が新たに創設されました。

・平成27年度よりモデル地区を選定し、自主防

　災組織で地区防災計画の策定を推進しており

　ます。

・一層の地区防災計画の策定を推進するため、

　平成28年度に防災アドバイザーの再編成を行

　い、区を単位とするグループを結成し、自主

　防災組織に派遣する体制を整えました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)　さいたま市で認定している、防災士の資格を有し、地域の防災力向上のために活動している方々です

担当　総務局　危機管理部　防災課　電話:048-829-1126

７－８ 防災アドバイザーの活用による地域防災力の強化

　地域の防災力強化を図るため、防災アドバイザー(注)を自主防災組織に
派遣し、自主防災組織の平時の活動や災害時の要配慮者を含む地域住民の
避難行動等の活動のため、自主防災組織が策定する地区防災計画の着手に
ついて、令和2年度までの4年間の累計で、40件を支援します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

防災アドバイザーを活用した、自主防災組織による地区防災計画着手件数

4件 6件 10件 20件

　地区防災計画を策定した自主防災組織に対する補助金制度を拡充するとともに、民間
企業ならではの専門知識を活かし、地域で防災講演等を実施できる企業を「企業防災ア
ドバイザー」として位置付け、防災アドバイザーのサポート役として、共に地域に根付
いた防災活動を行っていただきます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

防災アドバイザーの派遣

自主防災組織を対象とした、地区防災計画策定に関する説明会の開催

スキルアップ研修や事例発表会の開催

区ごとの防災アドバイザー会の運営サポート

地区防災計画の策定事例の調査・発表

策定済自主防災組織による

普及・啓発活動

◆厳選された講師陣の育成 地区防災計画策定の推進
・ 計画策定の講師陣育成 ・ 平時の防災活動

◆新たな組織体制の編成 ・ 要配慮者を含む地域住民の避難行動等活動

・ 地域に溶け込める活動隊 HUG訓練等図上訓練の導入促進
・ 講師陣のサポート隊の編成 区単位のグループ活動の活性化

・ 各区に防災アドバイザー会結成

事業者によるサポート体制

【防災アドバイザー事業の取組み】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

①24回
②96％

　学校や公民館等の避難所から福祉避難所への移動が困難な方に対する移
送手段の確保に取り組みます。
　要配慮者へのより専門的なケアができる福祉避難所を拡充します。
(注1）本市と要配慮者の受入に関する協定を締結する社会福祉施設を含め福祉避難所と表記しています。(注2）図上訓練を含みます。

担当　総務局　危機管理部　防災課　電話:048-829-1127

担当　保健福祉局　福祉部　福祉総務課　電話:048-829-1253

目
標

①福祉避難所開設訓練の実施回数（図上訓練含む）
②福祉避難所開設訓練の参加者理解度

①10回 ①25回
②85％

①25回
②96％

取
組
内
容

令和２年度

・避難所生活が特に困難な要配慮者の避難先として、社会福祉施設

　と協定を締結していますが、災害対策基本法上の福祉避難所の指

　定には至っていません。

・平成28年熊本地震では、福祉避難所の多くが円滑に開設できず、

　本市においても同様の状況が想定されます。

・平成28年度は福祉避難所1か所で図上訓練を実施しました。

・要配慮者の受入れに必要な物資の確保に課題があります。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

　を確保することや、公民館を優先避難所に位置付けています。

７－９ 要配慮者が避難しやすい避難所の強化

　要配慮者が安心して避難所へ避難できるようにするため、令和2年度までの4年間の累
計で、専門的なケアが必要な要配慮者を受け入れる福祉避難所(注1)の開設訓練(注2)を
84回実施するほか、福祉避難所、学校、公民館等への物資の供給体制を強化します。

・要配慮者の避難所として、学校等一般的な避難所に優先スペース

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【福祉避難所、学校、公民館等】 要配慮者向けの物資品目の選定・確保･供給体制構築

【福祉避難所】開設訓練の実施（図上訓練含む）

【福祉避難所】

・災害対策基本法上の

指定要件整理、指定

・設置・運営マニュアル策定

・指定施設を拡大

84施設

【要配慮者の避難所イメージ】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成29年度当初、「防犯ボランティア」約17,100人、

　「子どもひなん所110番の家」5,367軒、「子ども安全協定」

　73事業者の方々に、見守り活動へご協力いただいています。

・「子どもひなん所110番の家」の協力者は平成24年度から減

　少し、「防犯ボランティア」についても平成29年度は初めて

　減少に転じており、協力者を確保していく必要があります。

・朝練習や放課後練習等に参加する児童生徒への対応として、

　早朝や夕方以降の見守りを強化する必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課　電話:048-829-1679

　新たな見守り活動や広報活動を行い、「学校安全ネットワーク」に御協
力いただく方を増やすことで、通学区域全体の安全性を高めます。

目
標

新たな見守り活動制度の協力者数

新たな見守り活動の制
度設計

1,000人 2,000人 3,000人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　多くの人の目で子どもを見守る「学校安全ネットワーク」の強化を図り、通学区域全
体の安全性を高めるため、新たな見守り活動制度を開始し、令和2年度に協力者数を
3,000人とします。

７－１０ 「学校安全ネットワーク」の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

「防犯ボランティア」「子どもひなん所110番の家」「子ども安全協定」等による子どもの見守り活動

新たな制度による見守り活動の強化

「学校安全ネットワーク（防犯ボランティア）連絡会議」を毎年度全市立小学校で実施

新たな見守り活動の

制度設計

コンビニエンスストア等民間事業者を活用した「子どもひなん所110番の家」の拡充
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課　電話:048-829-1679

７－１１ ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及

  学校における子どもの安全を一層確保するため、ＷＨＯの推進するインターナショナ
ルセーフスクールの認証を取得した慈恩寺小学校の取組と成果を、全ての市立学校へ広
め、令和元年度以降、慈恩寺小学校の取組例の市立学校での実施率を100%とします。

取
組
内
容

・平成29年1月に、さいたま市立慈恩寺小学校が、「Ｗ
　ＨＯの推進するインターナショナルセーフスクール」
　の認証を取得しました。

目
標

慈恩寺小学校の取組例の市立学校での実施(「けがマップの作成」「児童生徒による主体的な
啓発活動」をともに実施している学校の割合)

実施率40% 実施率70% 実施率100% 実施率100%

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

  安全教育主任研修会等で慈恩寺小学校の取組と成果を普及し、各学校の
安全性を高めることで、安心・安全なまちとして、都市イメージの向上を
図ります。

慈恩寺小学校の継続的な取組と成果について、安全教育主任研修会等で普及

慈恩寺小学校の取組例（ 「けがマップの作成」「児童生徒による主体的な啓発活動」）の

市立学校での実施

①研究指定校による安全への取組と普及(3年間)

②研究指定校による安全への取組と普及(3年間)

③研究指定校による安全への取組と普及(3年間)

全ての市立学校で、(仮)さいたまセーフスクール(SSS)の認証取得を目指す

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
　「住みたいまち・住み続けたいまち」と市民が思

　える安心安全な都市を実現するため、救急搬送デ

　－タ、人口動態統計など、各種統計データから課

　題が見られる高齢者の安全、子どもの安全、自転

　車の安全、ＤＶ防止、自殺予防の５つの分野にお

　いて行政、市民団体、事業者が連携して、データ

　に基づいた効果的な取り組みを進めておりま

　す。（平成28年3月に活動開始の宣言を行いまし

　た。）

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　総務局　危機管理部　危機管理課　電話:048-829-1128

　具体的な取り組みの成果を、他団体、関係機関と共有することで、取り
組みを活用しながら、更に市民満足度を高めます。

(注）事故やケガを根拠ある仕組みによって予防していくという理念に沿って、市民、企業、行政等で協働し、データ
に基づいた取り組みを行い、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めること

目
標

セーフコミュニティの推進（認証取得等）

事前指導開催 認証の申請 認証取得 活動報告会開催

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　「住みたいまち・住み続けたいまち」と市民が思える安心安全な都市を実現するた
め、ＷＨＯが推奨するセーフコミュニティ(注)の取組を推進し、セーフコミュニティの
認証を取得し、令和2年度に活動報告会を開催します。

７－１２ セーフコミュニティの推進(認証取得)

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

・具体的な取り組みの検討、実施、検証、改善を継続的に繰り返す

・認証の申請に向

けた、取組状況の

事前指導の開催

・現地審査の開催

・認証取得

・認証式典の開催

・認証の申請 ・活動報告会の開催

【対策委員会での検討の様子】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・大宮駅周辺においては、通行する者に対する「客引

　き行為」や「スカウト行為」等の迷惑行為が数多く

　見受けられます。

・客引き行為等により得られた収益の一部は、暴力団

　など反社会的勢力の活動資金となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話:048-829-1219

７－１３ 客引き行為等防止に向けた取組

　安全で安心な市民生活を確保するため、警察機関との協議等を行い、繁
華街における客引き行為等の迷惑行為のないまちづくりを進めます。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

客引き行為等のないまちづくりの推進

現状の把握、警察機関
との情報共有・協議

取組結果の確認・課題
抽出

取組方法等の検討・見
直し

検討、見直しを踏まえ
た取組・支援等

　客引き行為等の迷惑行為をなくすことで、安全で、安心な生活を送るこ
とができるとともに、地域経済が健全に発展し、活気のあるまちになりま
す。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

繁華街における客引き行為等の現状把握

警察等との調整（情報共有、客引き行為等防止に向けた取組についての協議）

【大宮駅周辺（イメージ）】

取組結果の確認・課題の抽出

検討、見直しを踏まえた取組・支援等

取組方法等の検討・見直し

・警察等と連携した取組

・自主防犯活動団体等による自主的な取組への支援
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・大宮警察署が平成29年11月に管轄区域内南部に移転

　するため、市北部地域の治安の確保が懸念されてい

　ます。

・なお、警察署の設置については、管轄区域内の人口、

　犯罪件数等に従い、埼玉県警察本部が設置の可否を

　判断しています。

・北区の刑法犯認知件数は、平成24年から28年の過去

　5年間で平均すると、1,432件/年となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話:048-829-1219

　埼玉県警察との協議と併せて、地域住民と連携して治安確保に向けた
様々な取組を推進することで、市民満足度を更に高めます。

目
標

市北部地域における刑法犯認知件数

1,400件以下 1,400件以下 1,400件以下 1,400件以下

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　市北部地域の治安を確保するため、埼玉県警察との協議を行い、警察施設の誘致に向
けた取組等を行うほか、自主防犯活動団体への支援等の取組を行い、令和2年度に、市北
部地域における刑法犯認知件数を1,400件以下とします。

７－１４ 市北部地域の治安確保の取組

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

図 表

図表サイズは縦6cm×横10cmを目安として下さい

地域住民からの意見、要望の聴取 人口、犯罪件数推移等の調査

治安確保に向けた埼玉県警察との協議

【住民によるパトロール】

治安確保に向けた自主防犯活動団体への支援等の取組
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担当　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話:048-829-1219
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第８章 自然・環境倍増 

首都圏有数の緑地空間「見沼田んぼ」の保全・活用・

創造と、水と花と緑を活用したまちづくりの推進！ 

８－１  「四季の花に触れ合える街」づくりの推進                 

８－２  ホタル舞う水辺再生・サポート活動の推進                

８－３  高沼用水路の整備                                      

８－４  見沼田圃基本計画の推進と新たな活用                    

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
【現状（平成29年3月末日時点)】

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)　オープンガーデンとは、私有地である庭などを開放して、不特定多数の鑑賞者を受け入れる仕組みのこと。

担当　都市局　都市計画部　みどり推進課　電話:048-829-1423

　区の花や地域の緑資源の積極的な活用や、花いっぱい運動及びオープン
ガーデンなどの市民の主体的な取り組みを連携することで、地域の特徴・
個性を生かした四季の花に触れ合える街づくりを推進します。

実施方針の決定
（3区）

実施方針の決定
（10区）

植栽の実施
（各区1か所以上）

市WEBサイトによる情報
発信（各区1か所以上）

目
標

地域の個性を生かし四季を感じ取ることができるような花木等の植栽の実施

取
組
内
容

　の花壇で活動し、花いっぱい運動を推進してい

　ます。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

・花壇や緑地、公園は身近な緑の資源として市民

　に親しまれ、花と緑のまちを形成する重要な要

　素となっています。

・緑のボランティア「さいたま市花いっぱい運動

　推進会」では、4,031人の会員が、市内218か所

　「四季の花に触れ合える街」づくりを推進するため、地域の個性を生か
し四季を感じ取ることができるような花木等の植栽を、令和2年度までに各
区1か所以上で実施し、市民への情報発信を行います。

８－１ 「四季の花に触れ合える街」づくりの推進

※1 実施方針は区単位で検討し、決定した区から順次取り組みます。※

各区における花木等の植栽の実施方針の検討・決定（※1）

オープンガーデン（注）開設に向けた市民啓発、組織化の支援

花木等の植栽の実施

花の維持管理

市民への情報発信

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

(人)(箇所)
【緑のボランティア数と花壇数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成18年に「さいたま市水環境プラン」を策定し、人々の憩いの

　場として、また、様々な生物の生息空間としての水環境の再生に

　向けた施策を総合的に推進しています。

・市内の河川水質は、近年、大幅に向上していますが、一層の水環

　境の改善には、市民との協働による取組が必要不可欠です。平成

　25年度から平成28年度までの「水辺のサポート制度」の参加延べ

　人数（累計）は、8,923人でした。

・市民団体、小学校その他の市有施設でホタルの飼育や放流が行わ

　れており、夏季には複数の箇所で観賞会等が開催されています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　環境局　環境共生部　環境対策課　電話:048-829-1331

　各団体と連携し、水辺のサポート制度を含めた水環境プランに掲げた施策を着実に推
進することにより、河川水質の一層の向上と水辺の環境美化を図り、市民の憩いの場と
してのホタルの自生できる美しい水辺環境の再生に取り組みます。

目
標

水辺環境美化活動（ホタル再生活動を含む。）の参加人数

2,600人 3,000人 3,400人 3,800人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　水辺環境の保全・再生を推進し、ホタルが舞うような美しい水辺環境を再生するため、市民と
の協働により水辺の環境美化活動等を行う「水辺のサポート制度」の参加延べ人数を、令和2年
度までの4年間の累計で12,800人にします。

８－２ ホタル舞う水辺再生・サポート活動の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

★ホタルが舞うような美しい水辺環境の再生に向けた啓発事業

・水辺のサポート制度の活動状況に関する情報発信、新規環境美化活動団体の募集（随時）

・小学校や自治会での水環境学習会等の開催

・水辺再生のために市民・事業者ができる取組に関する情報発信〔市民向講習会、HP等〕
★参加団体への支援

・清掃用具等の支給、活動中のけが等に対する傷害保険への加入等

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

★清掃活動の実施

・各団体自主清掃活動等

・共同清掃事業

・活動報告会

・ホタルの生息状況

に関する情報の収

集・発信（HP再構築）
HP適宜更新

・各団体自主清掃活動等

・共同清掃事業

・活動報告会

・各団体自主清掃活動等

・共同清掃事業

・活動報告会

・各団体自主清掃活動等

・共同清掃事業

・活動報告会

【しあわせ倍増プラン２０１３

水辺のサポート制度への参加延べ人数（累計）】

★ホタルの飼育・放流活動等への支援

・マッチングファンド活用検討 その他検討・支援 その他検討・支援 その他検討・支援
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・高沼用水路東縁西縁（総延長約5km）は、市街地

　にありながら、歴史的な緑地空間が残されている

　ため、歴史性、文化性、環境を活かした、親水型

　歩行空間としての有効利用が求められています。

・親水型歩行空間の整備は、平成28年度末までに

　約2.2㎞が終了しています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　建設局　土木部　河川課　電話:048-829-1585

　高沼用水路への愛着を深めるため、市民と連携して、草刈やゴミ拾いな
どの維持管理を行います。

目
標

整備延長

1.1km 0.7km 0.5km 0.5km

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　市民が水と親しみ憩える親水空間を創出するため、令和2年度までの4年
間の累計で、高沼用水路の親水型歩行空間を2.8km整備します。

８－３ 高沼用水路の整備

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

市民団体との協議

整備

整備

整備

整備

詳細設計

詳細設計

詳細設計

【高沼用水路東縁】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・見沼田圃は首都圏有数の緑地空間であり、平成23年1月

　に「さいたま市見沼田圃基本計画」を策定し、農・自

　然・歴史など様々な分野で事業を推進しています。

・見沼田圃エリアでは年間を通してさまざまなイベント

　が実施されており、とくに主要なイベントにおける平

　成28年度の来訪者数は約7,900人でした（注1）。

・魅力ある田園空間としての再生、地域の活性化のために

　は、さらなる積極的な活用の取組が必要です。

(２) 各年度の取組内容と目標

①100%
②10,000人
③69％

①100%
②11,700人
③72％

①100%
②13,000人
③75％

(３) 市民満足度を更に高める取組
　様々な取組・情報を連携・集約させることで、見沼田圃の取組を一体的に推進し効果
を高めます。
(注1)とくに主要なイベントにおける来訪者数とは、見沼田圃の新たな交流の場である「見沼・さぎ山交流ひろば」で行われるイベント及び「さいた
　　 マーチ～見沼ツーデーウオーク～」の参加者・来訪者数としています。
(注2)屋外で実施するイベントの実施日が雨等の場合、目標×0.6を目標とし、評価します。

担当　都市局　都市計画部　見沼田圃政策推進室　電話:048-829-1413
                          自転車まちづくり推進課　電話:048-829-1398
　　　経済局　農業政策部　農業政策課　電話:048-829-1378
　　　　　　　商工観光部　観光国際課　電話:048-829-1365
　　　保健福祉局　保健部　健康増進課　電話:048-829-1294
      スポーツ文化局　スポーツ部　スポーツ政策室　電話:048-829-1737

目
標

①アクションプランの着実な実施（各目標の達成率）
②見沼田圃エリアにおける主なイベントへの来訪者数（注2）
③見沼田圃の市民認知度

①100%
②7,900人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

 「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさと“みぬま”」を実現するため、見沼田圃基本計
画アクションプランを着実に推進するとともに、活用につながる取組の充実を図り、情報発信力
を強化することで、令和2年度までの4年間の累計で、見沼田圃エリアにおける主なイベントへの
来訪者数を42,600人、令和2年度までに見沼田圃の市民認知度を75％とします。

８－４ 見沼田圃基本計画の推進と新たな活用

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

〇積極的な活用につながる新たな取組

●見沼田圃基本計画アクションプラン（平成29年度～令和３年度）の策定・推進

☆見沼田圃のサイクリング環境整備

☆見沼田圃を活用した観光ルートづくり

☆見沼田圃を積極的に活用した体験型観光農園の推進

☆見沼散策の拠点となる広場の整備（仮称 三崎広場の整備）

基盤整備 施設整備設計 地盤改良

看板・路面標示設置 継続的な情報発信ルートの設定 マップの作成

マップ等の作成・配布 継続的な情報発信方向性の検討 資源調査・ルート案作成

新たな情報の収集と「見沼たんぼのホームページ」などを活用した情報の連携・集約

【見沼田圃】

桜回廊の延長200m 桜回廊の延長200m桜回廊の延長200m 桜回廊の延長200m

☆サクラサク見沼田んぼプロジェクトの推進

農園開設3か所 農園開設3か所補助要綱等の整備 農園開設2か所
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第９章 暮らしやすさと絆の倍増  

身近な生活環境を改善するとともに地域コミュニ

ティの絆の強化！

９－１  暮らしの道路・スマイルロード整備事業                  

９－２  身近な公園整備事業                                    

９－３  自治会加入促進                                        

９－４  駅前公衆トイレのリフレッシュ計画の策定と推進          

９－５  公園トイレのリフレッシュ計画の策定と推進              

９－６  きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録制度創設    

 ９－７  人権が尊重される社会の推進 

９－８  コミュニティバス等利用しやすい公共交通の推進 

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成28年度は、工事に着手した147件のうち、

　申請から2年以内に工事着手した件数は、95

　件で着手率は、65％となっております。

・暮らしの道路・スマイルロード整備について

　は、市民からの要望が多く、引き続き、早期

　に整備を進めていく必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注1)暮らしの道路整備事業とは、地元からの申請に基づき、道路幅員4m未満の狭い生活道路の拡幅を、必要な用地

　　 を市に無償寄付していただき、市で測量・分筆・登記及び道路整備を行うもの。

(注2)スマイルロード整備事業とは、毎日利用されている道路の環境整備や老朽化の改善など、利用者のニーズに応え

　　 るため、沿線の皆様からの申請に基づき、道路整備を行うもの。

(注3)申請から2年以内で実施した着手率とは、当該年度に工事着手した件数のうち、申請から2年以内の件数をいう。

担当　建設局　土木部　道路環境課　電話:048-829-1491

　市民等に申請に必要となる事項等について、事前相談で整備の可否を明
確化することで、よりスムーズに事業着手が可能となり、市民満足度を更
に高めることができます。

75% 83% 88% 90%

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

暮らしの道路・スマイルロード整備事業の申請から2年以内で実施した着手率

　安全で快適な道路環境の向上を早期に図るため、令和2年度に暮らしの道
路(注1)・スマイルロード整備事業(注2)の申請から2年以内で実施した着手
率を90%(注3)にします。

９－１ 暮らしの道路・スマイルロード整備事業

②要望受付や対応状況の公表（9月、3月更新）

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【整備前】

【整備後】

①暮らしの道路・スマイルロード整備事業の推進
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・ 都市公園の適正な配置・整備に向け、

身近な公園の不足する地域等に、子ど

もからお年寄りまで、歩いて行ける範

囲に誰もが安心して利用できる身近な

公園整備を進めています。

・ しあわせ倍増プラン2013では、平成25

年度から平成28年度までの4年間に、24

か所の公園を開設しました。

　　　　　【加倉ふれあい公園】

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注) 身近な公園の不足する地域とは、公園整備を進める市街化区域及び人口集中地区の中で、既存都市公園等の面積

規模に応じて設定される圏内に、都市公園等がない地域のこと。

担当　都市局　都市計画部　都市公園課　電話:048-829-1420

９－２ 身近な公園整備事業

　身近な公園の不足する地域(注)を解消するため、令和2年度末までの4年
間の累計で、身近な公園を24か所整備します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

身近な公園の開設数

3か所 4か所 6か所 11か所

　身近な公園の不足する地域等に公園整備を進めるとともに、その過程に
おいては、近隣住民との意見交換を実施し、市民ニーズを踏まえた公園づ
くりに努めることで、市民満足度を高めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

公園用地取得、設計業務、整備工事

民有地を活用した整備エリア及び候補地の選定、設計業務、整備工事

土地区画整理事業施行者等との公園予定地移管協議、設計業務、整備工事
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成29年4月1日時点の自治会数は、856自治会、

　自治会加入世帯数は、367,990世帯、自治会加入

　率は、64.1%です。

・ライフスタイルや価値観の多様化により、加入

　世帯数は増加傾向にあるものの、加入率は低下

　傾向にあります。このため、転入者や自治会未

　加入者に対して、より一層加入促進に取り組む

　必要があります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　市民局　市民生活部　コミュニティ推進課　電話:048-829-1068

　各種自治会加入促進啓発活動を実施するとともに、自治会活動の活性化
に対する支援を行うことで、地域コミュニティの活性化を図り、市民満足
度を高めます。

目
標

自治会加入世帯数の増加（自治会加入世帯数）

2,000世帯増
（369,990世帯）

2,000世帯増
（371,990世帯）

2,000世帯増
（373,990世帯）

2,000世帯増
（375,990世帯）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　地域コミュニティを活性化させるため、令和2年度までの4年間の累計
で、自治会加入世帯数を8,000世帯増加させます。

９－３ 自治会加入促進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

ポスター及びリーフレットを活用した自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施

民間事業者と連携した自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施

各種イベント会場における自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施

さいたま市自治会連合会と連携した

自治会加入促進策及び退会防止策の検討

さいたま市自治会連合会と連携した

自治会加入促進策及び退会防止策の実施

(人)【自治会加入世帯数と自治会加入率】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成29年6月現在、駅前公衆トイレ26か所のうち、

　洋式大便器が未設置のトイレが5か所あります。

　（男子トイレは5か所、女子トイレは3か所）

・設置から長期間経過しているトイレがあります。

・高齢者の方などから、公衆トイレの和式大便

　器を洋式に改修してほしいとの要望があります。

・外国人にとって和式大便器はなじみがありません。

・みんなのトイレ未設置の駅前公衆トイレが3か

　所あります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　生活衛生課　電話:048-829-1299 

　改修の際には、トイレの衛生状況を保つため、汚れのつきにくい資材の
導入や照明、外壁、内壁の塗り直しを検討します。

1か所 2か所 2か所 －

目
標

洋式大便器を設置した駅前公衆トイレの箇所数

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　誰もが安心して利用できる公衆トイレとするため、公衆トイレリフレッ
シュ計画を策定します。また、令和元年度までに洋式大便器を設置してい
ない駅前公衆トイレ5か所に洋式大便器を設置します。

９－４ 駅前公衆トイレのリフレッシュ計画の策定と推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

工事・全面リニューアル可能性調査

・実施設計

・みんなのトイレ未設置箇

所の設置可能性調査

・みんなのトイレ実施設計

工事

清掃方法の変更実施清潔さを保つ工夫など清掃方法の見直し調査

洋式大便器の設置工事

公衆トイレリフレッシュ計画策定

（公園編） （駅前編）

経過年数 トイレの数

5年未満 7か所

5年 ～ 10年未満 4か所

10年 ～ 15年未満 4か所

15年 ～ 20年未満 4か所

20年以上 7か所

駅前トイレの設置又は全面改修後の経過年数と数
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年6月現在）

108



概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・既存公園の公衆トイレについて、老朽化が進

　行しているほか、和式便器の設置が主体と

　なっております。

・近年、新規公園内で公衆トイレを設置する場

　合、だれもが安心・安全に利用できるみんな

　のトイレ(注2)を設置しています。

　　【老朽化が進行した公園トイレ】

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注1) 公園トイレのリフレッシュとは、公園トイレの全面改修、便器交換や外壁等の塗り替えを行うこと。

(注2) みんなのトイレとは、お年寄りや身体に障害を持った人など、誰もが円滑に利用しやすいトイレ。

担当　都市局　都市計画部　都市公園課　電話:048-829-1420

９－５ 公園トイレのリフレッシュ計画の策定と推進

　既存公園の公衆トイレの老朽化に伴い、公園トイレの利用者の利便性の向上を
図るため、公衆トイレのリフレッシュ計画を策定し、令和2年度までの4年間の累
計で、公園トイレのリフレッシュ(注１)を23か所で実施します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

目
標

公園トイレ全面改修またはリフレッシュ箇所数

取
組
内
容

2か所 5か所 8か所 8か所

　身近な公園を重点的に公園トイレのリフレッシュ化を進めて、公園トイ
レを利用しやすくすることで、市民満足度を高めます。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

公園トイレリフレッシュ

2か所

公園トイレ全面

改修実施設計（1か所）
公園トイレ改修工事

（1か所）

公園トイレリフレッシュ

4か所
公園トイレリフレッシュ

8か所
公園トイレリフレッシュ

8か所

公衆トイレリフレッシュ計画策定

（公園編） （駅前編）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・商業施設などでは顧客以外にもトイレの一般開放が進

　んでいます。

・バリアフリーのまちづくりを進めるための、さいたま

　市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づく適

　合プレートを交付した施設数は平成28年度末現在で253

　施設（注）です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例適合プレート交付要領（平成22年4月1日）」改正後の適合プレート交付数

担当　保健福祉局　保健部　生活衛生課　　電話:048-829-1299

担当　保健福祉局　福祉部　福祉総務課　　電話:048-829-1253

担当　経済局　商工観光部　商業振興課　  電話:048-829-1364

　きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録施設と観光情報等を一体的
に情報発信することや、駅前や公園の公衆トイレの清潔度を高めることで
利用者の満足度を高めます。

目
標

ホームページに掲載する登録施設数

民間施設のトイレの清掃等
及び先進自治体に係る調査

登録制度の創設
登録制度創設後に目標値を
設定

登録制度創設後に目標値を
設定

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　多くの方が利用できる、きれいで便利なトイレを増やすため、きれいな
トイレ・バリアフリートイレの登録制度を創設し普及します。

９－６ きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録制度創設

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

東京2020オリンピック競技会場周辺や駅前公衆トイ
レが未設置である12駅周辺の民間施設等に登録制
度への登録やホームページ掲載の依頼

ホームページの構築

各種民間施設のトイ

レの清掃等に係る取

組状況や考え方の調

査

先進自治体の取組事

例の調査

ホームページの公開

民間施設等へのバリアフリートイレの設置及び改修工事の働きかけ

（バリアフリー対応施設の拡大）

・きれいなトイレの基準づ

くり

・民間を活用した登録制

度検討・創設

・制度周知方法の検討

【多くの方が利用しやすい きれいで便利なトイレ】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・同和問題を始め、女性・子ども・高齢者・障害者・外国人などの

　様々な人権問題が依然として存在し、また性的少数者（LGBTなど)

　等の新たな人権問題が顕在化しています。

・市民一人ひとりのダイバーシティ（多様性）やインクルージョン

　（受容性）への理解を推進し、個々の違いを受け入れ、認め合う意

　識を持つことが、あらゆる差別や偏見の解消につながります。

・人権啓発講演会の参加人数は1,092人、隣保館利用者数は23,895人、

　人権教育集会所利用者数22,921人（いずれも平成26年度から28年度の3か年平均）

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　市民局　市民生活部　人権政策・男女共同参画課　電話:048-829-1132

      教育委員会事務局　生涯学習部　人権教育推進室　電話:048-829-1708

　講演会や研修会開催にあたっては、時勢に応じたテーマや講師選定を行
い、正しい知識の普及を行うことで、啓発の効果を高めます。

目
標

①人権啓発講演会の参加人数　　②隣保館利用者数  ③人権教育集会所利用者数
④性的少数者に関する正しい理解の普及啓発に向けた取組 ⑤人権啓発講演会の参加者理解度
⑥性的少数者である当事者への支援

①1,100人　②24,000人
③23,000人
④九都県市共通メッセージ
の作成

①1,300人　②26,400人
③24,000人
④講座等の開催（年4回）
⑤95％　⑥（仮称）パート
ナーシップ宣誓制度の検討

①2,000人　②28,800人
③25,000人
④講座等の開催（年4回）
⑤95.5％　⑥（仮称）パー
トナーシップ宣誓制度の創
設・周知

①2,000人　②31,200人
③26,000人
④講座等の開催（年4回）
⑤96％　⑥（仮称）パート
ナーシップ宣誓制度の周知

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　多様な人々が共存、共生、参加できる社会を創造し、差別のない明るい社会を構築するた
め、「人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計画」及び「同実施計画」を推進し、令和2年
度までの4年間の累計で、人権啓発講演会の参加人数を6,400人、隣保館の利用者数を110,400
人、人権教育集会所の利用者数を98,000人にします。また、（仮称）パートナーシップ宣誓制
度を創設し、令和2年度までに性的少数者に関する正しい理解の普及啓発に向けた講座等を年4
回開催します。

９－７ 人権が尊重される社会の推進

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

人権啓発講演会、市内企業等人権問題研修会などにおいて、ダイバーシティやインクルージョンへの

理解を深める研修の実施

市内イベントにおける、各種人権問題に対する人権意識の普及・高揚に向けた啓発活動の実施

隣保館や人権教育集会所の人権啓発拠点施設における人権講演会等の主催事業や地域住民の交

流の促進による、市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚に向けた啓発活動の実施

・九都県市による性的少数者

への配慮についての検討

・九都県市共通メッセージ

の作成
九都県市による検討結果を踏まえて、性的少数者に
関する窓口対応ガイドラインの作成

共通メッセージを活用した性的少数者に関する正しい理解の普及啓発及

び講座・講演会の開催

平成28年度男女共同参画に関する市民意識調査

聞いたことはあるが、

内容は知らない,10.8%

知ってい

る, 32.0%

知らない, 
53.9%

無回答, 
3.3%

「LGBT］という言葉の認知度

（仮称）パートナーシッ

プ宣誓制度の検討

（仮称）パートナーシップ宣誓

制度の創設・周知
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・市内では、鉄道や路線バスを補完するコミュニティ

　バス6路線、乗合タクシー2路線が運行しています。

・今後も「コミュニティバス等導入ガイドライン」に

　基づき、交通空白地区や交通不便地区等の解消に向

　けて、地域の方々が主体となり、公共交通を導入し

　「守り」、「育てる」ことにより、持続可能な公共

　交通としていく必要があります。

・平成28年度は、西区指扇地区乗合タクシーが本格運

　行を開始しました。

・平成28年度末の市内路線バス等のノンステップバス

　導入率は57.4%です。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　都市局　都市計画部　交通政策課　　電話:048-829-1054

９－８ コミュニティバス等利用しやすい公共交通の推進

　市民に身近な公共交通を推進するため、コミュニティバスや乗合タクシーの新規導入・運行改
善について、地域の方々が主体的に取り組めるよう支援を行い、令和2年度までの4年間の累計
で、コミュニティバス等の新規導入・運行改善の地区数を8地区とします。また、市内路線バス
等について、令和2年度にノンステップバスの導入率を70%にします。

取
組
内
容

目
標

①コミュニティバス等の新規導入・運行改善の地区数
②市内路線バス等のノンステップバス導入率

①2地区
②60%

①2地区
②63%

①2地区
②67%

①2地区
②70%

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　路線バス、コミュニティバス、乗合タクシーについて、バス路線マップ
の作成等を行い利用促進を図ります。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【コミュニティバス】

【乗合タクシー】

コミュニティバス等の新規導入・運行改善の支援
・地域組織立ち上げのアドバイス ・道路状況の調査 ・アンケート調査の実施

・需要推計、収支試算 ・関係機関との調整 ・運行事業者の選定

市内路線バス等のノンステップバス導入に対する補助

地域公共交通協議会による新規導入・運行改善の協議
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第 10 章  中小企業対策の強化と雇用倍増

中小企業支援と就労支援体制、女性の就業支援の充

実！ 

１０－１ 中小企業の事業承継や継続などへの支援                  

１０－２ 中小企業等の人材確保支援                              

１０－３ 女性と若者の創業支援体制の強化                        

１０－４ ソーシャルビジネスの推進                              

１０－５ 障害者の就労機会の創出                               

１０－６ ニートの就労機会の創出                                

１０－７ がん患者の就労機会の支援                              

１０－８ CSR チャレンジ企業認証制度                

１０－９ リーディングエッジ企業認証支援事業                    

１０－１０大型イベント等と連動した商店街支援事業               

しあわせ倍増事業
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・中小企業の景況は緩やかな改善傾向に

　あるものの、改善の度合いは企業ごとに

　異なることに加え、設備投資や売上高の

　伸び悩みといった課題に直面しています。

・また、事業承継の検討に当たっては規制面、

　税務面等、多様な課題に対応できる支援

　体制の構築が必要です。

・平成28年度は、延べ433回の専門家派遣を

　実施し、60社の課題解決を行いました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　経済局　商工観光部　経済政策課　電話:048-829-1362

目
標

取
組
内
容

60社 70社65社65社

課題解決社数

令和２年度令和元年度平成３０年度平成２９年度

　金融機関と連携し、経営安定化だけでなく、成長志向の中小企業の支援
も行います。また、事業承継に当たっては、商工会議所とも連携を図り、
相談内容の充実を図ります。

１０－１ 中小企業の事業承継や継続などへの支援

　中小企業の経営安定化を図るため、窓口相談や出張相談を実施し、相談
内容に応じた専門家派遣を行うことで、令和2年度までの4年間の累計で、
課題解決社数を260社とします。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

窓口相談の実施

中小企業に対し、専門家派遣を実施

332回

64社 52社 60社

318回

433回

【課題解決社数及び専門家派遣数】

社数
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・中小企業白書2017によると、国では経済の緩やかな回復を

　背景に雇用環境は改善していますが、中小企業においては、

　生産年齢人口の減少や大企業志向の高まり等により、

　人手不足が深刻化しています。

・市内における中小企業等の「雇用に関する課題」は、「人材の

　確保」が最も多く、「人材育成、教育・訓練」についても、

　約3社に1社が課題であると認識しています。（右図）

・このような状況の中、平成28年度は、中小企業等との

　マッチングを含めた就労支援により、107人が就職しました。 ［出典　さいたま市地域経済動向調査（2016年12月調査）］

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　経済局　商工観光部　労働政策課　電話:048-829-1370

　求職者への就労支援を実施するとともに、市内中小企業等における人材
確保の課題を軽減するため、求職者とのマッチングを図ります。

目
標

事業による就職者数

110人 130人 135人 140人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　中小企業等の人材確保を図るため、中小企業等とのマッチングなどを含
めた各種就労支援を実施し、令和2年度までの4年間の累計で、就職者数を
515人とします。

１０－２ 中小企業等の人材確保支援

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【市内企業の「雇用に関する課題」】

企業PRの場の創出等によるマッチング支援の実施

就業体験付きスキルアップ業務の実施

働く人の支援講座の実施

若年者等インターンシップ業務・就業体験付きスキルアップ業務の拡充

若年者等インターンシップ業務の実施
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・女性の創業では、家庭との両立や社会経験の

　不足等の理由により、男性より少ない傾向が

　あります。

・若者の創業では、社会経験やノウハウの不足、

　資金面の課題があり、シニア層に比べて、

　少ない傾向があります。

・平成28年度は、女性創業者数13件、若者の

　創業者数9件となっています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注1) 本調書の若者とは40歳未満の者。

(注2) ビジネスプランコンテストとは、さいたま市を元気にする斬新でアイデアあふれるビジネスプランを募集し、優秀なビジ

　　　ネスプランに対し表彰するとともに、専門家のアドバイスや販路開拓の機会提供をもって事業化促進のための支援を行う事業。

担当　経済局　商工観光部　経済政策課　電話:048-829-1362

１０－３ 女性と若者の創業支援体制の強化

　創業を目指す女性や若者(注1)の創業の実現を図るため、創業支援メ
ニューを充実して、令和2年度までの4年間の累計で、女性の創業数を54件
及び若者の創業数を42件とします。

女性創業13件
若者創業10件

女性創業14件
若者創業11件

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

女性創業14件
若者創業11件

　開催日時の工夫や託児機能付きセミナー等、女性と若者が創業しやすい
環境づくりに努めます。また、ビジネスプランコンテスト受賞者支援を充
実させることで、創業の実現を支援します。

目
標

創業数

女性創業13件
若者創業10件

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

相談事業、各種セミナーの実施

ビジネスプランコンテスト(注2)の実施、事業化支援

新たな創業者向け資金調達支援の検討・実施

【創業者の性別構成の推移】
（出典：中小企業白書2017）

男性 女性
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・少子高齢化の進展や価値観の多様化等に

　よって、地域では様々な課題が顕在化し

　てきています。

・地域課題が多様化・複雑化しており、

　自治体のみならず、市民が担い手となり、

　地域課題をビジネスの手法で解決する

　コミュニティビジネスを含むソーシャル

　ビジネスへの期待が高まっています。

・平成28年度は、1件の事業化支援をしました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)　ビジネスプランコンテストとは、さいたま市を元気にする斬新でアイデアあふれるビジネスプランを募集し、優秀なビジネス

　　　プランに対し表彰するとともに、専門家のアドバイスや販路開拓の機会提供をもって事業化促進のための支援を行うもの。

担当　経済局　商工観光部　経済政策課　電話:048-829-1362

１０－４ ソーシャルビジネスの推進

　ソーシャルビジネスを推進するため、各種事業化支援を実施し、令和2年
度までの4年間の累計で、事業化数を6件とします。

1件 2件

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

2件

　ソーシャルビジネスの推進により、地域課題の解決だけでなく、将来的
な地域経済活性化や雇用の創出につなげていきます。

目
標

事業化数

1件

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

相談事業、ソーシャルビジネスセミナーの実施

ビジネスプランコンテスト(注)の実施、事業化支援

関係者とのネットワークづくりの検討・構築

【今後期待する事業分野】
（出典：意識調査アンケート２００８年）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・障害者自身の就労意欲の向上や企業の社会的責任

　（CSR）の活動の普及から障害者の就労相談が

　増加しています。

・障害者就労の相談窓口は市内2か所のハローワーク

　と障害者総合支援センターに加え、平成29年度か

　ら大宮区・岩槻区のジョブスポット内に障害者専

　用相談窓口を開設し、相談者の利便性の向上を図

　っています。

・平成28年度は52人就労者が増えました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　福祉部　障害者総合支援センター　電話:048-859-7266

　より身近な場所で就労の相談を行うため、ジョブスポット内における障
害者就労相談窓口の拡大を図り、市民満足度を高めます。

目
標

障害者総合支援センター登録者の就労増員数

60人 85人 85人 85人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　障害者が安心して働き、住み慣れた地域で自立した生活を送り続けるため、障害特性
に配慮された職場への就職や就労定着支援を図り、令和2年度までの4年間の累計で、障
害者総合支援センター登録者の就労者数を315人増やします。

１０－５ 障害者の就労機会の創出

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

就労相談・講座実施・ジョブコーチ職場派遣

ジョブスポット内（大宮

区・岩槻区）に障害者

就労相談窓口を開設

就労相談窓口の拡大を検討

(人)(人)
【障害者総合支援センターの登録者数と就労者数】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成25年9月に、ニートと呼ばれる若年無業者

　の職業的自立を支援するため、市内に「地域

　若者サポートステーションさいたま」が設置

　され、これまでの4年間で新規登録者数計869人、

　事業を通じた就職等進路決定者数計374人と

　大きな成果をあげてきました。

・しかし、市内の若年無業者は平成22年に比べ

　増加（右図）しており、継続した若年無業者

　への支援の必要性が生じています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　経済局　商工観光部　労働政策課　電話:048-829-1370

　支援対象者の保護者に向けたセミナー、情報交換会を実施し、保護者の
不安解消に努めるとともに、適切な接し方等を伝え、保護者側から支援対
象者の事業参加を促すことで、市民満足度を高めます。

目
標

①事業による就職等進路決定者数
②セミナー等参加者満足度

①120人 ①120人 ①125人
②90％

①130人
②90％

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　ニートの就労機会を創出するため、国が設置する地域若者サポートス
テーションと連携して各種職業的自立支援を実施し、令和2年度までの4年
間の累計で、就職等進路決定者数を495人とします。

１０－６ ニートの就労機会の創出

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

［出典 総務省統計局平成22年・27年国勢調査］

国が設置する「地域若者サポートステーションさいたま」と連携した若年者職業的自立支援事業の実施

【若年者職業的自立支援事業内容】

・心理カウンセリング

・コミュニケーションや自己表現方法などを学び、意識を高めるためのセミナー

・社会体験機会の提供を目的とした就農体験事業

・就業意識向上を目指す就業体験事業

15～39歳, 

3,776人

15～39歳, 

4,772人

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成２２年 平成２７年

(人) 【市内若年無業者の状況】
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成27年度さいたま市がん対策等に関する事業所

　実態調査によると、過去3年間において、がんに

　より1か月以上連続して休職・休業した従業員の

　復職状況は、「退職する場合が多い」が28.1%と

　一定数が退職しており、仕事の継続が難しい状況

　が判明しました。

・そういったことから平成28年度から市内のがん診

　療連携拠点病院の2病院にて就労相談を開始し、

　延べ22件の相談がありました。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　保健福祉局　保健部　健康増進課　電話:048-829-1294

　  さいたま市立病院　市立病院経営部　医事課　電話:048-873-4333　　　　

 経済局　商工観光部　労働政策課　電話:048-829-1370

　がん患者の就労相談について周知啓発を図るため、市内の地域がん診療
連携拠点病院等にパンフレットの設置・配布をします。

目
標

さいたま市内のがん診療連携拠点病院での就労相談件数

40件 48件 60件 72件

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　がんと診断されても仕事の継続や就職をできるよう、令和2年度までの4
年間の累計で、がん診療連携拠点病院での仕事と治療の両立に向けた就労
相談支援を220件行います。

１０－７ がん患者の就労機会の支援

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

さいたま市立病院等で実施しているがん患者への就労相談支援

関係部署や団体と協力して行う事業所への啓発活動（講演会の開催等）

さいたま市ホームページ等を活用した相談窓口の周知

がんにより1か月以上連続して休職・休業した従業員の復職状況（単一回答）（％）

平成27年度さいたま市がん対策等に関する事業所実態調査結果（一部抜粋）
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成28年度のCSRチャレンジ企業としての認証は

　17社となり、平成24年度から平成28年度末での

　認証企業数は81社となっています。

・少子高齢化に伴う働き手の減少等、社会課題が

　多種多様化する中で、CSRに取り組む中小企業の

　増加が課題解決に必要となります。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

(注)　CSRとはCorporate Social Responsibilityの頭文字をとったもので、「企業の社会的責任」と訳されます。

担当　経済局　商工観光部　経済政策課　電話:048-829-1362

　CSR経営を推進する企業が増加することで、地域経済の持続可能な発展が
図られるとともに、社会課題の解決が促進されることにより市民満足度を
高めます。

目
標

CSRチャレンジ企業認証企業数

25社 25社 25社 25社

取
組
内
容

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

　CSR(注1)経営を推進する市内中小企業を増加させるため、市が認証する
「さいたま市CSRチャレンジ企業認証制度」を実施し、令和2年度までの4年
間の累計で、認証企業数を100社とします。

１０－８ CSRチャレンジ企業認証制度

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

CSR施策PR

CSRコミュニティ活動の深化

CSRチャレンジ企業への支援拡充の検討・実施
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・独創性・革新性に優れた技術を持つ市内の研究開発型も

　のづくり企業を「さいたま市リーディングエッジ企業」

　として認証しています。

・平成29年4月現在、認証企業は34社です。認証期間は3年

　間で、継続認証が可能です。

・認証企業に対しては、さいたま市産業創造財団を始めと

　する支援機関と連携しながら、技術開発、販路拡大、人

　材育成等の支援を実施し、認証企業の国際競争力向上と

　さいたま地域発イノベーション創出を促進しています。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　経済局　商工観光部　産業展開推進課　電話:048-829-1371

１０－９ リーディングエッジ企業認証支援事業

　独創性・革新性に優れた技術を持つ市内研究開発型ものづくり企業を支援する
ため、令和2年度までの4年間に毎年10件の企業認証を行い、企業の国際競争力向
上とさいたま地域発のイノベーション創出を促進します。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

目
標

認証企業件数（継続申請を含む）

10件 10件 10件 10件

　認証企業の成長を促進するため、企業が抱える課題に対応した支援策を
推進します。また、ビジネス面で有利に働くよう、事業及び認証企業の認
知度向上を図ります。

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

新規認証申請および継続認証申請の募集と審査を実施し、認証企業を決定

認証企業に対する国際競争力向上支援・イノベーション創出支援の継続

事業及び認証企業の認知度向上に向けたプロモーションの実施
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概要（目的・目標等）

(１) 現状と背景
・平成28年度は、2016ツール・ド・フランス

　さいたまクリテリウムと連携した商店街連携

　施策として、毎年秋に実施されている商店街

　活性化キャンペーン事業と相互PRを実施する

　ことで市内全域の商店会と連携を図ったほか、

　会場周辺企画として中央区内でスタンプラ

　リーを試行的に実施し、合わせて参加者数は

　約1,000人でした。

(２) 各年度の取組内容と目標

(３) 市民満足度を更に高める取組

担当　経済局　商工観光部　商業振興課　電話:048-829-1364

商店街や各商店の大型イベント会場等における積極的な出店販売を
支援します。

目
標

市内大型イベント等と連動した連携事業の参加者数

1,500人 10,000人 12,900人 13,400人

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

取
組
内
容

　商店街の活性化のため、にぎわいが創出できるさいたまクリテリ
ウム、さいたま国際マラソンといった市内大型イベント等との連携
事業を毎年度複数実施し、令和2年度に、年間の事業への参加者数を
13,400人とします。

１０－１０ 大型イベント等と連動した商店街支援事業

※ 各年度の取組内容は進捗状況等により見直す場合があります。

【スタンプラリー】【商店街活性化キャンペーン】

さいたまクリテリウムに連動した商店街活性化キャンペーン、スタンプラリー、商店街出店等の検討・準備

及び実施

さいたま国際マラソンに連動した商店出店等の検討・準備及び実施

記念総合体育館等において実施されるイベントに連動した商店出店等の検討・準備

及び実施
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第３編  

高品質経営プログラム 

【３つの柱】 

第 １ 章  見える改革 

第 ２ 章  生む改革 

第 ３ 章  人の改革
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第１章 見える改革 

市民や企業とともに進める行政運営 

 市民・事業者との情報共有、市民の声を聴取する機会及び市政への市民参

加の機会を充実し、市民目線に立った行政運営を推進するとともに、市政運

営の最前線である区役所窓口サービスの向上を図ります。 

 また、民間活力を徹底活用し、公民連携による事業を推進します。 

① 市民と行政の絆による市政運営 

１－①－１  新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進 

１－①－２  出前講座の推進 

１－①－３  政策策定に資する広聴機能の充実 

１－①－４  マッチングファンド制度など市民協働、市民参画の拡充 

② 市民満足度を高めるための取組 

 １－②－１  ＣＳ９０運動の全市的推進 

１－②－２  さいたまシティスタットの確立 

１－②－３  区役所窓口総合サービスの向上 

 ③ ＰＰＰの推進による市政運営 

１－③－１  民間提案制度の推進 

１－③－２  対話型市場調査の導入 

１－③－３  企業との連携・協定による公共的サービスの充実 

１－③－４  ＰＰＰ手法によるサーマルエネルギーセンターの整備 

１－③－５  民間事業活用による公衆街路灯一斉ＬＥＤ化 

１－③－６  下水処理センターにおける更なる民間力活用の推進 

１－③－７  保育園用務業務等の委託化 

１－③－８  小学校給食調理業務の委託化 

１－③－９  学校用務業務の委託化 

１－③－１０ 一般廃棄物収集運搬業務の委託化 

１－③－１１ 大学連携の推進 

高品質経営プログラム
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情報発信アドバイザーの活用・拡充

他市調査・研究

既存の情報発信手法の見直し・新たな情報発信媒体の掘り起こし

事業所管課への研修による情報発信に対する意識の醸成

　政令市調査、庁内各課へのヒアリング、研究

テーマ、内容、枠組みの見直し

事業所管課への研修による情報発信に対する意識の醸成

750回 800回 900回 1,000回

出前講座の満足度

担当

目標

　市民によりわかりやすく市政情報を伝え、市政への関心や理解を深めてもらうため、
専門家の知見をさらに活用し、既存の情報発信手法の見直しや、新しい情報発信媒体の
取り入れを行っていくとともに、ビジュアル化された質の高い効果的な広報を推進しま
す。

70,000件

・広報事業として市報をはじめ、公式ホームページ、ＳＮＳ、動画、出前講座等の様々な手法に
よって情報発信や情報提供を行っていますが、市民の関心や情報の入手方法は年々変化してきて
います。

80,000件

1-①-1 　新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進

　市長公室　広報課　電話048-829-1039

- 90% 90% 90%

目標

出前講座の実施回数

90,000件

①　市民と行政の絆による市政運営

【取組の方向性】

・複雑多様化する幅広い市民ニーズに応えていくためには、市民の声を的確に把握し、政策の実
現に反映していくことが不可欠です。そのため、これまで以上に効果的な広報や積極的な情報提
供・情報発信を行い、幅広い市民意見の把握に努め、市民の声をより一層活用していくための仕
組みを整備するとともに、市民活動団体との協働をより一層推進します。

【現状と背景】

・広聴事業として、わたしの提案、タウンミーティング、市民意識調査、市民の声モニター制度
等を実施しており、寄せられた市民の声は「市民の声データベースシステム」に登録しています
が、市民の声の傾向を把握し、計画策定等の判断材料の一つとして情報提供していく必要があり
ます。

・市民活動団体が行う地域課題の解決に向けて市と協働で行う事業に対して、助成金を交付する
マッチングファンド事業を平成22年度から実施していますが、更なる活性化を図るためには、協
働マインドの醸成を図るとともに市民活動団体と市の双方において、十分な連携を図る必要があ
ります。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

改革の
方向性

　施策や事業について、市民・事業者の理解を深めるため、出前講座の趣旨に沿った講
座等を整理するとともに、実施形態を見直すことにより、出前講座の推進を図ります。

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

100,000件

担当 　市長公室　広報課　電話048-829-1039

1-①-2 　出前講座の推進

フェイスブックのいいね数＋ツイッターのフォロワー数＋LINEの友だち数＋新たな媒体の登録者数
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【市民の声データベースシステム】
マイニング手法の調査・検討

　分析結果庁内提供開始

【市民の声モニター】
実施・制度見直し

【市民活動推進委員会の28年度答申を受けての検討】

【市民活動推進委員会による検討】
30年度答申

平成30年度 令和元年度 令和２年度

６事業

４年間の財政効果

目標

3,250千円

マイニング手法案の策定
マイニング手法の決定

分析試行
市民の声レポート（年４回）において情報提供

1-①-4 　マッチングファンド制度など市民協働、市民参画の拡充

　市民の声データベースシステムに登録された市民の声をテキストマイニング（注）によ
り分析することで市民の声を細分化したデータを作成し、庁内に情報提供するとともに
見える化を図ります。
　また、市民の声モニター制度について、潜在的な市民の声を含め広く意見を聴く制度
に見直し、登録者数を増加させることにより広聴機能の充実を図ります。

　政策策定に資する広聴機能の充実1-①-3

135人

市民の声ＤＢに登録された市民の声の分析の実施・庁内への提供

取組
内容

平成29年度 令和２年度

目標

市民の声モニターの登録者数（各年９月１日）

マッチングファンド制度による助成事業数

担当 　市民局　市民生活部　市民協働推進課　電話048-813-6403

　市長公室　広聴課　電話048-829-1931

改革の
方向性

　 　注 テキストマイニングとは、通常の文章から単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や傾向、時
系列などを解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法です。

取組
内容

平成29年度

200人 400人 600人

施策化項目
検討・実施

施策の効果の把握
・施策の見直し

諮問事項「本市における協働意識の向上について」

担当

平成30年度 令和元年度

施策の見直し結果の反映及び30年度答
申内容の施策化検討・実施による、
マッチングファンド制度の見直し

６事業

　協働マインドの醸成を図り、現行のマッチングファンド制度の
見直しを行うことにより、協働の一層の充実を図ります。

改革の
方向性

６事業 ６事業

●
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企業等への運動の拡大（企業への働きかけや、賛同企業（者）のＰＲ活動）

市の魅力発信や「住みやすさ」のＰＲ等の取組

システムへの新たなデータの集積・更新と庁内共有

②　市民満足度を高めるための取組

【取組の方向性】

【現状と背景】

・さいたま市を「住みやすい」と感じる人の割合を2020年までに90%以上とすることを目指す
「CS90運動」に取り組んでいます。

・これまで接遇・窓口環境・案内サービスに関して民間事業者による外部調査を実施し、その結
果を踏まえて区役所窓口総合サービスの向上の取組を実施してきましたが、更なるサービスの向
上が求められています。

・行政サービスのさらなる向上に向けて、各部署に蓄積された様々なデータを効果的に活用する
ための体制を構築する必要があります。

・今後の人口減少社会の到来を見据え、「選ばれる都市」、「しあわせ実感都市」を実現するた
めに、職員一人ひとりが市民満足度向上に対する理解と目標を共有し、それぞれの業務に取り組
みます。

　ＣＳ９０運動の全市的推進

担当
　都市戦略本部　都市経営戦略部　電話048-829-1033
　市長公室　シティセールス推進課　電話048-829-1034

1-②-2 　さいたまシティスタットの確立

令和元年度 令和２年度

研修の実施

　各所管課におけるデータに基づく課題分析、市民ニーズの把握等の実施

　各所管課に対するデータ分析の支援

取組
内容

平成29年度 平成30年度

　ＣＳ９０運動を推進し、目標を達成するため、「しあわせ倍増プラン２０１７」や
「さいたま市成長加速化戦略」をはじめとする各プランの推進や働き方見直しによる取
組に加え、企業や市民へ運動を拡大し、全市的に推進をします。

市民意識調査において本市に「住みやすい」「住み続けたい」と思う人の割合

80

改革の
方向性

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　市役所の業務で得られた各種データを一元的に集積・共有することで、様々な分野の
業務において、データに基づく課題分析や市民ニーズの把握、組織マネジメント等を積
極的に行います。（注）

１０件

　 　注

1-②-1

「しあわせ倍増プラン２０１７」や「さいたま市成長加速化戦略」をはじめとする各プランの推進・成果の公表

目標

目標
85％以上 86％以上 87％以上 90％以上

運動に賛同する企業・団体数

６ 20 50

１件 ５件

さいたまシティスタットとは、業務で蓄積した情報や各種統計などの様々なデータを、幅広い分
野において、施策の評価や検証、企画立案、業務改善などに活用する仕組みのことです。

１５件

所管課への支援によるデータ分析に基づく企画立案・業務改善等の件数

担当 　都市戦略本部　情報政策部　電話048-829-1119
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　各区役所での自主的・主体的な窓口改善の取組の検討・実施

　全区役所での標準化に向けた取組（注２）の検討・実施

　窓口受付用番号発券機の整備（標準化に向けた取組）

　タブレット型端末の導入の検討（必要に応じて実機試行・検証・拡大実施）

注２ 標準化に向けた取組とは、接遇、窓口環境、案内サービスの3本の柱について、平成27年度まで
の外部調査報告書及び各区役所で自主的・主体的に取組んだ内容の中から、全区役所共通して取
組可能な内容を実施するものです。

取組
内容

平成29年度

各区役所での自主的・主体的な窓口改善の好事例の他区への展開

平成30年度

注１ 区役所窓口総合サービスの向上とは、区役所の窓口におけるサービスを、多角的アプローチによ
り総合的に向上させることを意味します。

令和元年度 令和２年度

　区役所を訪れた市民に対して、必要なサービスをより適切に案内できるよう、各窓口
の連携を更に強化するとともに、その目的を達するために必要な場合は、タブレット型
端末の導入を検討し、市民満足度の高い区役所窓口総合サービスの向上（注１）を図り
ます。

1-②-3 　区役所窓口総合サービスの向上

改革の
方向性

窓口満足度アンケートにおける満足度の割合

95％以上 95％以上 95％以上 95％以上

目標

担当
　市民局　区政推進部　電話048-829-1834
　都市戦略本部　情報政策部　電話048-829-1048

好事例の共有 好事例の共有・拡大 好事例の共有・拡大 好事例の共有・拡大
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民間提案制度の実施

民間提案制度による対話の実施

　導入

注１ 制度の発足から６年が経過し、課題も見えてきたことから、制度の見直しを行うとともに、名称
を「提案型公共サービス公民連携制度」から「民間提案制度」に変更しました。

注２ さいたま公民連携コミュニティとは、参加者の公民連携に関する知識の習得や市との意見交換を
目的とする、市内の民間事業者等で構成するコミュニティです。

・市の事業を対象に、民間のノウハウやアイデア等を活用した提案を募集する、提案型公共サー
ビス公民連携制度を平成24年度から実施していますが、更なる活性化を図るためには、民間企業
がより多くの提案を出しやすい環境を整備する必要があります。

③　ＰＰＰの推進による市政運営

【取組の方向性】

・これまでも多様な手法により、民間活力の導入を積極的に進めてきましたが、より一層のコス
ト削減や質の高い公共サービス提供のために、官民の役割分担を的確に見極めながら、最も適切
な手法の選択により、民間活力の導入を更に推進します。

【現状と背景】

民間提案制度における提案件数

10件 10件 10件 10件

・様々な業務において、効果的・効率的な管理運営、直営人員の削減を図るために民間委託の導
入を実施しています。

・幅広い分野において、密接な協力と連携により地域の発展に寄与することを目的として、平成
23年10月に、市内及び近隣12大学と「さいたま市と大学コンソーシアムさいたまとの連携に関す
る包括協定書」を締結し、様々な連携事業を実施しています。

1-③-1 　民間提案制度（注１）の推進

取組
内容

目標

30回 30回 30回

　民間事業者のノウハウやアイデア等が盛り込まれた提案を活用し、市の課題解決を図
り、コストの削減、質の高い公共サービスを提供します。民間ならではのより良い提案
を受け入れるため、さいたま公民連携コミュニティ（注２）を有効的に活用します。

30回

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　対話型市場調査の導入

　制度検討

・企業と自治体がそれぞれの特色や資源を生かしながら、市民サービスの向上と地域の活性化を
推進することを目的に、平成28年度までに4団体と包括的な連携協定を締結しています。

1-③-2

令和２年度

改革の
方向性

　新規事業や市有地の活用に当たり、事業計画や市場性の有無等について、市と事業者
が対話による調査を行うための制度を創設し、推進します。

平成29年度 平成30年度 令和元年度

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

民間提案制度による対話回数

取組
内容

対話型市場調査の実施

１件制度化 １件 １件

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

目標
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【事業者決定の手続き】
ＰＰＰアドバイザリー業務

【環境影響評価】準備書作成 評価書作成 事後調査

【整備工事】 設計 工事

 公募・契約

ＬＥＤ化調査・設計 一斉ＬＥＤ化工事 市内全灯ＬＥＤ化

事業手法の決定

令和元年度 令和２年度

平成30年度 令和元年度

目標

― ― 準備書の作成 評価書の作成

環境影響評価の実施

　企業との連携・協定の締結

企業との連携・協定の締結

目標
30,481／40.4％

担当 　環境局　施設部　環境施設整備課　電話048-829-1344

平成30年度

取組
内容

事業者の決定

企業と連携した取組数

180

1-③-4

新規４社（累計８社）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　公募・契約に向けた検討

31,281／41.0％ 77,102／100％ 77,902／100％

ＬＥＤ化灯数／割合

　民間事業活用による公衆街路灯一斉ＬＥＤ化

担当 　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話048-829-1219

改革の
方向性

　民間事業を活用して公衆街路灯を一斉にＬＥＤ化することによ
り、コスト削減を行うとともに今後の10年を見据えた維持管理体
制の構築を行います。

４年間の財政効果

849,584千円

令和２年度

　企業との連携・協定による公共的サービスの充実

改革の
方向性

取組
内容

10,404千円

事業者決定の手続き

平成29年度

取組
内容

　 　注 サーマルエネルギーセンターとは、これまでのごみ焼却施設よりも積極的に、ごみ焼却に伴い発
生する熱エネルギーを発電や温水、冷暖房等に有効活用する施設となるよう本市が独自に定めた
名称です。

　ＰＰＰ手法によるサーマルエネルギーセンターの整備

1-③-5

実施方針公表 ―

1-③-3

目標

100 180 180

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

　サーマルエネルギーセンター整備事業（注）において、効果的・
効率的な施設整備を図るため、ＰＰＰ手法を活用します。

　企業と様々な分野にわたる包括的な連携・協定を締結し、各種取組を推進することに
より、市民サービスの更なる向上を図ります。

新規２社（累計10社） 新規２社（累計12社） 新規２社（累計14社）

４年間の財政効果

平成29年度
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包括的民間委託導入の検討・準備 包括的民間委託の実施

用務業務の委託化

給食調理業務の委託化

小学校給食調理業務の委託化

　 　注 包括的民間委託とは、受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効果的・効率的に
運営できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託することです。

２園（累計36園） ２園（累計38園） ２園（累計40園）

１園（累計33園）

取組
内容

改革の
方向性

1-③-6 　下水処理センターにおける更なる民間力活用の推進

　下水処理センターの維持管理業務において、効果的・効率的な
運営を図るため、包括的民間委託業務（注）を検討し、実施しま
す。

４年間の財政効果

28,000千円

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
要求水準書等の作成 受託業者の決定 実施（導入による人員効果４人） 実施

包括的民間委託の導入

1-③-8 　小学校給食調理業務の委託化

担当 　教育委員会事務局　学校教育部　健康教育課　電話048-829-1680

目標
３人 ２人 ３人

平成30年度

令和２年度

給食調理業務の委託化による人員効果

３人 ３人 ４人

目標
１人

１園（累計32園）

用務業務の委託化による人員効果

― １人 ―

４人

小学校給食調理業務の委託化による人員効果

改革の
方向性

　小学校の給食調理業務において、効果的・効率的な管理運営を
図るため、民間委託を推進します。

４年間の財政効果

59,532千円

取組
内容

平成29年度 令和元年度 令和２年度

1-③-7 　保育園用務業務等の委託化

担当

担当 　建設局　下水道部　下水道維持管理課　　　電話048-829-1561

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

１人

　子ども未来局　幼児未来部　保育課　電話048-829-1867

改革の
方向性

　公立保育園の用務業務・給食調理業務において、効果的・効率
的な管理運営を図るため、民間委託を推進します。

４年間の財政効果

100,884千円
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　学校用務業務の委託

　１校（累計121校） 　２校（累計123校） 　２校（累計125校） 　１校（累計126校）

もえるごみ収集業務委託の拡大

委託業務の実施

【政策提案機能の強化（政策提案フォーラムの開催等）】
事前相談会の新設 開催時期の見直し 　開催、提案事業の推進

【情報発信機能の強化（リーフレットの作成等）】
大学と協議 ﾘｰﾌﾚｯﾄの更新・作成

【大学間の連携機能の強化】

連携事業ＰＲﾘｰﾌﾚｯﾄの作成

1-③-9 　学校用務業務の委託化

　 　注 市内近隣12大学により、大学相互の連携及び交流と活力ある地域社会の形成及び発展に寄与する
こと等を目的に設立されました。

　教育委員会事務局　管理部　教育総務課　電話048-829-1624

改革の
方向性

取組
内容

　 　注

　３台

　市と大学の連携及び大学間の連携の促進を図るため、大学コンソーシアムさいたま
（注）の機能強化を図り、大学連携を推進します。

退職者不補充による直営人員（注）の削減 業務の委託

令和元年度

学校用務業務の委託化による人員効果

担当

　５台

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

平成30年度

取組
内容

令和２年度

直営人員の算出方法は、定年退職者の８割は再任用され、再任用職員の８割が次年度も更新（た
だし５年以内には退職）することを前提としています。

改革の
方向性

　学校用務業務について、効果的・効率的な管理運営を図るた
め、民間委託を推進します。

４年間の財政効果

87,675千円

平成29年度

10人

平成30年度 令和元年度

90
目標

75 80

市と大学の連携事業数

124,332千円

85

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

６人 ―

令和２年度

1-③-11

―

令和２年度

4.9人 ― 実施 実施

　大学連携の推進

目標
委託化による直営人員（注）の削減

1-③-10 　一般廃棄物収集運搬業務の委託化

担当 　環境局　資源循環推進部　資源循環政策課　電話048-829-1338

改革の
方向性

　一般廃棄物収集運搬業務について、効果的・効率的な管理運営
を図るため、民間委託を推進します。

４年間の財政効果

目標
１人 ２人 ２人 １人

平成29年度
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第２章 生む改革  

選択と集中による財源創出 

知恵と工夫を凝らして選択と集中を行い、健全な財政運営の維持に向けた

歳出改革を推進するとともに、市税等の収納率の一層の向上や市有財産の利

活用など、自主財源のより一層の確保を図ります。 

① 健全な財政運営の維持に向けた歳出改革 

２－①－１  事務事業の見直し及び平準化による健全財政の維持 

２－①－２  補助事業等の見直し 

２－①－３  情報システムの最適化の推進 

２－①－４  公共施設マネジメントの推進 

２－①－５  福祉施設の民間譲渡 

２－①－６  市民保養施設のあり方の検討・決定 

② 公平公正な市政運営と積極的な自主財源の確保 

２－②－１  市税の収納率の向上 

２－②－２  介護保険料の収納率の向上 

２－②－３  保育料の収納率の向上 

２－②－４  公金の納付機会の拡大 

２－②－５  広告掲載による財源の確保 

２－②－６  ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用 

２－②－７  未利用市有地の有効活用 

③ 公営企業等の健全運営 

２－③－１  水道事業の健全経営 

２－③－２  下水道事業の健全経営 

２－③－３  市立病院の健全経営 

２－③－４  国民健康保険事業の健全化 

２－③－５  外郭団体の健全経営 

高品質経営プログラム
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見直し･平準化 予算編成
等の検討 に反映 見直し･平準化 予算編成

等の検討 に反映 見直し･平準化 予算編成
等の検討 に反映

見直し･平準化 予算編成
等の検討 に反映

・インフラを含む公共施設の老朽化が進んでおり、今後大規模改修や建替えに莫大な財政負担が
見込まれているため、平成24年６月に他市に先駆けて、全市的、総合的な視点から公共施設の効
果的・効率的な管理運営を推進するための方針として「さいたま市公共施設マネジメント計画」
を策定しました。平成26年３月には、公共施設マネジメント計画・第１次アクションプランを策
定し、取組を進めていますが、これまでの達成状況を踏まえた上で、一定の見直しが必要となっ
ています。

2-①-1 　事務事業の見直し及び平準化による健全財政の維持

担当
　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106
　財政局　財政部　財政課　電話048-829-1153

改革の
方向性

　健全財政による市政運営を維持するために、既存事務事業の見
直しを継続し、毎年度の予算編成にその成果を反映します。
　また、予算編成過程において、全ての普通建設事業費の抑制及
び平準化を図ります。

４年間の財政効果

42,149,637千円

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

①　健全な財政運営の維持に向けた歳出改革

【取組の方向性】

・健全財政による市政運営を維持し、将来世代に過度の負担を転嫁することがなく必要な市民
サービスを持続的に提供していくため、既存事業の不断の見直しを継続するとともに、インフラ
を含む公共施設の適切な維持管理や更新等を行います。

【現状と背景】
・毎年度、既存事務事業の見直しを実施し、局長マネジメント予算方式により見直し内容を翌年
度予算に反映しています。

・公の施設の運営にあたり、指定管理料や老朽した施設に投じる多額の修繕費用等を踏まえ、市
民ニーズや費用対効果等、様々な要素を勘案しながら施設のあり方を検討する必要があります。

目標
40% 40%

コスト削減をした事務事業数の割合

・補助事業の見直しについては、補助金支出の適正化を図るために、平成29年３月に「さいたま
市補助金の交付及び見直しに関する基準」を定めました。

40% 40%

・各種情報システムにおいて、システムの適度な技術刷新が図れないままカスタマイズによるシ
ステム更新が繰り返され、古くなった技術力の運用を維持するための高コスト化が生じていま
す。

取組
内容
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メルクマール・補助金の交付及び見直しに関する基準の継続

成果指標の設定

事業効果の検証による補助金支出の適正化

任意的な負担金の見直し手法の検討 任意的な負担金の見直し手法の導入

設計 調達・構築・機器移設作業
運用

設計 調達・再構築
運用

令和元年度 令和２年度

目標
調達に係る要件確定 構築・運用開始 運用・機器移設完了

運用

データセンターの集約

2-①-3 　情報システムの最適化の推進

担当 　都市戦略本部 情報政策部　電話048-829-1048

改革の
方向性

2-①-2

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
成果指標の設定 成果指標の設定・効果検証

メルクマール・補助金の交付及び見直しに関する基準

成果指標の設定・効果検証 成果目標の設定・効果検証

任意的な負担金の見直し

見直し手法案の検討 見直し手法の決定 見直しの実施

　データセンターの集約及びネットワークの再構築を行うことにより、各情報システム
の運用における業務継続性と情報セキュリティの向上を図るとともに、中長期的な運用
コストの削減（注）につなげます。

【データセンターの集約】

【ネットワークの再構築】

　補助事業等の見直し

担当 　財政局　財政部　財政課　電話048-829-1153

改革の
方向性

　補助金等見直しメルクマール(注１)、さいたま市補助金の交付及
び見直しに関する基準に基づき、全ての補助金について成果指標
を設定し、事業効果の検証を実施することにより、補助金の支出
の適正化を図ります。
　また、任意的な負担金(注２)の見直し手法の検討を行います。

４年間の財政効果

1,781,388千円

見直しの実施

注２ 負担金は、主に法令等の定めにより、国や地方自治体が行う特定事業や活動に対し負担する義務
的な支出である義務的な負担金と、国や地方自治体、地方自治体が構成する団体、民間団体等の
行う特定事業や活動により、本市が特別の利益を享受できる場合、当該団体の会費相当額や実費
相当額を継続性の有無に関わらず負担する、任意的な支出である任意的な負担金に分かれます。

注１ 「メルクマール」とは、「指標」や「指針」と訳されますが、平成５年から始まった地方分権改
革で用いられた言葉で、「判断基準」と定義付けています。本市では、補助金等について、性質
上、支出相手に着目した公平公正の観点及び長期固定による既得権益化の回避のため、補助金等
に特化した判断基準が必要と考えたことから、平成21年度に「補助金等見直しメルクマール」を
定めました。

運用

ネットワークの再構築

再構築に係る要件確定 再構築・運用開始 運用

取組
内容

平成29年度 平成30年度

　 　注 平成29年度からの10年計画で進めており、概ね令和３年度以降に財政効果が生じる見込みです。
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　策定に向けた検討

　福祉施設の譲渡に向けた検討、準備が整った施設から譲渡

　公共施設マネジメントの推進

担当
　財政局　財政部　資産経営課　電話048-829-1191
　建設局　建築部　保全管理課　電話048-829-1509

改革の
方向性

―
ハコモノ施設総面積

218.8万㎡

第２次アクションプラン

―
公共施設の調査分析

方法の決定
公共施設の

状況調査・分析 策定

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
プランの改定 ―

（予防保全（※１）の全体調整、複合化の推進、事前協議の実施、
　公共施設マネジメント白書の作成・公表(毎年度））

進行管理　一部見直し、進行管理

　公民連携の様々な手法を取り入れながら、公共施設の計画的な改修・更新、複合化や
長寿命化を推進することにより、効果的かつ効率的な管理運営を行います。
　また、多角的な分析・検証を行ったうえで、アクションプランの見直しを行います。

2-①-4

第１次アクションプラン

注１ 予防保全とは、建築物の部分等に不具合・故障が生じる以前に、そのことを予測し部分等を修繕
し、性能機能を所定の状態に回復させ建築物の性能を維持していく保全の方法です。

注２ 第２次アクションプランとは、公共施設マネジメント計画（Ｈ24～Ｒ32）の第２期（Ｒ3～Ｒ
12）に係る実施計画です。

令和元年度 令和２年度平成29年度 平成30年度

目標
検討 検討

福祉施設の譲渡に向けた検討

検討 検討

【第１次アクションプラン】

【第２次アクションプラン(※２)】

　市が所有する福祉施設のうち、民間に譲渡することにより利用者へより質の高いサー
ビス提供が期待できる施設を検討します。

2-①-5 　福祉施設の民間譲渡

担当
　保健福祉局　福祉部　福祉総務課　電話048-829-1253
　保健福祉局　福祉部　障害政策課　電話048-829-1307

改革の
方向性

取組
内容
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利用者の増加に向けた取組

六日町山の家のあり方の検討・決定

　 　注 市民保養施設は、国内友好都市に３施設（ホテル南郷、六日町山の家、新治ファミリーラン
ド）、本市に１施設（見沼ヘルシーランド）設置しています。

　新たなＰＲ手法の検討等により市民保養施設（注）の利用者数の増加を図るとともに、
六日町山の家のあり方を決定し、新治ファミリーランドのあり方の検討を開始します。

決定

六日町山の家のあり方

― ―

施設の利用者総数

担当 　市民局　市民生活部　市民生活安全課　電話048-829-1214

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

2-①-6 　市民保養施設のあり方の検討・決定

令和２年度

目標

―

新治ファミリーランドのあり方の検討（令和3年度決定）

前年度比増 前年度比増 前年度比増 前年度比増
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【ペイジー納付・クレジットカード納付による納付機会の拡大】
導入準備 運用

電話催告、訪問徴収の強化、財産調査、滞納処分（差し押さえ）の実施

納期内納付の促進（口座振替（ペイジー口座振替受付サービスを含む）・コンビニエンスストア納付の促
進）、日曜納税窓口の開設、民間委託による納税呼びかけ業務、滞納整理の一層の推進

市税収納率

2-②-1 　市税の収納率の向上

担当
　財政局 債権整理推進部 収納対策課 電話048-829-1167
　財政局 債権整理推進部 収納調査課 電話048-829-1166
　財政局 債権整理推進部 債権回収課 電話048-829-1168

②　公平公正な市政運営と積極的な自主財源の確保

【取組の方向性】

　しあわせ倍増を支える財源を創出するため、市税等の収納率の一層の向上や市有財産等を活用
した財源創出のための取組を行います。

【現状と背景】

・市税等の収納については、歳入の確保及び市民負担の公平性・公正性の確保のため、引き続き
収納対策及び滞納整理の強化に取り組む必要があります。

・市民の利便性向上と収納事務の効率化を図るため、市税等のコンビニエンスストア納付等の公
金収納のオンライン化を実施してきましたが、納付機会の拡大に向けた多様な納付方法の導入を
図る必要があります。

・広告掲載の推進やふるさと応援寄附の充実、市有財産の有効活用等により、更なる自主財源の
確保に向けて積極的に取り組む必要があります。

改革の
方向性

　納税者の利便性向上や納付機会の拡大に向けた新たな納付方法
の導入を図り、現年度課税分の収納対策を推進します。
　また、効率的かつ実効性の高い滞納整理を実施することで、市
税収納率の向上及び収入未済額の圧縮を図ります。

４年間の財政効果

7,053,034千円

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

市税事務所開設

4,377,975千円 4,360,686千円

2-②-2 　介護保険料の収納率の向上

担当 　保健福祉局　長寿応援部　介護保険課　電話048-829-1264

目標
98.0% 98.1% 98.2%

収入未済額

5,093,474千円 4,423,385千円

改革の
方向性

　10区において徴収体制（電話催告・訪問徴収）を強化するとと
もに、財産調査などを効率的かつ効果的に取り組むことにより、
収納率の向上を図ります。

４年間の財政効果

429,547千円

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

1,450件 1,500件

97.6%

目標
96.3% 96.4% 96.8% 96.9%

電話催告・訪問徴収の実施件数

1,287件 1,318件

介護保険料の収納率
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　口座振替の加入促進、夜間電話や臨戸訪問の実施

　システム改修、契約、市税等のペイジー（注２）・クレジットカード収納テスト

　市税等のペイジー、クレジットカード納付運用

新たな広告媒体の掘り起し

既存広告媒体の維持向上

窓口納付によらない納付件数（口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー）

2-②-3 　保育料の収納率の向上

担当 　子ども未来局　幼児未来部　保育課　電話048-829-1866

改革の
方向性

　口座振替の加入促進、夜間電話や臨戸訪問を実施していくこと
で、収納率の向上を図ります。

４年間の財政効果

1,777千円

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　市民の利便性向上と収納事務の効率化を図るため、マルチペイメントネットワーク
（注１）など、「いつでもどこでも納付できる」よう収納機会の拡大を図り、運用を開始
します。

93.1% 93.2%

2-②-4 　公金の納付機会の拡大

担当 　出納室　出納課　電話048-829-1599

目標
95.9% 96.6% 96.7% 96.8%

口座振替率の向上

92.9% 93.0%

収納率の向上

164千円 164千円

改革の
方向性

　広告掲載事業を継続し、安定的な広告収入の確保を図るととも
に、既存広告媒体の価値を維持向上させる方策を検討し、実施し
ます。

４年間の財政効果

656千円

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和２年度

2-②-5 　広告掲載による財源の確保

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

目標
6,105,000件 6,224,000件 6,304,000件 6,344,000件

注１ マルチペイメントネットワークは金融機関が共同で構築・運営している決済ネットワークです。

注２ ペイジーはマルチペイメントネットワークを活用したサービス名称であり、納付書記載の納付番
号、確認番号をＡＴＭ・パソコン・携帯電話の画面に入力することにより、市税等の納付が可能
となります。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

目標
１媒体 １媒体 １媒体 １媒体

新規媒体における広告効果額

164千円 164千円

新規広告掲載媒体数

　口座振替、コンビニエンスストア納付運用
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【ふるさと応援寄附】
寄附の受入拡大に向けた寄附対象事業・お礼の品の追加検討

ふるさと応援寄附の受入実施

【地方創生応援税制】
活用対象事業の検討／国への申請等

未利用市有地の実態調査（毎年４月予定）、情報提供及び個別検証

公募による貸付けの実施（随時）

公売による市有地の処分（毎年２回実施予定）

2-②-6 　ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用

2-②-7 　未利用市有地の有効活用

担当

令和元年度

２件以上

一般競争入札による売却件数

４件以上 ４件以上

改革の
方向性

　未利用市有地について、貸付け及び売払い物件の洗い出しを行
い、公募等による貸付け及び売払いの実施により、アセット・マ
ネジメントを推進します。

４年間の財政効果

653,201千円

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

15,973千円

令和２年度

４件以上 ４件以上

　財政局　財政部　資産経営課　電話048-829-1191

目標
前年度同額 前年度比10％増 前年度比10％増 前年度比10％増

改革の
方向性

　貴重な財源である寄附金の受入れを増やし、財源の確保を図り
ます。また、地方創生の取組をより一層推進するため、地方創生
応援税制の活用を図ります。

４年間の財政効果

取組
内容

平成29年度 平成30年度

担当
　財政局　財政部　財政課　電話048-829-1155
　都市戦略本部　都市経営戦略部　電話048-829-1033

目標
２件以上 ２件以上 ２件以上

公募等による貸付け件数

ふるさと応援寄附受入金額

145



中期経営計画の実施

次期長期構想・中期経営計画策定

中期経営計画の実施

次期長期計画・中期経営計画の検討・策定

　 　注 経常収支比率とは、給水収益（水道料金収入）等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用がど
の程度賄われているかを表したものです。

　安全で良質な水を安定して供給し、水道事業の健全な運営を維持していくため、水道
事業中期経営計画（計画期間：平成28年度から令和２年度まで）を着実に実施します。

【現状と背景】

改革の
方向性

　安心・安全で持続可能なまちづくりとしての下水道機能を維持していくため、現行使
用料体系の中で下水道事業中期経営計画（計画期間：平成29年度から令和２年度まで）
を着実に実施します。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
100％以上 100％以上

担当 　水道局　業務部　経営企画課　電話048-714-3185

100％以上 100％以上

　下水道事業の健全経営

経常収支比率（注）

100.6% 100.0%

　 　注 経常収支比率とは、下水道使用料収入や雨水処理負担金等の収益で維持管理費や支払利息等の費
用をどの程度賄うことができているかを表す指標です。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
101.1% 100.6%

担当 　建設局　下水道部　下水道財務課　電話048-829-1875

経常収支比率（注）

・外郭団体については、平成21年度より、経営が悪化した団体の経営再建や外郭団体の統廃合を
推進してきました。平成25年度からは、各団体が健全な団体運営を堅持し、持続するために必要
な事項に関する毎年度の取組計画を策定し、進行管理を行っています。

2-③-1 　水道事業の健全経営

③　公営企業等の健全経営

【取組の方向性】

・公営企業や外郭団体におけるそれぞれの中期経営計画等に基づき健全経営を推進していきま
す。また、国民健康保険事業については、国民健康保険法の改正を踏まえつつ、引き続き健全化
に向けた取組を行います。

2-③-2

改革の
方向性

・公営企業については、それぞれ令和２年度までを計画期間とする中期経営計画を策定し、健全
経営を維持するための取組を実施しています。

・国民健康保険制度については、平成27年度に国民健康保険法が改正され、平成30年度から財政
運営の主体を県が担うことになりました。さいたま市では一人あたりの医療費が増加しているこ
とから、医療費適正化に取り組むとともに、収納率の向上、適正な保険税等の設定に取り組んで
いきます。
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　中期経営計画の実施

口座振替勧奨・コンビニ収納の推進

第三者求償の取組・重複服薬者に対する取組

【広域化に伴う検討】 保険税率の検討

経常収支比率

改革の
方向性

　中期経営計画（計画期間：平成29年度から令和２年度まで）を着実に推進するととも
に、地方公営企業法の全部適用（注１）への経営形態の移行を検討します。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
101.7% 100.5%

2-③-4 　国民健康保険事業の健全化

注１ 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の全部適用とは、同法第２条第３項の規定により、病
院事業に対し、財務規定等のみならず、同法の規定の全部を適用するものです。これにより、事
業管理者に対し、人事・予算等に係る権限が付与され、より自律的な経営が可能となります。

令和元年度からは、新病院の建設による減価償却費等の発生により、経常損益の赤字化が見込ま
れています。新病院の開院以降は徐々に稼働率を上げ、医業収益を増やすことなどにより、令和
7年度からは黒字化する見込みです。

注２

85.8%（注２） 87.5%

医業収益

14,968百万円 15,197百万円 15,489百万円 17,705百万円

取組
内容

担当 　保健福祉局　市立病院経営部　財務課　電話048-873-4265

次期経営計画の検討・策定

92.6% 92.8%

保険者努力支援制度得点率（インセンティブ）（注）

57.0% 58.0% 60.0% 60.0%

担当
　保健福祉局　福祉部　国民健康保険課　電話048-829-1276
　財政局　債権整理推進部　収納対策課　電話048-829-1195

改革の
方向性

【収納率の向上】

　収納率の向上、健康づくりや生活習慣病重症化予防による医療費適正化の取組、適正
な保険税率等の設定により、国民健康保険事業の健全化を図ります。

特定健診受診率向上対策・生活習慣病重症化予防対策事業の実施・ジェネリック医薬品の差額通知発送

収納率（現年課税分）

【医療費適正化事業の実施】

　 　注 保険者努力支援制度とは、医療費適正化に向けた取組等に対する国の公費による支援が行われる
制度です。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

目標
91.6% 91.6%

　地方公営企業法の全部適用への移行の検討

2-③-3 　市立病院の健全経営
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【各年度取組計画】 策定
 H28評価 公表

 H29年度の取組計画実施 評価 公表
公表

H30取組計画 公表
H31取組計画

H32取組計画

　 　注 外郭団体とは、市が団体の基本財産等の25％以上を出資等をしている法人や、市の人的、財政的
援助の状況等を考慮して市が指定する法人をいいます。

80% 80%

2-③-5 　外郭団体の健全経営

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

取組計画においておおむね目標を達成した項目の割合
目標

　「外郭団体の更なる健全運営に関する指針」に基づき、毎年度の取組計画を策定し、
ＰＤＣＡサイクルにより外郭団体（注）の健全運営を推進します。
　また、各外郭団体の取組計画の実績については、評価等を行い、公表します。

80% 80%

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

【新たな指針の検討】
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第３章 人の改革  

職員の意識改革・組織文化の創造 

本市の施策・サービスの質を高め、市民満足度の高い市役所を構築するた

め、職員が働きがいを持って意欲的に職務に精励するため、過度の時間外勤

務を抑制し、ワーク・ライフ・バランスの一層の確保を図ります。 

また、職員の意識改革を一層推進することにより、常に市民の視点をもっ

てより良いさいたま市を目指す、挑戦・改革意欲に溢れた職員を育成すると

ともに、日常的に改善・改革を実践する組織風土を醸成します。 

① ワークスタイル・業務改革 

３－①－１  働き方見直しに資する取組の検討・調整・具体化 

３－①－２  早出遅出勤務制度の導入 

３－①－３  庶務事務のシステム化の推進 

３－①－４  業務の集約化・委託化等の推進 

３－①－５  市税事務所の開設による業務の効率化及び市税収入の増 

３－①－６  文書事務の電子化 

② 意識改革・人材育成 

３－②－１  働き方見直しミーティングの推進 

３－②－２  一職員一改善提案制度の推進 

３－②－３  管理職への女性登用 

３－②－４  人材育成の強化と育成システムの充実 

高品質経営プログラム
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 モデル実施・制度設計 試験導入・実施評価 本格導入

調達仕様書完成

3-①-3 　庶務事務のシステム化の推進

担当 　総務局　人事部　人事課　電話048-829-1090

　全庁的に共通する庶務事務を効果的・効率的に処理するため、ＩＣＴを活用した庶務
事務システムの構築を進めます。

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

改革の
方向性

　（令和３年度まで(注)）

システム導入等支援業務委託 庁内実施体制の検討

令和４年度のシステム運用開始以降、財政効果が生じる見込みです。　 　注

目標
開発開始

庶務事務システムの導入

庁内連携体制の構築 基本計画策定

　早出遅出勤務制度の導入により、多様なライフスタイルに対応する勤務形態の構築や
業務の効率化による長時間労働の是正など、職員のワーク・ライフ・バランスの向上を
図ります。

令和２年度

目標
早出遅出勤務制度の導入

モデル実施、制度設計 試験導入・実施評価 本格導入 実施

【現状と背景】

・ICTの活用、業務やその過程の集約化・委託化等による事務の効率化、多様な働き方ができる勤
務制度や職場環境の整備等を行い、限られた経営資源を有効的に活用しながら更なる市民サービ
スの向上を図っていく必要があります。

・本市では、「さいたま市「働き方見直し」プロジェクトチーム」を平成29年4月に設置し、働き
方の見直しに資する20の取組を抽出し、具体化に向けた検討を進めています。

3-①-1 　働き方の見直しに資する取組の検討・調整・具体化

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

　働き方の見直しに資する取組について、組織横断的な検討・調整、関係所管課の主体
的な取組、迅速な試行等により、実施に向けて取り組みます。

①　ワークスタイル・業務改革

システム開発

・多様な働き方ができ、真に職員が注力すべき市民サービスに資源を集中するため、仕事をする
ための仕組みや制度、プロセスを見直し、事務の効率化や働きやすい環境整備を行うとともに、
長時間労働の是正を図るための取組を行います。

令和２年度

目標
働き方の見直しに資する新たな取組数（累計）

８ 18 24 30

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度

【取組の方向性】

3-①-2 　早出遅出勤務制度の導入

担当

　働き方見直しプロジェクトチーム等による働き方の見直しによる取組の実施
 　市有施設活用型サテライトオフィスの試行実施、モバイル端末を活用した業務の効率化、
　 働き方の見直しに資する取組の更なる抽出と関係所管連携に基づく着実な推進

　総務局　人事部　人事課　電話048-829-1090

改革の
方向性
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業務の効率化に向けた集約化・委託化等の検討・調整

業務の効率化の随時試行・実施

　市税事務所体制の検討・協議 市税事務所開設

条例議案の提出

　税目横断的税務調査の手法の研究

　全庁周知、毎月検証、文書管理状況調査の実施、電子化推進のための助言・指導

体制案の策定 体制の決定 市税事務所開設 市長課税への移行

　市税収入の増加

税目横断的
税務調査要綱案の作成

税目横断的
税務調査要綱策定

文書の電子化率

59% 62% 64% 65%

徴収対策強化 60,000千円
徴収対策強化 260,000千円
課税客体捕捉  40,000千円

　業務の集約化・委託化等

令和元年度 令和２年度

未申告法人等への税務調査の実
施により、法人市民税・事業所
税・固定資産税（償却資産）・
個人市民税（特徴給与）の課税
客体の捕捉の強化

令和２年度令和元年度

業務の洗い出し 随時試行・実施 随時試行・実施 随時試行・実施

担当

目標

集約化・委託化等を行った事業数（累計）

- - 5事業 10事業

取組
内容

平成29年度 平成30年度

目標

目標

　複数の課で実施している業務や業務工程の一部を集約化・委託化等をすることによ
り、業務の効率化と事務負担の軽減、市民サービスの向上を図ります。

　市税事務所の開設

改革の
方向性

　現在10区で行っている市税の賦課徴収事務を集約して、市税事
務所を開設し、賦課徴収事務の効率化を図ります。
　さらに新たに税目横断的な税務調査に取り組み、市税の増収を
図ります。

４年間の財政効果

40,000千円(注)

3-①-4 　業務の集約化・委託化等の推進

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度

3-①-5 　市税事務所の開設による業務の効率化及び市税収入の増

3-①-6 　文書事務の電子化

担当 　総務局　総務部　総務課　電話048-829-1085

改革の
方向性

　文書事務の電子化を推進し、令和２年度末までに電子化率65％
を目指します。

４年間の財政効果

48,592千円

　財政局　税務部　税制課　電話048-829-1159・1160
　財政局　債権整理推進部　収納対策課　電話048-829-1195

　 　注 課税客体捕捉分のみを計上しています。

令和元年度 令和２年度

取組
内容

平成29年度 平成30年度
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　働き方見直しミーティングを活用した業務改善の実施

　改善運動の実施と事例共有化

80% 85% 90%

目標

・質の高い行政運営を進めていくため、職員の意識改革や職員の育成を行うことにより高い職員
力を養うための取組を行います。

【現状と背景】

・平成25年度から令和２年度までを取組期間とする「人財育成指針」に基づき、ＯＪＴの推進や
マネジメント力の強化に取り組んでいます。

・平成29年４月に第２次女性活躍推進プラン（平成29年度～32年度）を策定し、管理職への女性
登用を推進しています。

・平成27年度から外部の視点を入れた「職員の働き方見直し業務」を実施し、長時間労働の是正
やワーク・ライフ・バランスの向上を図るため、職場の風通しを良くすることで生産性を高める
「働き方見直しミーティング」をモデル的に実施しています。

改革の
方向性

・平成21年度に設置した「一職員一改善提案制度」に基づき、職員一人ひとりが日常的に改善に
取り組む組織風土の醸成を図っています。

②　意識改革・人材育成

【取組の方向性】

　風通しの良い職場が生産的な働き方につながることから、職場のコミュニケーション
を向上させる「働き方見直しミーティング」を全庁的に実施します。

職員アンケートにおいてミーティングの効果が把握できた割合

-

　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　改善強化月間や庁内改善事例発表会を通した改善運動の実施と改善取組事例の共有化
を図り、職場における様々な業務改善につながるような組織風土の確立を目指します。

15,000件

3-②-2 　一職員一改善提案制度の推進

担当

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

働き方見直しミーティングによる業務改善

モデル実施 全庁的に実施 全庁的に実施 全庁的に実施

担当 　都市戦略本部　行財政改革推進部　電話048-829-1106

15,000件
目標

改善事例の報告件数

15,000件 15,000件

3-②-1 　働き方見直しミーティングの推進
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　女性管理職の積極的な登用

　ＯＪＴ推進体制の定着に向けた取組の実施 ＯＪＴによる人材育成の充実・拡大

- ３種類 ４種類 ４種類

　総務局　人事部　人材育成課　電話048-688-1430

担当 　総務局　人事部　人事課　電話048-829-1090

3-②-3 　管理職への女性登用

目標
一般行政職（注）における女性管理職の登用率（取組結果が反映される翌年度の４月１日時点の女性職員の割合）

11.0% 12.0% 13.0% 14.0%

改革の
方向性

取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

　女性職員が活躍する職場の実現に向け、女性職員の個々の能力や適性を踏まえ、積極
的な管理職への登用に努めます。

　「人財育成指針」に基づき、業務の目標を着実に実現できる人材を育成するため、研
修やＯＪＴの取組を充実させるとともに、課長等のミドルマネジメント力やチーム力の
強化に必要な取組を実施します。

　研修・セミナーにおける監督職～管理職(主査・係長・課長補佐・課長等)のマネジメント力伸長の取組

改革の
方向性

3-②-4 　人材育成の強化と育成システムの充実

担当

　 　注 一般行政職とは、税務職（課税、収納等税務部門に配属される職員）、医療職（看護師、保健師
等）、福祉職（保育士等）、技能職、消防職、企業職、教育職（教職員、指導主事等）以外の常
勤職員のことです。

指針改定案の検討・作成指針改定の方向性の検討
取組
内容

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

職員のマネジメント力を高める研修・セミナーの実施数

５種類 ５種類 ６種類 ６種類

　研修における監督職～管理職(係長・課長・部長等)のコンプライアンス意識向上に関する取組

職員のコンプライアンス意識向上を図る研修の実施数

　総務局　総務部　法務・コンプライアンス課　電話048-829-1856

目標
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１ これまでの「しあわせ倍増プラン」の振り返り 

 評価 

本市では、平成２１年１１月に、市長が同年５月の市長選挙におい

て市民に示したマニフェスト「さいたま市民しあわせ倍増計画」をベ

ースに、平成２１年度から平成２４年度までの重点的な取組を盛り込

んだ、「しあわせ倍増プラン２００９」を策定しました。

「しあわせ倍増プラン２００９」の実施と進行管理に当たっては、

常に市民と共に考え、共に行動することが重要であることから、事業

の進捗状況や成果を客観的に検証するため、市民評価委員会を設置し、

市民目線による外部評価を行うなど、新しい評価手法を採用しました。

「しあわせ倍増プラン２００９」については、１３８の個別事業に

全庁一丸となって取り組んだ結果、約９割の事業が達成できました。

また、平成２５年１２月には、市長が同年５月の市長選挙において

市民に示したマニフェスト「新しあわせ倍増計画」に基づき、平成  

２５年度から平成２８年度までに特に力を入れていく取組をまとめた、

「しあわせ倍増プラン２０１３」を策定しました。

「しあわせ倍増プラン２０１３」についても、市民評価委員会を設

置し、事業の進捗状況や成果について意見を聴取してきました。

「しあわせ倍増プラン２０１３」についても、１１１の個別事業に

全庁一丸となって取り組んだ結果、約９割の事業が達成できました。

 しあわせ倍増プラン２０１３からの見直し点 

市民評価委員会からの提言等を踏まえ、巻末「参考３」には、し

あわせ倍増事業の成果として、特に関連する総合振興計画後期基本

計画の成果指標を掲載しました。

  また、目標の達成による事業効果を更に高める工夫、改善等の取

組として、「市民満足度を更に高める取組」を記載しました。
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２ これまでの「行財政改革推進プラン」の振り返り 

 評価 

平成２２年度に計画期間を３年間とする「さいたま市行財政改革

推進プラン２０１０」（以下、「行革プラン２０１０」という。）を策

定し、「見える改革」「生む改革」「人の改革」を基本目標とし、全庁

一丸となって行財政改革に取り組んできました。

行財政改革を進めるに当たっては、外部評価として市民の方から

御意見を募り、参考にするなど、市民とともに実践する行財政改革

を志向してきたところです。その結果、行革プラン２０１０に掲げ

た、１９２の改革プログラム事業の概ね９割の事業が達成できまし

た。

また、平成２５年度には計画期間を４年間とする「さいたま市行

財政改革推進プラン２０１３」（以下、「行革プラン２０１３」とい

う。）を策定し、引き続き「見える改革」「生む改革」「人の改革」を

基本目標とし、全庁一丸となって行財政改革に取り組んできました。

行革プラン２０１３では、財源を創出するとともに、挑戦する意

欲にあふれた職員の創出、効果的・効率的な組織体制の構築するた

め、「“しあわせ倍増”を支える、「高品質経営」市役所への転換」を

目指し、これらの実現を図ってまいりました。

行財政改革を進めるに当たっては、外部評価として市民の方から

ご意見を募り、参考にするなど、市民とともに実践する行財政改革

を志向してきたところです。その結果、前プランに掲げた、５４の

改革プログラム事業の概ね９割の事業が達成できました。

 行財政改革推進プラン２０１３からの見直し点 

  行財政改革推進プラン２０１３は、主に「しあわせ倍増プラン２

０１３」及び「成長戦略」の推進を下支えするためのプランと位置

付け、単独の行政計画として策定しました。 

  本プランでは、高品質経営市役所への転換の取組が「市民一人ひ

とりがしあわせを実感できる都市」を実現するために推進していく

ことをより分かりやすく示していくため、しあわせ倍増プランと一

体化した行政計画として策定しました。 
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３ １０の倍増項目における成果指標（総合振興計画の成果指標） 

指標項目 平成29年度 
令和2年度 

(参考) ※1

緑や水辺などの自然が身近にあると感じる市民

の割合 
69.5％ ※2 70.0％  

市内の景観（まちなみ、自然等）に魅力を感じ

る市民の割合 
54.0％ ※2 55.0％  

子育てしやすいまちだと感じる市民の割合 68.6％ ※2 75.0％  

地域の子ども・青少年が健全に成長していると

感じる市民の割合 
76.8％ ※2 80.0％  

合計特殊出生数について、本市と大都市平均と

の比較（本市／大都市平均）※3

1.0 

（H27） 
1.1 

困った時に相談できる人が身近にいると感じる

市民の割合 
68.6％ ※2 80.0％  

地域・ボランティア活動や趣味を楽しむ等、生

きがいをもって活動している高齢者の割合 
57.9％ ※4 70.0％  

地域の中で、障害に対する理解が深まってきて

いると感じる市民の割合 
42.6％ ※2 60.0％  

施設入所者数の削減（基準年：平成 25 年） 
-2.51％ 

（H28） 
14.0％  

精神科病院における入院後１年時点の退院率 
92.2％ 

（H28.6） 
93.3％  

自分が健康だと感じる市民の割合 78.8％
増加 

(H25 81.8％比)

65 歳の健康寿命 

男性 
17.10年 

（H26） 
19.00年 

女性 
19.81年 

（H26） 
22.00年 

「かかりつけ医」を持っている市民の割合 62.7％ 70.0％  

全国学力・学習状況調査、「将来の夢や目

標をもっている」と答えた児童生徒の割合 

小6 88.0％ ※5 93.0％ 

中3 73.7％ ※5 80.0％ 
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指標項目 平成29年度 
令和2年度 

(参考) ※1

全国学力・学習状況調査、実施科目の合計

点について、本市と大都市平均との比較

（本市／大都市平均＊100）※3

小6 101.8 105.0 

中3 104.1 106.0 

文化芸術活動を行う市民の割合（過去１年間に

１回以上の文化芸術活動を行った市民の割合） 
37.8％ ※6 50.0％  

本市を「文化的なまち・芸術のまち」とイメー

ジする市民の割合 
16.0％ ※7 25.0％  

まちなかに緑や開放的な空間が感じられ、快適

な生活ができていると感じる市民の割合 
59.0％ ※2 60.0％  

安全で生活しやすい身近な生活道路が整備され

ていると感じる市民の割合 
53.0％ ※2 60.0％  

自転車が安全・快適に通行できていると感じる

市民の割合 
28.5％ ※2 35.0％  

なるべく自家用車に頼らないで、日常生活を営

んでいる市民の割合 
67.5％ ※8 75.0％  

日常生活において、市内の移動が便利であると

感じる市民の割合 
63.9％ ※2 70.0％  

経営状況が安定している企業数（法人市民税法

人税割額の納税義務者数） 

13,187社 

(H28) 
12,460社 

普段の買物を主に市内商店（街）で行う市民の

割合 
82.1％ ※8 88.0％  

ハローワーク大宮、浦和管内就職率 ※9
23.7％ 

(H28) 
23.0％  

市内事業所における従業者数 
505,680人

（H26） 
515,000人 

就労環境が向上していると感じる市民の割合 33.6％ ※2 50.0％  

防災訓練の参加人数 ※10
26,235人 

(H28) 
17,000人 

災害に備え、家庭で備蓄等の対策を取っている

市民の割合 
55.9％ ※8 73.0％  
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指標項目 平成29年度 
令和2年度 

(参考) ※1

交通事故死者数 ※11
13人 

（H28） 
17人 

刑法犯認知件数 
12,456人 

（H28） 
11,560人 

身近なところで人権が尊重されていると感じる

市民の割合 
66.9％ ※2 70.0％  

地域の活動・交流が活発に行われていると感じ

る市民の割合 
44.9％ ※2 60.0％  

地域の活動に参加している市民の割合 33.2％ ※8 50.0％  

※ 1 令 和 2年 度 （ 参 考 ） 欄 は 、 さ い た ま 市 総 合 振 興 計 画 後 期 基 本 計 画 （ 平 成 25年 度 ） の 策 定 時 に お
い て 、 令 和 2年 度 ま で に 到 達 し た い 水 準 と し て 設 定 し た 数 値 。  

※ 2 平 成 29年 度 さ い た ま 市 総 合 振 興 計 画 （ 後 期 基 本 計 画 ） に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 に お い て 、 「 そ
う 思 う 」 「 ど ち ら か と 言 え ば そ う 思 う 」 と 答 え た 市 民 の 割 合 。  

※ 3 大 都 市 と は 、 政 令 指 定 都 市 及 び 東 京 23区 を 指 す 。  
※ 4 平 成 29年 度 さ い た ま 市 総 合 振 興 計 画 （ 後 期 基 本 計 画 ） に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 に お い て 、 「 積

極 的 に 行 っ て い る (心 が け て い る )」「 あ る 程 度 行 っ て い る (心 が け て い る )」と 答 え た 市 民 の 割 合 。
た だ し 、 65歳 以 上 の 方 の み 。  

※ 5 全 国 学 力・学 習 状 況 調 査（ 文 部 科 学 省 ）の 設 問「 将 来 の 夢 や 目 標 を 持 っ て い る 」に つ い て 、「 当
て は ま る 」 「 ど ち ら か と 言 え ば 当 て は ま る 」 と 答 え た 児 童 生 徒 の 割 合 。  

※ 6 平 成 29年 度 さ い た ま 市 総 合 振 興 計 画 （ 後 期 基 本 計 画 ） に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 に お い て 、「 週 3
回 以 上 」 「 週 1～ 2回 程 度 」 「 月 1～ 3回 程 度 」 「 年 数 回 程 度 」 と 答 え た 市 民 の 割 合 。

※ 7 平 成 29年 度 さ い た ま 市 民 意 識 調 査 に お い て 、 当 該 イ メ ー ジ を 選 択 し た 市 民 の 割 合 。
※ 8 平 成 29年 度 さ い た ま 市 総 合 振 興 計 画 （ 後 期 基 本 計 画 ） に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 に お い て 、 「 積

極 的 に 行 っ て い る (心 が け て い る )」「 あ る 程 度 行 っ て い る (心 が け て い る )」と 答 え た 市 民 の 割 合 。  
※ 9 就 職 率 ： 就 職 件 数 ／ 新 規 求 職 申 込 件 数
※ 10 総 合 防 災 訓 練 及 び 避 難 場 所 運 営 訓 練 の 参 加 人 数 で あ り 、 地 域 の 各 防 災 訓 練 は 除 く 。  
※ 11 交 通 事 故 死 者 と は 、 事 故 発 生 か ら 24時 間 以 内 に 死 亡 し た 者 を い う 。  
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