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さいたま市総合振興計画 後期基本計画 後期実施計画の策定に当たって 
 

 このたび、「さいたま市総合振興計画基本構想」に掲げ

る３つの将来都市像である「多彩な都市活動が展開され

る東日本の交流拠点都市」、「見沼の緑と荒川の水に象徴

される環境共生都市」、「若い力の育つゆとりある生活文

化都市」の実現に向け、「さいたま市総合振興計画後期基

本計画」に掲げられた分野別の目指す方向性や５つの重

点戦略に基づき、主要な事業を位置付けた「さいたま市

総合振興計画後期基本計画後期実施計画」を策定いたし

ました。 

 今後、人口減少や急速な高齢化など変化の激しい社会経済情勢が見込まれる中、

本市の強みを有効に活用しながら、本市を取り巻く厳しい環境を少しでも緩やかな

ものにしていくとともに備えを十分に進め、的確に対応しながら市政を総合的かつ

計画的に運営していく必要があり、今後の５年、１０年が戦略的に大変重要な時期

であると強く感じております。 

 そのため、「さいたま市総合振興計画後期基本計画後期実施計画」においては、市

民一人ひとりがしあわせを実感できる都市の実現、市民・企業から選ばれる都市の

実現及び人口減少問題の克服の視点も加えて、このような重要な時期に必要とされ

る主要な事業を掲げました。 

 今後は、市民の皆様とともに、これらの事業の目標に向かって、ＰＤＣＡサイク

ルに基づく進行管理を図りながら全庁をあげて事業を推進し、後期基本計画の総合

指標である市民満足度の更なる向上を目指してまいりたいと考えておりますので、

一層の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成３０年２月 
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 第１編 実施計画の策定に当たって 

第１章 実施計画の目的と期間 

●本市は、平成 13（2001）年 5 月 1 日に浦和市・大宮市・与野市の 3 市合併に

より誕生し、さいたま市総合振興計画（基本構想・基本計画・実施計画）を

基礎として、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきました。この総合振

興計画のうち、実施計画が平成 29（2017）年度をもって計画期間が満了とな

りました。 

●そこで、本実施計画は、基本構想に示す本市の将来都市像の実現を目指し、

後期基本計画に定められた施策を展開するための個別の実施計画事業を掲げ、

各事業を計画的かつ効果的、効率的に推進することを目的として策定しまし

た。 

●本実施計画の計画期間は平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの 3

年間とします。 

●また、計画期間にあっても、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

＜総合振興計画の計画期間＞ 

 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2

平成(年度) 令和(年度)

基本構想（H14.12議決）

後期基本計画（H25.12議決）基本計画（満了）

実施計画（満了） 実施計画（満了） 実施計画（満了） 実施計画

総

合

振

興

計

画
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（各部局で策定される主な個別計画） 

・さいたま市環境基本計画(改訂版) ・さいたま市緑の基本計画(改訂版) 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望(ゆめ)プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業計画－ 

・第 7期さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

・さいたま市障害者総合支援計画(2018～2020) 

・さいたま市ヘルスプラン21(第2次)      ・さいたま市教育総合ビジョン 

・第 2次さいたま市生涯学習推進計画     ・さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 

・さいたま市文化芸術都市創造計画       ・さいたま市都市計画マスタープラン 

・さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画 

・さいたま市産業振興ビジョン      ・さいたま市観光振興ビジョン 

・さいたま市地域防災計画        ・第 10 次さいたま市交通安全計画 

・さいたま市水道事業長期構想      ・希望つなぐ下水道プラン（さいたま市下水道長期計画） 

・第 4次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン 

・「市民活動の推進」と「市民と行政の協働の促進」に関する指針 

・さいたま市国際化推進基本計画 

【基本構想】 
まちづくりの基本的な理念、目指すべき将来都市
像や行政施策の大綱を示すもの。目標年次は令和
2（2020）年度。 

【後期基本計画】 
基本構想に基づき、各行政分野における施策を総
合的、体系的に示すもの。計画期間は平成 26
（2014）年度～令和 2（2020）年度までの 7年間。 

【実施計画】 
基本計画に定められた施策を展開するため、個別
の実施計画事業を定めるもの。計画期間は平成 30
（2018）年度～令和 2（2020）年度までの 3年間。 

総合振興計画 

個別計画 

総合振興計画を上位計画として策定 

※基本計画（施策）の具体化、 
  実施計画（事業）の補完など 

3



 

第２章 実施計画の構成 

●実施計画は、基本構想及び後期基本計画に込められた多くの市民の思いを具

現化する計画となるよう、後期基本計画の趣旨に沿って構成を組み立て、次

の４編で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆計画の構成 

基本構想 

 

１ 目的と期間 

 

２ 都市づくりの基本理念 

○ 市民と行政の協働 

○ 人と自然の尊重 

○ 未来への希望と責任 

 

３ 将来都市像 

○ 多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市 

○ 見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市 

○ 若い力の育つゆとりある生活文化都市 

 

４ 施策展開の方向 

(1) 安らぎと潤いある環境を守り育てる 

(2) 子育てを応援し、だれもが健やかに安心して暮らせる 

(3) 一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む 

(4) 人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる 

(5) 産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める 

(6) 安全を確保し、市民生活を支える 

(7) 理解を深め合い、多彩な交流を広げる 

 

５ 実現に向けて 

(1) 市民と行政の協働による都市づくり 

(2) 効果的で効率的な行財政運営による都市づくり 

(3) さいたま市らしさを生み出す都市づくり 
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注１：（）は各章の事業及び取組数（再掲事業を含む） 

注２：第 3編の再掲事業を除く総事業数は 300 事業 

注３：第 3編及び第 4編における所管課の名称は令和元年 12月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期基本計画 

 

第１部 後期基本計画の策定に当たって 

第１章 策定の趣旨 

第２章 時代潮流 

第３章 主要指標から見たさいたま市の状況 

第４章 市民意識調査から見たさいたま市の状況 

第５章 将来都市構造の基本的な考え方 

 

第２部 重点戦略 

～のびのびシティ さいたま市戦略～ 

 

第３部 分野別計画 

第１章 環境・アメニティの分野 

第２章 健康・福祉の分野 

第３章 教育・文化・スポーツの分野 

第４章 都市基盤・交通の分野 

第５章 産業・経済の分野 

第６章 安全・生活基盤の分野 

第７章 交流・コミュニティの分野 

 

第４部 各区の将来像 

 

第５部 計画推進の基本的な考え方 

第１章 市民と行政の協働 

第２章 将来を見据えた行財政運営 

 

実施計画 

 

第１編 実施計画の策定に当たって 

第１章 実施計画の目的と期間 

第２章 実施計画の構成 

第３章 実施計画の進行管理の考え方 

 

 

 

第２編 重点戦略の推進の考え方 

 

 

第３編 実施計画事業（注 1～3） 

第１章 環境・アメニティの分野（21事業） 

第２章 健康・福祉の分野（80事業） 

第３章 教育・文化・スポーツの分野（64事業） 

第４章 都市基盤・交通の分野（60事業） 

第５章 産業・経済の分野（52事業） 

第６章 安全・生活基盤の分野（50事業） 

第７章 交流・コミュニティの分野（26事業） 

（合計事業数 353事業） 

 

 

第４編 計画推進の主な取組（注3） 

第１章 市民と行政の協働（6取組） 

第２章 将来を見据えた行財政運営（40取組） 

          （合計取組数  46取組） 
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第３章 実施計画の進行管理の考え方 

 

本市が目指す将来都市像の実現のためには、計画を策定するだけではなく、

いかに進行管理を行い、効果的かつ効率的に推進していくかが重要であり、不

断の努力が求められます。 

そのため、実施計画の進行管理に当たっては、次のポイントを踏まえて取り

組みます。 

 

１ ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

  社会経済情勢や市民ニーズの変化に的確に対応するため、ＰＤＣＡサイク

ルに基づく計画の進行管理を行い、各事業の継続的な改善・見直しを検討

し、弾力的な運用を図ります。 

  計画に記載していない事業についても、必要性及び緊急性を吟味した上で

推進します。 

 

２ 進捗状況の公表 

  計画の推進について透明性の確保を図るため、毎年度、計画の進捗状況や

課題を把握し、公表します。 

 

３ 後期基本計画「第５部 計画推進の基本的な考え方」を踏まえた事業の推進 

  後期基本計画「第５部 計画推進の基本的な考え方」の「第１章 市民と

行政の協働」及び「第２章 将来を見据えた行財政運営」を踏まえて、各

事業を推進します。 
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実施計画のＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画） 
■事業の今後の推進方策を決め、予算編成や推進体制の整

備等を行います。 

Do（事業実施） 
■実施計画事業を効果的・効率的に推進します。 

Check（点検） 
■事業の進捗状況や課題を把握し、その結果を公表します。 

Action（見直し・改善） 
■事業の進捗状況や課題、社会経済情勢や市民ニーズを踏

まえ、推進方策の改善・見直し等を検討します。 

Plan（計画） 
■実施計画の策定 

平成 29 年度 

各年度 

各年度 

各年度 

各年度 

後期基本計画 

第５部 計画推進の基本的な考え方 

 第１章 市民と行政の協働 

 第２章 将来を見据えた行財政運営 

を踏まえて事業を推進 
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 第２編 重点戦略の推進の考え方 

 

●後期基本計画では、本市を取り巻く厳しい環境に的確に対応し、基本構想に

掲げる将来都市像の実現を目指すとともに、さいたま市らしさの創出にもつ

なげていく、５つの重点戦略を掲げています。 

 

＜後期基本計画「第２部 重点戦略」より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これを受けて、実施計画では、重点戦略ごとに第３編から主な実施計画事業

を位置付けます。ただし、重点戦略についてはこれらの事業だけでなく、全

庁で重点戦略の趣旨・内容に関する認識を共有し、これに基づき様々な取組

を検討・実施していくことを第一とします。 

 

 

 

●今後予測される人口減少や急激な高齢化、変化の激しい社会経済情勢など、本市を

取り巻く厳しい環境に的確に対応し、基本構想に掲げる将来都市像の実現を目指す

ため、本市の強みを有効に活用し、限られた経営資源（人材、財源など）を集中的

に配分する、5つの重点戦略を掲げます。 

●この「重点戦略」は、相互に関連し合う重点ポイントを踏まえて分野横断的に取り

組みながら、本市の都市イメージキャッチフレーズ「のびのびシティ さいたま市」

のように、本市の強みや可能性を市民と共に未来に向かって発展、進化させていく

ことで、さいたま市らしさの創出にもつなげていくものです。 

 

重点戦略１ 「次代を担う人材をはぐくむ都市 さいたま」の創造 

～豊かな教育と子育てのまちをつくる～ 

重点戦略２ 「高齢者が元気に活躍する都市 さいたま」の創造 

～高齢者の知識と経験を社会に生かすまちをつくる～ 

重点戦略３ 「イノベーションする都市 さいたま」の創造 

～新たな視点とチャレンジで価値を創造するまちをつくる～ 

重点戦略４ 「自然と共生し、低炭素に暮らす都市 さいたま」の創造 

～豊かな自然と低炭素なライフスタイルを楽しむまちをつくる～ 

重点戦略５ 「みんなで安全を支える都市 さいたま」の創造 

～“みんながいるから安心”・地域と共に災害に強いまちをつくる～ 
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11

学校を核とした地域づくりの推進



12

学校を核とした地域づくりの推進

セカンドライフ支援センターの開設
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14

岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興
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18

学校を核とした地域づくりの推進
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 第３編 実施計画事業 

●第３編では、後期基本計画で示す７つの分野ごとに、本市の将来都市像を実現するため

の主要な事業を掲げています。 

●これらの事業の選定に当たっては、後期基本計画「第３部 分野別計画」各章各節に掲

げる「目指す方向性」及び「施策展開」への貢献がより期待できる事業を第一とし、事

業の有効性、効率性、公平性を考慮しています。 

●また、事業の推進に当たっては、社会経済情勢や市民ニーズの変化に的確に対応するた

め、ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進行管理を行い、継続的に改善・見直しを検討し、

毎年度の予算編成に反映するなど、弾力的に取り組んでいきます。 

 

 

 

  

【実施計画事業の記載項目に関する留意事項】 

 

１ 倍増・成長・創生事業コード 

実施計画事業のうち、以下の事業については、各プラン等における事業コードを

記載しています。 

  「しあわせ倍増プラン２０１７」で掲げる、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（倍増プラン事業） 

 ⇒ 例 倍増 1‐1  ※1～2 桁(倍増項目番号)‐1～2桁(通番) 

  「さいたま市成長加速化戦略」で掲げる、市民・企業から選ばれる都市を実現

するための事業 

 ⇒ 例 成長 1‐1  ※1 桁(プロジェクト番号)－1～2桁（通番） 

  「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げる、人口減少問題を克

服するための事業 

 ⇒ 例 創生 11101  ※1 桁(基本目標番号)－1桁(基本的方向番号) 

－1 桁(具体的施策番号)－2桁(通番) 

 

２ 最終目標 

各実施計画事業には、事業進捗を把握するために、「目標指標」を掲げています。 

そのうえで、「各年度目標」として、年度ごとの単年度目標を設定する一方、令和

２年度までの計画期間内において最終的に目指す３年間の目標「最終目標」を設定

しています。 

 

３ 「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の表記について 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の表記については、略称

の「東京 2020 大会」と表記しています。 
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第 1章第 1節 
 

第１章 環境・アメニティの分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

安らぎと潤いある環境を守り育てる 

●環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けて、環境意識の向上に努めるとともに、市

民、事業者、行政が連携しながらそれぞれの役割と責任を果たします。 

●公害の防止、廃棄物の発生・排出の抑制、資源の循環利用やエネルギーの有効利用を進めます。 

●見沼田圃や河川など、自然とふれあえる緑と水の空間の保全、再生、創出を進めながら、多様

な生態系の保全を図ります。また、緑と水の拠点づくりやネットワーク化などによって、その

活用を図ります。 

●地域の特性や多様性を尊重しつつ、調和のとれた美しい街並みや魅力ある都市景観の形成を進

めます。 
 
 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 地域から取り組む「環境への負荷の少ない持続可能な社会」の実現 

（１）環境負荷の少ないまちづくり 

（２）環境の保全と創造に向けた環境教育や活動の推進 

（３）良好な生活環境の確保 

（４）再生可能エネルギー等の導入促進 

（５）次世代自動車・スマートエネルギー特区を活用した「環境未来都市」の実現 

第２節 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）の創造 

（１）廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）の推進 

（２）廃棄物の循環利用と適正処理の推進 

第３節 人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 

（１）水と緑の保全と再生 

（２）見沼田圃の次世代への継承 

（３）魅力ある都市景観の形成 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

誰もが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組むことで、さわやかな空ときれいな水の

ある環境負荷の少ないまち、地球規模の環境問題に地域から行動する環境先進都市を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）環境負荷の少ないまちづくり 

（２）環境の保全と創造に向けた環境教育や活動の推進 

（３）良好な生活環境の確保 

（４）再生可能エネルギー等の導入促進 

（５）次世代自動車・スマートエネルギー特区を活用した「環境未来都市」の実現 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1101 

地球温暖化対策実行計画の推進                           【創生 41102】

「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」に基づき、市域及び市有施設の温室効果

ガス排出量を削減するために、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー化の推進、地球温暖化防止キャ

ンペーンなどの普及啓発を行います。 

 事業者向けの施策の一つとして実施している環境負荷低減計画制度においては、一定規模以上の事業者に対

し、環境負荷の現況報告及び低減計画の提出を求めるとともに、事業者からの相談に応じ、省エネに係る指導を

行います。また、より多くの事業者に参加してもらうため、計画書の提出義務のない中・小規模事業者に対し、本制

度のメリットを広く周知していきます。特にエネルギー使用量の多い業種については、関連団体と連携し、中・小規

模事業者に波及していくよう働きかけを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 484 件 

[環境創造政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①環境負荷低減計画提

出者数 
155 件 158 件 161 件 165 件 

  

第１章第１節 地域から取り組む「環境への負荷の少ない持続可能な社会」の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1102 

エコ・モビリティ推進事業（再掲 4章 3節）                

自動車等による大気汚染物質や二酸化炭素の排出削減のために、「さいたま市交通環境プラン」に基づき、関

係団体や事業者と連携し、自動車から公共交通機関等への転換を促進するモビリティマネジメントとして転入者を

対象とした啓発ツールの配布その他の啓発や環境にやさしい運転であるエコドライブを推進するための市民又は

事業者を対象としたイベント、講習会、セミナー等を開催します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 15 回 

目標指標② 令和 2年度までに市民に対する公共交通機関等への利用転換の取組の効果測定及び指標設定 

[環境対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①エコドライブ等の啓

発事業の開催回数 
5回 5回 5 回 5 回 

②市民に対する公共交

通機関等への利用転換

の取組の効果測定 

― ― 
効果測定方法の検

討 

効果測定の実施 

指標設定 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1103 

環境教育・学習推進事業                       

市民一人ひとりが環境に関心を持ち、環境の保全や創造につながる行動を自主的かつ意欲的に実践するため

に、環境保全標語・ポスター作品コンクールの開催、さいたまこどもエコ検定の実施、環境教育拠点施設（ごみ焼

却施設、リサイクル施設等）によるネットワークの拡充など、環境教育・学習を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 7,500 人 

目標指標② 令和 2 年度までにアンケート本調査の実施 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 16,050 人 

 [環境創造政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①環境保全標語・ポスタ

ー作品コンクール応募

者数 

2,474 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 

②環境保全標語・ポス

ター作品コンクール事

業の効果検証のための

アンケート調査の実施 

― ― 

調査項目・方法の

検討及び試行調査

の実施 

本調査の実施 

③さいたまこどもエコ

検定実施児童数 
4,813 人 5,200 人 5,350 人 5,500 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1104 

環境コミュニケーション推進事業                           

市民、事業者、行政が連携・協力し、環境保全に取り組むために、事業者が実施している環境負荷低減活動や

環境保全対策などについて、市民や行政との対話を通じて、関係者が正確な情報を共有することで、相互理解を

深め、信頼関係の構築を図る「環境コミュニケーション」を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 事業所 

 [環境対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①環境コミュニケーシ

ョン開催事業所数 
2 事業所 3 事業所 3 事業所 3 事業所 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1105 

空き家等対策事業                                  

空き家等の増加が懸念される中において将来的な空き家等の増加を抑制し、市民の良好な生活環境を確保す

るため、「さいたま市空き家等対策計画」に基づき、空き家等の発生予防や適正管理、利活用の促進、管理不全な

空き家等の解消などに取り組みます。 

 今後、空き家等に関する相談は、近隣住民によるもののほか、空き家所有者等からの財産管理や相続に関する

相談なども増加し、内容が複雑化することが予想されることから、専門団体等との連携を進め、様々な相談に対応

する体制を整備します。 

 また、空き家等をめぐる問題やその防止策等について広く市民に周知・啓発するため、セミナーや相談会等を開

催します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

(注)多様な相談に対し、専門家等と連携して回答したり、専門家の紹介等を行った割合 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22 回 

 [環境創造政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①空き家等に関する相

談への対応率(注) 
100％ 100％ 100％ 100％ 

②空き家等に関するセミ

ナー、相談会等の開催

回数 

― 5 回 7 回 10 回 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1106 

ハイパーエネルギーステーション等の市内拡大 （再掲 5章 2節）      【成長 2-8 創生 41101】 

省エネ・低炭素なまちづくりを推進し、暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する「環境未来都市」

を実現するために、住宅・民間施設・公共施設に、太陽光パネルや蓄電池等を設置し、災害時にも継続してエネ

ルギー供給のできるハイパーエネルギーステーション（ＨＥＳ）の「B（民間との協働、公共施設の活用）」、「C（電気

外部給電を可能とする住宅、事務所と協定を締結）」及び「V（次世代バスから VtoX による電気供給）」を整備しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 12 箇所 

目標指標② 令和 2 年度までに 14 箇所 

目標指標③ 令和元年度までの 2 年間の累計で 200 件とし、令和 2 年度に更なる拡大推進 

目標指標④ 令和 2 年度までに本格運行開始 

(注 1)数値目標についてはこれまでの実績を含めた累積値 

(注 2)公民館への設置箇所数 

 [環境創造政策課、未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①太陽光発電設備等設

置箇所数(注 1)(注 2) 
9 箇所 10 箇所 11 箇所 12 箇所 

②ＨＥＳ「Ｂ」の整備箇

所数(注 1) 
8 箇所 9 箇所 12 箇所 14 箇所 

③ＨＥＳ「Ｃ」の整備件

数(注 1) 
制度検討 40 件 200 件 拡大推進 

④ＨＥＳ「Ｖ」の整備 導入調査実施 
車両調達、インフ

ラ整備 
実証運行開始 本格運行開始 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1107 

総合特区事業の推進（再掲 5章 2 節）                   【成長 2-2 創生 41201】 

暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する「環境未来都市」を実現するために、国から地域指定を

受けた「次世代自動車・スマートエネルギー特区」事業として、（仮称）さいたま版グリーンニューディール事業の展

開、（仮称）レジリエンス住宅認証制度の創設、スマートホーム・コミュニティ先導的モデル街区コンセプトの市内展

開及び新しい低炭素型パーソナルモビリティの社会実装を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに先導的モデル街区を 2 街区整備し、令和 2 年度に更なる市内拡大 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 750 戸 

目標指標③ 令和元年度までに社会実装の開始 

 [未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①スマートホーム・コ

ミュニティの整備 

先導的モデル街

区 2街区整備済 

先導的モデル街区

1 街区整備 

先導的モデル街区

1街区整備 
市内拡大 

②認証スマートホーム

戸数 

レジリエンス住

宅認証制度の検

討 

認証スマートホー

ム 250 戸 

認証スマートホー

ム 250 戸 

認証スマートホー

ム 250 戸 

③新たな低炭素型パー

ソナルモビリティ社会

実装 

実証実験の実施 実証実験の完了 社会実装の開始 ― 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1108 

E-KIZUNA Project の推進                              【創生 41202】 

運輸部門からの二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な低炭素社会を実現するために、市民、事業者、大学、

国などと連携して、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）、天然ガス自動車（ＮＧＶ）などの次世代自動車を

普及させる上での課題の解決に向け、「充電セーフティネットの構築」「需要創出とインセンティブ付与」「地域密着

型の啓発活動」の 3 つの取り組みを実施し、次世代自動車の普及を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 87,000 台 

 [未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市内の次世代自動車

普及台数 
70,387 台 72,800 台 80,000 台 87,000 台 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市環境基本計画（改訂版） 

・さいたま市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・さいたま市交通環境プラン（改訂版） 

・さいたま市環境教育基本方針 

・さいたま市空き家等対策計画 

・さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン～新エネルギー政策～ 

・さいたま市低炭素まちづくり計画 

 

29



第 1章第 2節 
 

 

 

 

◆目指す方向性（後期基本計画より） 

市民、事業者、行政が連携・協力し、Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リ

サイクル）の３Ｒを積極的に進め、ごみを減量し、適切に資源を有効活用して、環境負荷の少ない

めぐるまち（循環型都市）の実現を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）の推進 

（２）廃棄物の循環利用と適正処理の推進 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1201 

ごみ減量・リサイクル事業                          

一般廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）を推進するために、出前講座等による市民及び事業者の意識

啓発、ペットボトル、古紙回収等を通じたリサイクルの推進、食品ロス削減によるごみの発生抑制等に取り組みま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 867 g 

目標指標② 令和 2 年度までに 3.5％ 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 531 回 

[資源循環政策課、廃棄物対策課、環境施設管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市民一人１日あたり

のごみ総排出量  
882g 881g 873g 867g 

②総排出量に対する最

終処分比率 
3.7％ 3.5％ 3.5％ 3.5％ 

③出前講座等による啓

発活動回数 
175 回 176 回 177 回 178 回 

  

第１章第２節 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）の創造 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1202 

産業廃棄物適正処理推進事業                          

産業廃棄物の適正処理と３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）を推進し、市民の良好な生活環境を確保するため

に、排出・収集・処分事業者の 3 者が常に産業廃棄物の処理情報を閲覧・監視することができる、電子マニフェスト

の利用向上を図ります。 

 また、不法投棄等の不適正処理を防止するために、不適正処理に関する情報収集や調査指導等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 75％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

[産業廃棄物指導課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①多量排出事業者によ

る電子マニフェスト加

入率   

67.5％ 68％ 74％ 75％ 

②覚知した不法投棄等

に関する対応率 
100％ 100％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1203 

一般廃棄物処理施設の整備                       

一般廃棄物の循環利用と適正処理を推進するために、老朽化が進んでいる東部環境センターと西部環境セン

ターを統廃合し、サーマルエネルギーセンターを整備するとともに、クリーンセンター大崎の長寿命化のためのプラ

ント設備の更新を行うことにより、効率的なごみの処理体制を構築し、焼却時に発生する熱エネルギーの回収、焼

却灰の資源化などを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに建設工事着工 

目標指標② 令和 2 年度までに設備更新に関する調査・工事発注仕様書作成 

 [環境施設管理課、環境施設整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①サーマルエネルギー

センター整備 

アドバイザリー

業務発注 
入札公告 

整備事業契約の締

結 
建設工事着工 

②クリーンセンター大

崎の基幹的設備改良

(プラント設備の更新) 

「第 4次さいたま

市一般廃棄物処

理基本計画」での

位置付け 

長寿命化総合計画

策定庁内検討 

長寿命化総合計画

策定 

設備更新に関する

調査・工事発注仕

様書作成 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市環境基本計画（改訂版） 

・第 4次さいたま市一般廃棄物処理基本計画 

・さいたま市産業廃棄物処理指導計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

見沼田圃や荒川など多様な動植物が生息する自然環境の保全・活用・再生、都市緑化の推進と身

近な水辺環境の保全・創出とともに、個性豊かで魅力ある景観を形成することにより、人と自然が

共生する緑豊かな美しいまちを目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）水と緑の保全と再生 

（２）見沼田圃の次世代への継承 

（３）魅力ある都市景観の形成 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1301 

自然環境・水環境保全事業                             【創生 41301】

多様な動植物が生息する自然環境・水辺環境を保全し、市民の安全かつ快適な生活環境を確保するために、

特定外来生物及び有害鳥獣の防除、水質の調査、浄化槽の適正な維持管理についての啓発指導並びに雨水貯

留タンク設置の普及促進のための事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 100％ 

目標指標④ 令和 2 年度までに 95.0％ 

目標指標⑤ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 240 件 

[環境対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特定外来生物（アラ

イグマ等）被害に関す

る相談への対応率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②有害鳥獣（特定外来

生物を除く）被害に関

する相談への対応率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③公共用水域の水質環

境基準達成率 
98.3％ 99.1％ 99.5％ 100％ 

④浄化槽設置後の法定

検査受検率 
55.6％ 85.8％ 90.4％ 95.0％ 

⑤雨水貯留タンク設置

件数（市補助対象） 
66 件 80 件 80 件 80 件 

第１章第３節 人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 

32



第 1章第 3節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1302 

ホタル舞う水辺再生・サポート活動の推進                 【倍増 8-2 創生 41302】 

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に、「水辺のサポート制度」

により、市民との協働による水辺の環境美化活動等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10,200 人 

[環境対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①水辺環境美化活動

（ホタル再生活動を含

む。）の参加人数 

2,513 人 3,000人 3,400 人 3,800 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1303 

指定緑地等設置・保全事業                             【創生 41303】

市内に残る良好な自然環境を有する緑地の保全を推進するために、「都市緑地法」、「さいたま市みどりの条例」

に基づき、良好な自然環境を有する樹林地、水辺地などを公開型の緑地として指定し、保全します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 か所（0.72ha） 

 [みどり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特別緑地保全地区の

指定 
1 か所（0.3ha） 1 か所（0.24ha） 1 か所（0.24ha） 1 か所（0.24ha） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1304 

秋葉の森総合公園整備事業                             

緑に囲まれた良好な自然環境の中で、貴重な動植物を保護しつつ、市民が気軽にスポーツ、レジャー、自然と

ふれあう活動などが楽しめる場を創出するために、自然と共存できる公園を整備します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに環境影響評価に着手 

 [都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①公園整備 
関係機関との協

議実施 

関係機関との協議

実施 
基本計画の策定 

環境影響評価に着

手 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1305 

高沼用水路の整備（再掲6章1節）                       【倍増8-3 創生41305】 

市民が水と親しみ憩える親水空間を創出するために、市民と連携しながら、高沼用水路の水路や護岸の水辺環

境整備を行い、親水型歩行空間づくりを進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1.7 ㎞ 

 [河川課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①整備延長 0.8km 0.7km 0.5km 0.5km 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1306 

見沼田圃基本計画の推進と新たな活用               【倍増8-4 成長4-6 創生41304】 

「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさと“みぬま”」を実現し、見沼田圃エリアへの来訪者数を増やすために、

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、観光ルートづくり、散策拠点の整備、サイクリング環

境整備、体験型観光農園の推進並びに日本一の桜回廊の更なる延長などによるサクラサク見沼田んぼプロジェク

トの推進を図り、見沼田圃の活用につながる取組の充実と情報発信力の強化を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 34,700 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに 75％ 

(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。 

[見沼田圃政策推進室、自転車まちづくり推進課、農業政策課、

観光国際課、健康増進課、スポーツ政策室]

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①アクションプランの

着実な実施（各目標の

達成率） 

100％ 100％ 100％ 100％ 

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) 

9,062 人 10,000 人 11,700 人 13,000 人 

③見沼田圃の市民認知

度 
67.1％ 69％ 72％ 75％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1307 

新“見沼セントラルパーク”の推進（再掲 6章 1節）               【成長 2-3 創生 53101】 

見沼田圃地域における既存の自然・歴史・文化をかけがえのない環境資産として次代に引き継ぎ、見沼田圃の

保全・活用・創造を先導するために、緑の核となり広域防災拠点の要として防災機能を有する都市公園の整備を

進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに都市計画事業認可の取得 

 [都市公園課、防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新見沼セントラルパ

ーク次期整備地区（約

12ha）整備 

環境影響評価の

実施（現況調査） 

環境影響評価の実

施（準備書等の作

成） 

・都市計画決定 

・見沼土地利用審

査会の承認 

都市計画事業認可

の取得 

コード 事業名・事業概要・所管課 

1308 

見沼田圃地域の公園整備                                   

見沼田圃地域における既存の自然・歴史・文化をかけがえのない環境資産として次代に引き継ぎ、見沼田圃の

保全・活用・創造を先導するために、緑の核となる公園の整備を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに基本設計策定 

目標指標② 令和 2 年度までに用地取得率 96％、公園計画の改定 

 [都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①加田屋周辺地区（染

谷地区）自然環境公園

整備事業 

一部開設済 基本計画策定 用地取得 基本設計策定 

②見沼通船堀公園整備

事業 
用地取得率 93％ 用地取得率 94％ 用地取得率 95％ 

用地取得率 96％ 

公園計画の改定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1309 

環境美化の推進 

環境美化の推進を図ることにより、快適な生活環境を確保し、安心、安全できれいなまちづくりに資するため、

「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」に基づき、環境美化重点区域及び路上喫煙

禁止区域を指定し、環境美化指導員による巡回・指導を行うとともに、市民参加による清掃活動「ごみゼロキャンペ

ーン」を実施し、環境美化に対する市民意識の向上を図ります。また、市民との協働により喫煙マナーの啓発や環

境美化を推進する「路上禁煙推進モデル事業」の拡充を図ります。 

 東京 2020 大会に向け、大会会場の最寄駅周辺等について環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域に指定

することを検討します。 

【最終目標】  

目標指標① 令和 2 年度までに 0.085％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,479 団体 

目標指標③ 令和 2 年度までに 12 駅周辺 

 

 [資源循環政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①路上喫煙率（7駅：大

宮、浦和、南浦和、北

浦和、武蔵浦和、東大

宮、宮原駅の平均） 

0.094％ 0.091％ 0.088％ 0.085％ 

②ごみゼロキャンペー

ン参加団体数 
798 団体 823 団体 826 団体 830 団体 

③環境美化重点区域及

び路上喫煙禁止区域の

指定 

7 駅周辺 調査・検討 準備・周知  12 駅周辺 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

1310 

都市景観の形成                                  

優れた都市景観の形成を推進するために、さいたま市景観計画及び景観条例に基づき大規模な建築物に対し

て景観誘導を行うとともに、地域の景観のシンボルとなる景観重要建造物・景観重要樹木の指定等を行い、市民の

景観に対する意識啓発を図ります。 

 また、屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に対する規制誘導及び市民・事業者との協働による適正化を図り

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 件 

目標指標③ 令和 2 年度までに 10,000 件 

 [都市計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①景観計画適合率 100％ 100％ 100％ 100％ 

②景観重要建造物・景

観重要樹木の指定件数 
0 件 1 件 1 件 1 件 

③違反広告物の件数 

（簡易除却数） 
14,940 件 14,000 件 12,000 件 10,000 件 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市環境基本計画（改訂版） 

・さいたま市水環境プラン（第 2次改訂版） 

・さいたま市緑の基本計画（改訂版） 

・さいたま市緑の基本計画後期アクションプラン 

・さいたま市見沼田圃基本計画 

・さいたま市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） 

・さいたま市都市景観形成基本計画 

・さいたま市景観計画 
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第２章 健康・福祉の分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

子育てを応援し、だれもが健やかに安心して暮らせる 

●未来を担う子どもたちが健やかに育つよう、家庭や地域社会と連携しながら、子育てのしやす

い環境整備を進めます。 

●市民が積極的に心と体の健康づくりを進められるよう、地域に根づいた健康・長寿の保健・福

祉・医療体制を充実していきます。 

●高齢者や障害のある人など、だれもが自由に活動できるよう、物理的、制度的、精神的な障壁

を取り除き、バリアフリーの社会を築きます。 

●介護などについて家庭や地域社会が課題を共有するとともに、ボランティア団体、NGO・NPO

や民間事業者も交えて多様なニーズにこたえられる保健福祉サービスを生み出し、互いに協力

し支えあう地域社会を築きます。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 子育てしやすい都市の実現 

（１）安心できる妊娠・出産と母子の健康づくり 

（２）未来を担う子どもの支援、参画の推進 

（３）家庭と地域の子育て力の向上 

第２節 高齢となっても暮らしやすい都市の実現 

（１）高齢の方々の活躍の場づくり 

（２）高齢の方々が安心して快適に暮らせる都市づくり 

第３節 誰もが地域の中で自分らしく暮らせる都市の実現 

（１）誰もが地域で共に暮らす権利を尊重し、暮らしていく環境づくり 

（２）地域で安心して生活できる都市づくり 

（３）自立と社会参加の仕組みづくり 

（４）生涯にわたる発達の支援 

第４節 心身ともに健康で活力に満ちた社会の実現 

（１）健康で誰もが安心して長生きすることができる地域社会の実現 

（２）地域における主体的な健康づくりの推進 

（３）安心して暮らせる地域医療体制の充実 

（４）生活衛生と食品の安全性の向上 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

すべての子どもが、その個性を尊重され、健やかに育ち、自立し、社会で輝いて生きられるよう、

子どもの幸せと命の尊さを第一に考える、地域社会の実現を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）安心できる妊娠・出産と母子の健康づくり 

（２）未来を担う子どもの支援、参画の推進 

（３）家庭と地域の子育て力の向上 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2101 

妊婦・乳幼児健康診査                                【創生 11110】

母体や胎児の健康保持、乳幼児の育児支援及び疾病等の早期発見のために、妊婦に対して、母子健康手帳

を交付するとともに、妊娠中の健康診査の費用を助成し、乳幼児に対して、乳幼児健康診査及び幼児歯科健康診

査を指定実施医療機関で個別に行います。 

また、乳幼児健康診査後の保健指導や相談のほか、未受診フォローを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 97.1％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 96.1％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 85.0％ 

[地域保健支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①妊婦健康診査受診率

（1回目） 
96.8％ 96.9％ 97.0％ 97.1％ 

②乳幼児健康診査受診

率（各健康診査受診率

の平均） 

95.7％ 95.9％ 96.0％ 96.1％ 

③幼児歯科健康診査受

診率（各歯科健康診査

受診率の平均） 

82.6％ 83.0％ 84.0％ 85.0％ 

  

第２章第１節 子育てしやすい都市の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2102 

不妊治療支援の充実                           【倍増 2-4 創生 11113】 

不妊・不育に悩む夫婦に対し、精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るために、妊娠や不妊・不育等に関す

る正しい情報の提供・知識の普及啓発、専門相談、特定不妊治療費等の一部助成を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 15％増 

[地域保健支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①不妊症を知っている

と回答した 18～29 歳

の割合（対平成 29年度

比） 

58.5％ 5％増 10％増 15％増 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2103 

妊娠・出産包括支援センターによる支援                  【倍増 2-5 創生 11112】 

安心して子育てできる環境を整備するために、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、妊娠届出に伴う情報提供や相談などの支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 9,300 件 

 [地域保健支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①妊娠届出に伴う妊婦

への情報提供・相談件

数 

7,373 件 7,700 件 8,500 件 9,300 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2104 

新生児マス・スクリーニング事業 

突然死や発達の遅れを予防し、子どもの健やかな成長に寄与するために、新生児を対象に新生児マス・スクリ

ーニング検査を行い、先天性代謝異常等が疑われる新生児の早期発見、早期治療につなげます。 

また、新生児マス・スクリーニング検査で要精密検査になった新生児に対して、受診勧奨を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

[地域保健支援課、保健科学課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①申込された新生児マ

ス・スクリーニング検

査の実施率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②精密検査結果の把握

割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2105 

産後のケアの充実                            【倍増 2-6 創生 11114】 

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、産後早期の心身のケア、育児のサポート

などの支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

 [地域保健支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

73.9％  80％ 95％ 100％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2106 

児童虐待防止対策推進事業                        

児童虐待の発生予防から、早期発見・早期対応、保護・支援、家族の再統合まで切れ目のない支援を充実させ

るために、家族支援を行うとともに、社会的養護が必要な児童に対し、より家庭的な生活ができるように里親委託を

推進します。 

また、子育て不安や虐待のリスクを抱える家庭に対し、保健センターが行う支援方針会議で検討した支援目標

に基づいて、子ども家庭支援員が継続的に家庭を訪問し、子育ての相談や支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 189 回 

目標指標② 令和 2 年度までに 37.10% 

目標指標③ 令和 2 年度までに 93％ 

(注 1)家族支援ケースカンファレンスとは、家族再統合等を目指す児童・保護者に対し、より適切な家族支援の方

法を検討する会議です。 

(注 2)里親等への委託率＝（里親+ファミリーホームへの委託児童数）／児童養護施設+乳児院+里親+ファミ

リーホームへの委託児童数） 

[児童相談所、地域保健支援課、子ども家庭総合センター総務課、子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①家族支援ケースカン

ファレンスの実施回数

(注 1) 

60 回 62 回 63 回 64 回 

②里親等への委託率

(注 2) 
36.79% 36.90% 37.00% 37.10% 

③子ども家庭支援員が

家庭訪問し、支援目標

を達成した割合 

85.7％ 91％ 92％ 93％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2107 

子どもの社会参画推進事業(再掲第 5章 3節、第 7章第 2節)              【創生 12201】

子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むために、子どもたちが自らの発想によって、子どもたちだけが市民

になれる仮想のまちをつくり、働き、お金を稼いで、物を買ったり、サービスを受けたりするなど、楽しみながら様々

な体験をすることができる「子どもがつくるまち ミニ○○(区)」を全区で実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで全区で 90％以上 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①参加してよかった等

と回答した参加者の割

合が 90％以上の区の数 

参加者アンケー

トを実施した 7区

中 7区 

 

全区 全区 全区 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2108 

子ども家庭総合センターの整備・運営                   【倍増 2-9 創生 11115】 

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

援するために、さいたま市子ども家庭総合センターを整備・運営します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 90％以上を維持 

 [子ども家庭総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
アンケート調査の

実施 
90％ 90％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2109 

子育て支援拠点施設整備・運営事業                         【創生 11116】

地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て世帯の負担感や不安感を軽減するために、子育て中の親子が気

軽に集い、交流を図れる場、育児不安等についての相談指導などを実施する場として、子育て支援拠点施設（子

育て支援センター及びのびのびルーム）を整備・運営します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 施設 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,425,300 人 

[子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①子育て支援拠点施設

整備数 

4 施設 

※平成 29 年度ま

での累計 96 施設 

1 施設 1 施設 1 施設 

②子育て支援拠点施設

の利用人数 
448,381 人 470,500 人 475,000 人 479,800 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2110 

パパサンデーなど父親の子育て参加の推進（再掲第 7章第 1節）       【倍増 2-12 創生 11201】 

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に、子育て支援センター（単独型）等で父親向け講

座、イベント等を開催するとともに、周知・啓発を行います。 

また、実施内容の質の向上を図り、講座・イベント等の参加機会を増やします。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 42,600 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 97％ 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

13,260 人 13,700 人 14,200 人 14,700 人 

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 

90％ 92％ 97％ 97％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2111 

１日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業（再掲第 3 章 2節・第 7章 1節）      【創生 11202】

父親や祖父母の育児の参加を推進するために、子どもの多様性や成長過程における育児への理解を深めるこ

とや父親等が自分自身や子育てについて改めて考える機会を提供する、幼稚園、保育所等での１日保育士・幼稚

園教諭体験を実施します。 

また、生涯学習総合センター及び公民館で親の学習事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8,550 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 99％以上を維持 

目標指標③ 令和 2 年度までに 83.4％ 

[幼児政策課、保育課、生涯学習総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者数 
2,645 人 2,700 人 2,850 人 3,000 人 

②1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者の中で育

児参加への意識が高ま

ったと回答した割合 

― 
アンケート調査の

実施 
99％ 99％ 

③親の学習事業の男性

参加者の中で「満足」

と回答した割合 

79.8％ 81.0％ 82.2％ 83.4％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2112 

祖父母の子育て参加の推進                        【倍増 2-13 創生 11101】 

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に、孫育て講座等を実施すると

ともに周知、啓発を行います。 

また、実施施設数の拡大を図り、講座等の参加機会を増やします。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,100 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 98% 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①孫育て講座への参加

者数 
375 人 600 人 700 人 800 人 

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 

89％ 91％ 98％ 98％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2113 

ひとり親家庭等福祉事業（再掲第 5章第 3節） 

ひとり親家庭の生活基盤の安定と向上を図るために、資格取得を支援するために生活費の負担を軽減する高

等職業訓練促進給付金や、就業のための能力開発を支援する自立支援教育訓練給付金など切れ目のない就業

支援サービスを提供します。 

また、養育費の取決めなど、離婚前後の法律問題を抱えている方を対象に、弁護士による法律相談を実施しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 82％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 72 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 63 件 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①高等職業訓練促進給

付金受給者のうち、養

成機関を修了した者の

常勤就職率 

71％ 80％ 81％ 82％ 

②自立支援教育訓練給

付金の支給者数 
22 人 23 人 24 人 25 人 

③離婚前後の法律相談

の件数 
26 件 19 件 21 件 23 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2114 

多世代交流会食の支援強化（再掲第 7章第 2節）              【倍増 2-10 創生 11117】 

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に、多世

代交流会食に継続的に取り組む団体等への支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 か所（令和 2 年度までに 14 か所） 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5,800 人 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業実施箇所数の拡

大 
4 か所 6 か所 2 か所 2 か所 

②年間延べ利用者数 690 人 1,400 人 2,000 人 2,400 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2115 

保育需要の受け皿の確保                         【倍増 2-1 創生 11102】 

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にするために、待機児童数(注)ゼロを目指し、認可保

育所などの多様な受け皿を確保します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 0 人 

(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 

 [のびのび安心子育て課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①待機児童数 315 人 200 人 100 人 0 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2116 

「子育て支援型幼稚園」認定制度の創設・普及               【倍増 2-3 創生 11105】 

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に、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、その普及を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 35 園認定 

 [幼児政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①子育て支援型幼稚園

の新規認定数 
― 9 園 8 園 18 園 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2117 

障害児保育・幼稚園特別支援事業                          【創生 11107】

発育や発達の遅れのある児童が認可保育所や幼稚園に通園する環境を更に整えるために、発育の遅れ等のあ

る児童に支援を行う認可保育所や幼稚園の増加を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 30 施設 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 園 

[保育課、幼児政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害児保育事業を実

施する認可保育所の増

加数 

3 施設 

※平成 29 年度ま

での累計116施設 

10 施設 10 施設 10 施設 

②特別な教育的支援を

要する幼児を受け入れ

ている幼稚園の増加数 

69 園 

※平成 29 年度実

施園数 

3 園 3 園 3 園 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2118 

保育コーディネーター事業・保育コンシェルジュ事業                  【創生 11103】

保育の質の向上や、多様な保育需要に対応するために、各区役所に配置する保育コーディネーターが保護者

や保育施設等に対し中立的な立場から専門的な助言を行います。また、保育コンシェルジュを各区役所に配置

し、保育所等の利用に関する相談受付や保育所等利用保留児童の保護者に対するアフターフォロー、個別のニ

ーズに合った保育サービスや保育施設の情報提供を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3,170 件 

目標指標② 令和 2 年度までに 90％ 

 [保育課、幼児政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①コーディネーターに

よる保育所等への施設

訪問件数 

733 件 950 件 1,070 件 1,150 件 

②保育コンシェルジュ

サービスに満足したと

回答した人の割合 

84％ 86％ 88％ 90％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2119 

保育人材確保対策の更なる強化                      【倍増 2-2 創生 11104】 

認可保育所等の安定的な施設運営のために、保育士の処遇改善などの就業継続支援や、新たな保育人材の

確保対策の強化を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで確保 

(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 

 [保育課、幼児政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2120 

質の高い幼児教育・保育推進事業              

幼児教育や保育の質の向上を図るため、幼稚園や保育園の職員を対象とした研修を実施するとともに、適切な

運営のための立入調査や事故防止を目的とした抜打ち立入調査等を実施し、必要に応じ指導を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 72 回 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 39,600 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 880 件 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 818 件 

[幼児政策課、保育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①幼稚園・保育園合同

研修実施回数 
17 回 21 回 24 回 27 回 

②保育の質の向上へ向

けた研修延べ参加人数 
10,665 人 12,200 人 13,200 人 14,200 人 

③認可保育所等への立

入調査件数 
55 件 150 件 360 件 370 件 

④認可外保育施設の立

入調査件数 
262 件 268 件 275 件 275 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2121 

病児保育事業                                   【創生 11106】 

保護者の子育てと就労の両立を促進するとともに、児童の健全育成を図るために、医療機関又は保育施設にお

いて、病気又は病気の回復期にあり、認可保育所等での集団保育が困難な児童を一時的に預かる「病児保育室」

の設置を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 施設 

 [のびのび安心子育て課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①病児保育室の施設数 

0 施設 

※平成 29 年度ま

での累計 9施設 

1 施設 1 施設 1 施設 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2122 

余裕教室等を活用した放課後児童クラブの増設               【倍増 2-7 創生 11109】 

放課後児童クラブの待機児童解消と育成支援の環境向上のために、小学校の余裕教室の活用を含めた施設

整備を行い、受入可能児童数を拡大します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 11 施設 

 [青少年育成課、学校施設課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①余裕教室等を活用し

た施設整備数 

1 施設 

※平成 29 年度ま

での累計 62 施設 

2 施設 5 施設 4 施設 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2123 

放課後児童クラブ整備・運営事業                          【創生 11108】

保護者が労働等で昼間家庭にいない児童に対し、放課後や学校休業日に家庭に代わる生活の場を確保し、児

童の健全な育成及び保護者の仕事と子育ての両立を支援するため、民設放課後児童クラブの新設等により待機

児童を解消するとともに、人材確保の支援策等により放課後児童クラブの質の維持・向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

(注)目標年度の翌年度 4 月 1 日現在の利用ニーズに対する入所者の割合を目標年度の目標として評価 

 [青少年育成課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①利用ニーズに対する

入所者の割合(注) 
96.6％ 100％ 100％ 100％ 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

誰もが自立と尊厳を保ちつつ、生涯にわたって地域社会で安心して長生きできる、支え合いとふ

れあい豊かな活力あるまちを目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）高齢の方々の活躍の場づくり 

（２）高齢の方々が安心して快適に暮らせる都市づくり 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2201 

介護予防事業                                   【創生 22202】

高齢者が元気に過ごせるように、市民が主体的に運営する通いの場の充実や人と人とのつながりを通じて、参

加者や通いの場が継続的に拡大する地域づくりを推進するために、通いの場等へリハビリ専門職を派遣する地域

リハビリテーション活動支援事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 850 回 

[いきいき長寿推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①リハビリテーション

専門職の派遣回数 
161 回 250 回 300 回 300 回 

  

第２章第２節 高齢となっても暮らしやすい都市の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2202 

シルバーポイント（いきいきボランティアポイント）事業          【倍増 3-2 創生 22101】  

高齢者（市内在住の 60 歳以上の方）の社会参加、生きがいづくりのために、介護施設等の登録施設でボランテ

ィア活動を行った場合にシルバーポイント（いきいきボランティアポイント）を付与するなどの支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4,900 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 180 施設 

目標指標③ 令和 2 年度までに 80% 

 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

1,469 人 1,500 人 1,650 人 1,750 人 

②新規登録施設数 115 施設 60 施設 60 施設 60 施設 

③友人・知人との交流

が増加したと回答し

た方の割合 

― 60％ 75％ 80％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2203 

シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業                【倍増 3-3 創生 22102】 

高齢者（市内在住の 65 歳以上の方）の生きがいづくり、健康づくり、介護予防活動のために、登録団体等で健

康づくりなどの活動を行った場合にシルバーポイント（長寿応援ポイント）を付与するなどの支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 14,100 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 80% 

                                         [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

4,481 人 4,500 人 4,800 人 4,800 人 

②友人・知人との交流

が増加したと回答し

た方の割合 

― 60％ 75％ 80％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2204 

アクティブチケット交付事業                       【倍増 3-4 創生 22103】 

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に、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、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に交付します。また、アクティブチケット利用可能施設等の拡大につ

いて検討します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 16,230 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 65% 

 [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①アクティブチケッ

ト新規交付者数 
4,830 人 4,900 人 5,580 人 5,750 人 

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 

51.1％ 55％ 60％ 65％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2205 

シルバー元気応援ショップ事業                           【創生 22105】

高齢者の生活支援、外出支援、社会参加の促進及び地域経済の活性化を図るために、65 歳以上の市民に配

布する「シルバーカード」の提示により割引等の優待が受けられるシルバー元気応援ショップ制度の協賛店を拡大

します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 180 店舗 

 [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①シルバー元気応援シ

ョップ協賛店舗増加数 
60 店舗 60 店舗 60 店舗 60 店舗 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2206 

シニアの社会参加促進事業(再掲第 3章 2節、第 5章第 3節)              【創生 22104】

社会経験豊かな市民が生涯にわたって社会参加できる機会を確保するために、公益社団法人さいたま市シル

バー人材センターを支援し、また、1 年制の大学及び大学院の「さいたま市シニアユニバーシティ」事業を実施しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 5,400 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 92％ 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①シルバー人材センタ

ー会員数 
5,086 人 5,300 人 5,350 人 5,400 人 

②シニアユニバーシテ

ィ事業に満足した参加

者の割合 

80％ 83％ 91％ 92％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2207 

セカンドライフ支援センターの開設                    【倍増 3-1 創生 22106】 

 高齢者のセカンドライフに対するさまざまなニーズに対応し、高齢者が元気に活躍するまちをつくるために、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の開設・運営をします。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 1,700 件 

 [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①セカンドライフ支援

センターの開設と相談

件数 

設置運営方針の

確定 

関係機関連絡会議

の設置 
700 件 1,000 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2208 

宝来グラウンド・ゴルフ場の利用促進                         【倍増 3-5】

 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に、本市で初とな

る、日本グラウンド・ゴルフ協会公認の宝来グラウンド・ゴルフ場の整備・運営をします。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 27,000 人 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①グラウンド・ゴルフ

場の延べ利用者数 

整備工事、開設準

備 
2,800 人 12,000 人 12,200 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2209 

東楽園の再整備                                    【倍増 3-6】

介護予防、健康増進につながる機能を導入し、市民の健康寿命の延伸に資するために、サーマルエネルギー

センターの余熱を有効利用した東楽園を再整備します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに造成実施設計着手 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2210 

文化芸術を活用した福祉施策の拡充                         【成長 7-6-1】

高齢者や障害者の文化芸術活動の活性化を図ることで、高齢者の生きがいづくりや障害者の社会参加を推進

するとともに、誰もが生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造するために、地域の芸術家等の派遣による

文化芸術活動を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 80 回 

[いきいき長寿推進課、介護保険課、障害政策課、障害支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①文化芸術活動の実施

回数 
事業計画の策定 20 回 30 回 30 回 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2211 

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          【倍増 5-8 創生 22107】 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らしを続けることができる地域社会を形成するために、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

進するとともに、市民が多く集まるイベント等の機会を活用して事業周知を行い、住民主体の活動意識を高める地

域の担い手の養成研修の開催、地域における介護予防活動のボランティアを行ういきいきサポーターの養成講座

の開催、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・拡充などに取り組

みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,300 人 

 [いきいき長寿推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①地域の担い手・いき

いきサポーターの養成

者数 

399 人 400 人 450 人 450 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2212 

介護保険関連施設等整備促進事業                          【創生 22203】

在宅での介護が困難な高齢者が必要なサービスを受けられるようにするために、サービス需要を把握し、事業

者による介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や認知症高齢者共同生活介護（グループホーム）の整備を促

進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 757 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 216 人 

[介護保険課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特別養護老人ホーム

の合計定員増加数 
364 人 349 人 279 人 129 人 

②認知症高齢者共同生

活介護（グループホー

ム）の合計定員増加数 

36 人 36 人 90 人 90 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2213 

認知症サポーターの拡充と認知症高齢者等の支援                    【倍増 3-7】

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に、認知症

を正しく理解する認知症サポーターや地域でボランティア活動を行うおれんじパートナーの養成を拡充するととも

に、取組の周知・啓発、オレンジリングの普及を推進します。 

 また、認知症の早期診断・早期対応を行うもの忘れ検診、認知症初期集中支援チームによる支援などを行い、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。 

 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で認知症サポーター養成者数 28,200 人 

目標指標② 令和元年度及び令和 2 年度の累計でおれんじパートナー養成者数 230 人 

[いきいき長寿推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①認知症サポーターの

養成者数 
8,173 人 8,200 人 10,000 人 10,000 人 

②おれんじパートナー

の養成者数 
143 人 

目標設定に向けた

分析 
110 人 120 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2214 

介護者支援体制充実事業                    

介護をする人への心身の負担を軽減するために、介護者同士の交流の機会を拡大する介護者サロンの開催や

介護者カフェを設置するとともに、介護者サロンの中心的役割である地域包括支援センターの認知度を更に上げ

利用向上を図ります。 

 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,880 回 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 か所 

目標指標③ 令和 2 年度までに地域包括支援センターの認知度の指標設定 

 [いきいき長寿推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①介護者サロン開催回

数 
923 回 940 回 960 回 980 回 

②介護者カフェ運営箇

所数 
4 か所 6 か所 7 か所 8 か所 

③地域包括支援センタ

ーの認知度 
― 

調査項目の検討 

更なる周知方法の

検討 

調査の実施 

検討した周知の実

施 

指標設定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2215 

高齢者の見守り活動の支援  (再掲第 7章 2節)           

高齢者の在宅生活を支えるために、地区社会福祉協議会が主体となった単身高齢者等への見守り活動や、見

守り活動の活性化に向けた研修、啓発事業を支援します。また、地区社会福祉協議会の活動実態の詳細を把握

し、単身世帯等の皆さんがより安心・安全に暮らせるよう、活動内容の充実・改善に向けて検討を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 51 地区(全地区) 

目標指標② 令和 2 年度までに 2,100 人 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①見守り活動を行う地

区社会福祉協議会数 
43 地区 46 地区 48 地区 51 地区(全地区) 

②見守りの活動者数 ― 調査 2,000 人 2,100 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2216 

24 時間訪問介護サービスの推進                            【倍増 5-9】 

高齢者が介護を必要な状態になっても、引き続き在宅で暮らし続けられる環境を整えるために、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の整備・普及を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 36 人 

 [介護保険課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所

の利用増加者数 

-12 人 12 人 12 人 12 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2217 

要介護状態の改善等に対する取組の促進                  【倍増 5-10 創生 22205】 

介護事業所等の介護サービスの質を向上するために、事業所における要介護状態の改善等に対する取組につ

いての事例発表会を実施し、好事例の表彰を行うとともに、取組事例集の作成等により介護事業所や市民にその

取組を周知・啓発します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 件 

目標指標② 令和 2 年度までに 15％増 

 [介護保険課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①改善事例の表彰件数 4 件 4 件 4 件 4 件 

②要介護状態の改善等

の事例があった事業所

の割合（対平成 29年度

比） 

55％ 5％増 10％増 15％増 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2218 

在宅医療・介護連携推進事業                            【創生 22204】 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるようにするために、地域の医療・介護の関係団体が連携して、在宅医療・介護連携推進会議や在宅

医療や介護に関する講演会の開催などにより、包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供できる体制

を構築します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 回 

[いきいき長寿推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①在宅医療や介護に関

する講演会の開催 
3 回 4 回 4 回 4 回 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・第 7期さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

誰もが権利の主体として互いに尊重し、障害のあるなしに関係なく、自らの主体性をもって安心

して生活を送ることができる地域社会を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）誰もが地域で共に暮らす権利を尊重し、暮らしていく環境づくり 

（２）地域で安心して生活できる都市づくり 

（３）自立と社会参加の仕組みづくり 

（４）生涯にわたる発達の支援 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2301 

障害者の権利の擁護の推進事業                           

障害者への差別を解消するために、「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例

（ノーマライゼーション条例）」に基づき、障害者差別に関する申立てがあった場合に助言又はあっせんを実施する

とともに、障害福祉サービス事業の職員等を対象にした研修や合理的配慮の提供を推進するための取組を実施し

ます。 

また、障害者虐待に対して適切な支援を図るため、虐待により緊急に分離保護が必要な障害者を保護するため

の場を各区１か所以上設置して、虐待への迅速な対応や未然防止に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 95％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 10 区 

[障害政策課、障害支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①差別の解消のための

研修参加者のアンケー

トによる障害者差別の

理解度 

アンケート未実

施 
80％ 95％ 95％ 

②障害者を保護するた

めの場 
2 区 4 区 7 区 10 区 

  

第２章第３節 誰もが地域の中で自分らしく暮らせる都市の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2302 

ノーマライゼーション普及啓発事業                           

障害者の権利擁護及び障害に対する市民の理解を深めるために、ノーマライゼーションカップ、「障害者週間」

市民のつどい等の啓発イベントの開催や各種イベントでの啓発物の配布により、ノーマライゼーションの理念を広く

普及させるとともに、市内小学校での「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」

簡明版冊子の配布や出前講座の開催により、条例の周知やその理解を深めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

[障害政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①「障害者週間」市民

のつどいの来場者アン

ケートで障害について

理解が深まったと回答

した方の割合 

― 80％ 85％ 90％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2303 

障害者相談支援体制整備事業                           

地域の実情に応じて、より細かに相談に対応するために、新たな「基幹相談支援センター」(注)の整備や「障害

者生活支援センター」への必要職員数の加配により、相談窓口の充実を図るとともに、地域自立支援協議会に区

単位等の「地域部会」を設置し、障害者相談支援体制の充実を図ります。 

(注) 基幹相談支援センターは、各区に設置している障害者生活支援センターへの研修や情報共有の会議、事例

検討等を通じて、障害者生活支援センターの支援技術の向上を図り、個々の相談者に対するきめ細やかな支

援のためのバックアップを行うものです。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3 か所目の整備 

目標指標② 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 3 区での実施 

[障害支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①基幹相談支援センタ

ー整備 

3 か所目の整備に

向けた相談支援

体制の現状把握

及びニーズの整

理 

3 か所目の事業方

針決定 

3 か所目の整備箇

所の決定 
3 か所目の整備 

②地域部会の設置 

地域部会の設置

に向けた相談支

援体制の現状把

握及びニーズの

整理 

地域部会の事業方

針及び設置区の決

定 

1 区での実施 2 区での実施 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2304 

障害者の社会参加推進事業                           

障害者（児）の地域での自立した生活及び社会参加を促進するために、社会生活上必要不可欠な外出、余暇

活動等社会参加のための外出、特別支援学校や障害者施設への通学通所などの際に必要な介助や身の回りの

介護を行うヘルパーを派遣することなどにより外出を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で延べ 66,066 時間 

[障害支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①通学通所支援の年間

延べ利用時間数 

延べ 19,594.5 

時間 
延べ 21,588 時間 延べ 22,019 時間 延べ 22,459 時間 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2305 

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

地域での自立した生活や家族からの自立した生活を望む障害者が自ら選択した地域で生活できるようにするた

めに、グループホームの民間整備を促進するとともに、不動産会社等と連携して、空き部屋等を活用した整備を促

進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 180 人 

[障害政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①グループホームの整

備人数 
81 人 60 人 60 人 60 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2306 

障害福祉サービス事業所等整備促進事業（再掲第 5章第 3節）            

在宅及び特別支援学校卒業後の障害者の社会的自立の支援など､さまざまな障害者(児)の日中活動の場等を

確保するために、指導や訓練などを行う、障害福祉サービス事業所等の民間整備を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 150 人 

[障害政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害福祉サービス事

業所等（生活介護）の

整備人数 

34 人 50 人 50 人 50 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2307 

精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築                    【倍増 4-5】

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社会を実現するために、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）モデル事業を実施し、保健・医療・福祉サービ

スを包括的に提供する地域包括ケアシステムを構築します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 72 人 

 [こころの健康センター、障害支援課、精神保健課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①訪問支援の延べ人数 
現状及びニーズ

の把握 

モデル事業の方針

の決定 
24 人 48 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2308 

障害者の就労機会の創出（再掲第 5章第 3節）                     【倍増 10-5】

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に、ハローワークや障害者総合支援

センター等での就労相談、障害者総合支援センターによる講座やジョブコーチの職場派遣などを通じ、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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 255 人 

[障害者総合支援センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害者総合支援セン

ター登録者の就労増員

数 

85 人 85 人 85 人 85 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2309 

障害者の働く場づくりの推進（再掲第 5章第 3節）                   【倍増 4-3】

就労が難しい障害者の働く機会を拡大するために、企業が障害者の雇用を促進する目的でつくる特例子会社

への就労体験支援を行うとともに、一般就労が難しい障害者等に対して、企業的経営手法を用い最低限の公的支

援で就労の場を提供するソーシャルファームの創設を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3 事業者 

 [障害者総合支援センター、障害支援課、障害政策課、産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特例子会社またはソ

ーシャルファームの新

規事業者数 

ソーシャルファ

ームに係る取組

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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2310 

「さいたまステップアップオフィス」の拡充（再掲第 5 章第 3節）            【倍増 4-2】

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に、「さいたまス

テップアップオフィス」の定員を増やし、就労に向けたスキル習得の支援、民間企業等へのマッチング、就職後のフ

ォローアップなどを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 25％ 

[人事課、教育総務課、障害者総合支援センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

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 

10 人(定員) 4 人 2 人 2 人 

②民間企業等への就職

率 
30％ 25％ 25％ 25％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2311 

障害者就労施設等からの物品等の優先調達                       【倍増 4-4】

障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために、障害者就労施設等からの物品又は役務の調達を推

進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 617 件 

[障害支援課、障害者総合支援センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害者就労施設等か

らの調達件数 
170 件 187 件 205 件 225 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2312 

総合療育センターの機能の拡充                            【倍増 4-6】

障害児等の早期診断・早期治療を行うために、診察室の増設や診察回数の拡大を始めとした初診の待ち期間

を短くする取組を行うとともに、総合療育センター機能の拡充に向けた検討を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,865 件 

 

[総合療育センターひまわり学園総務課、医務課、療育センターさくら草] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①初診数 947 件 950 件 955 件 960 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲

(3111) 

再掲 3111 特別支援教育の推進                           

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、障害のある児

童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の更なる推進、研修などによる教職員の専門性の向上、就

学相談などの相談支援体制の充実などを図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 320 人 

 [特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特別支援学校及び特

別支援学級の交流及び

共同学習参加率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②特別支援教育コーデ

ィネーター実践研修会

受講者（コーディネー

ター経験等条件を満た

す者） 

7 人 3 人 3 人 3 人 

③免許法認定講習（特

別支援教育）受講者 
80 人 80 人 120 人 120 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲

(3112) 

再掲 3112 通級指導教室の拡充                            【倍増 1-2】 

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、多様な学びの

場の充実の観点から、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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに中学校（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 

[特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①通級指導教室の拡充 
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 

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 

特別支援学校（肢体）

1校 1教室 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲

(3113) 

再掲 3113 特別支援学級の全校設置                          【倍増 1-3】 

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、多様な学びの

場の充実の観点から、障害のある児童生徒が住み慣れた地域で学べるよう、すべての市立小・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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 13 校整備（100％） 

[特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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％） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2313 

発達障害児（者）支援事業                           

発達障害児やその保護者が地域で安心かつ円滑に生活するために、子育てへの助言等を行うペアレントメンタ

ーを養成するとともに、ペアレントメンターの活動の場として、交流会、相談会、発表会等を実施します。 

また、子どもの行動を理解する勉強会、子どもへの関わり方を学ぶペアレントトレーニングなどによる保護者への

支援、障害児への発達支援に加え、集団で生活する障害児がいる施設等に対し、障害児への接し方や相談など

の支援を実施します。 

さらに、思春期・成人期の支援として、発達障害者の日中体験活動や居場所となる場を提供する発達障害者社

会参加事業を実施するとともに、発達障害及びその疑いがある学生等を対象に講座を開催し、その人らしい自立

を考える機会とする学生向けキャリア形成支援事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 195 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 99% 

目標指標③ 令和 2 年度までに 99% 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 615 件 

目標指標⑤ 令和 2 年度までに 72％ 

目標指数⑥ 令和 2 年度までに 76％ 

[障害政策課、障害者総合支援センター、育成課、療育センターさくら草] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ペアレントメンター

相談・交流会等延べ参

加者数 

28 人 50 人 70 人 75 人 

②保護者向け勉強会の

参加者アンケートによ

る満足度 

99% 99%  99% 99% 

③ペアレントトレーニ

ングの参加者アンケー

トによる満足度 

92% 93% 99% 99% 

④地域施設支援実施件

数 
179 件 200 件 205 件 210 件 

⑤発達障害者社会参加

事業を継続して利用で

きた当事者の割合 

64％ 70％ 71％ 72％ 

⑥学生向けキャリア形

成支援事業講座等の内

容が理解できたと回答

した参加者の割合 

― 60％ 75％ 76％ 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・さいたま市障害者総合支援計画（2018～2020） 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

・第 3次さいたま市特別支援教育推進計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

市民一人ひとりが、自ら健康づくりに取り組み、地域社会で支えることで健康寿命の延伸を図り、

地域医療体制の充実と生活衛生・食品の安全性の向上に取り組むことで、健康で誰もが安心して長

生きすることができる地域社会の実現を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）健康で誰もが安心して長生きすることができる地域社会の実現 

（２）地域における主体的な健康づくりの推進 

（３）安心して暮らせる地域医療体制の充実 

（４）生活衛生と食品の安全性の向上 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2401 

だれもが住みよい福祉のまちづくり推進事業（再掲第 4 章第 1節） 

高齢者、障害者等をはじめとするすべての市民が安心して生活し、だれもが心豊かに暮らすことができる都市の

実現のために、ハード面における整備基準に基づく審査を行うほか、小・中学校を中心とした地区で「モデル地区」

を設定し、障害のある方や市福祉関係団体、保護者等の協力を得て、児童生徒と地域ぐるみで福祉のまちづくりを

ともに学びあう「モデル地区推進事業」を実施するなど、ソフト面における「心のバリアフリー」を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

[福祉総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①モデル地区推進事業

参加者アンケートによ

る「理解度」 

アンケート未実

施 
80％ 90％ 90％ 

  

第２章第４節 心身ともに健康で活力に満ちた社会の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4305) 

再掲 4305 バリアフリー基本構想等推進事業                     【創生 51105】                     

高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るために、「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づき、事業者等と

連携し、市内のバリアフリー化を推進するとともに、関係する法改正等に合わせ、基本構想の改定を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに改定 

目標指標② 令和元年度に南浦和駅・北浦和駅（京浜東北線ホーム）のホームドア設置完了 

 [交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①バリアフリー基本構

想の改定 
― 改定着手 改定素案の策定 改定 

②バリアフリー設備へ

の補助 

浦和駅・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 

― 

南浦和駅・北浦和

駅（京浜東北線ホ

ーム）のホームド

ア設置完了 

― 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2402 

生活困窮者等就労支援事業（再掲第 5章第 3節）                       

生活保護受給者を含めた生活困窮者の経済的な自立を促すために、各区役所に配置した就労支援員による

就労支援として、定期的に面談を実施しながら、ジョブスポットと連携した求職活動や求人開拓による職業紹介を

行うとともに、相談者が短期間で離職しないように、相談者に対する就職後の相談支援を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 55％ 

(注) 生活保護の「その他の世帯」とは、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯、傷病者世帯のいずれにも該当しな

い世帯 

 [生活福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①生活保護の「その他

世帯」のうち就労して

いる世帯の割合(注) 

49％ 49％ 52％ 55％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2403 

生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業                      【倍増 1-6】

生活困窮世帯の世代間の「貧困の連鎖」を防止するために、生活保護受給世帯の子どもや保護者に対する学

習支援希望等の実態調査を行い、その結果を踏まえ、学習支援員による教室外支援（アウトリーチ）の実施や、民

間の力を生かした施策等支援メニューの拡充、学習支援教室・学校・教育委員会と連携した取組を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60％ 

[生活福祉課、総合教育相談室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

26.90％ 47％ 54％ 60％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2404 

生活保護適正化対策事業                       

生活困窮者の適切な保護を図るために、市内の無料低額宿泊所及び社会福祉各法に法的位置付けのない施

設に対して法令等に基づき運営実態やサービス内容について調査を実施し、不適切な事項が判明した場合に

は、行政指導等を行い、入所者に対する適切なサービス提供を確保します。 

また、施設入所者や安定した居所を持たない生活保護受給者等に対し、アパート等を確保するための支援及び

転居後の地域での安定した生活を支援する居宅移行支援事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 85％ 

[生活福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市内の無料低額宿泊

事業等の事業者に対す

る年間 1 回以上の調査

実施数の割合 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②居宅移行支援を受け

た者がアパート等に移

行した割合 

80.50％ 72％ 83％ 85％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2405 

健康づくり推進事業                                【創生 21102】

生活習慣病の予防を推進することで、市民の健康寿命の延伸を目指すため、地域活動団体との連携による啓

発など、健康づくりを意識した生活スタイルの獲得に向けた一次予防の取組を推進するとともに、二次予防として、

早期発見・早期治療に向けた、特定健康診査や 5 がん検診の一層の充実を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 38.0％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 40.0％ 

(注) 5 がん検診の平均受診率…胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん検診の各受診率の平均 

受診率算出方法：受診者数/（対象年齢人口-国勢調査による就業者人

口＋農林水産業従事者人口） ※乳がん・子宮がん検診の受診者数は

（現年度受診者数＋前年度受診者数-2 年連続受診者数）で算出 

 [健康増進課、国民健康保険課、地域保健支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特定健康診査受診率 37.1％ 37.0％ 37.5％ 38.0％ 

②5がん検診の平均受 

診率(注) 
28.9％ 40.0％ 40.0％ 40.0％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2406 

健康マイレージの拡大                          【倍増 5-5 創生 21101】                     

市民の健康への関心を高め、生活習慣病予防や介護予防を推進するため、歩くことを中心として、楽しみながら

継続的な健康づくりを支援する健康マイレージの拡大を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 19,300 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 17,000 人 

[健康増進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①健康マイレージ新規

参加者数 
6,845 人 6,000 人 6,500 人 6,800 人 

②参加者のうち 1 日

8,000 歩以上歩いた人

数 

5,863 人 10,200 人 13,600 人 17,000 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2407 

官民一体となった健幸都市づくり                     【倍増 5-7 創生 21103】 

「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、「スマートウエルネスさいたま」の取組を官民一体

となって推進し、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に、さ

いたま健幸ネットワークを設置し、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

けるとともに、同会議が主体となったイベント、フォーラム、セミナー等を実施します。 

また、健康経営企業の認定制度を創設し、市内企業の健康づくりに対する意識の醸成を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100 団体 

目標指標② 令和 2 年度までに 10,000 人 

(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。 

[健康増進課、スポーツ政策室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま健幸ネット

ワーク加入団体数 
28 団体 50 団体 75 団体 100 団体 

②「さいたマーチ～見

沼ツーデーウオーク

～」の参加者数(注) 

6,867 人 7,500 人 9,000 人 10,000 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2408 

食育推進事業                                   【創生 21104】

市民の心と身体の健康を培い、豊かな人間性、自然への感謝の気持ちを育むために、市民、地域、各種団体な

どと行政が協働し、食育に取り組みます。また、毎日の大切な食生活、食の安全などを含めた食育に関する総合

的な情報を提供するポータルサイトである「さいたま市食育なび」へのアクセス数を高めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 28.4％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 306,000 件 

 [健康増進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①毎日、三食野菜を食

べる人の割合（40～64

歳） 

23.3％ 

（平成 28年度） 
25％ 26.7％ 28.4％ 

②「さいたま市食育な

び」へのアクセス数 
88,001 件 98,000 件 102,000 件 106,000 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2409 

歯科口腔保健の推進                           【倍増 5-4 創生 21105】 

障害者や要介護高齢者の歯と口腔の健康維持・向上のために、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しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 2,000 人 

 [健康増進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2410 

自殺対策推進事業                     

市民一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重され、生きがいや希望を持って暮らすことができる地域社会

を実現するために、自殺の実態把握・分析、自殺や心の健康、うつ病、依存症などの正しい知識を普及啓発しま

す。また、区役所等の相談窓口職員を対象に、自殺のサインに気づき、問題に応じた専門家につなぐ等の適切な

対応を図るゲートキーパーを養成するとともに、民生委員等の地域の支援者向けにも自殺予防に関する普及啓発

を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 19％減 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 525 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 20１人 

[健康増進課、こころの健康センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①人口10万人当たりの

自殺によって亡くなっ

た人の減少率(対平成

28 年比) 

― 
6％減 

（平成 30年） 

18％減 

（令和元年） 

19％減 

（令和 2年） 

②地域の支援者向け自

殺予防に関する講義の

受講者数 

175 人 150 人 175 人 200 人 

③ゲートキーパー養成

数（相談窓口職員等） 
65 人 67 人 67 人 67 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2411 

ひきこもり対策推進事業（再掲第 3章第 1節）              

ひきこもり当事者への支援を推進するために、社会参加に向けたボランティア体験や就労支援施設見学等を行

うステップアッププログラムを行います。また、ひきこもり当事者や家族向けにグループ事業や普及啓発事業を実施

するとともに、家庭訪問や外出支援等を行うリレートサポーター派遣事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 80％ 

 [こころの健康センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①リレートサポーター

派遣事業利用者のう

ち、ひきこもりの状態

に改善がみられた者の

割合 

33％ 50％ 55％ 60％ 

②親の会に出席して、

満足した人の割合 
― ― 80％ 80％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2412 

地域医療啓発事業                                 【創生 22201】

医療機関の機能分担・連携やかかりつけ医の重要性について、市民と医療従事者双方の理解を深めていくた

めに、地域医療をテーマとした、市民向けの講演会や医療従事者向けの研修会等を開催するとともに、啓発品の

作成・配布をし、市民に対し、かかりつけ医を持つよう呼びかけを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 200 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 360 人 

[地域医療課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市民向け講演会の参

加者数 
― 50 人 50 人 100 人 

②医療従事者向けの研

修会参加者数 
36 人 120 人 120 人 120 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2413 

小児・周産期医療の充実                         【倍増 5-3 創生 11111】 

市内の小児・周産期医療の提供体制の充実を図るために、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母

子医療センター等の支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに新たな施策の実施 

 [地域医療課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2414 

新興再興感染症対策事業          

新興再興感染症発生時の感染拡大を可能な限り抑制するために、市において必要となる資機材等を備蓄し、

発生時に正確な情報発信及び法令に基づく適正な検査が迅速に行える体制の維持・強化を進めることで、市民の

生命及び健康を保護し、市民生活等に及ぼす影響を最小限に留めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 5,000 人分 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

[地域医療課、疾病予防対策課、保健科学課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①個人防護具の備蓄数 5,000 人分 5,000 人分 5,000 人分 5,000 人分 

②法令に基づき依頼さ

れた検査の実施率 
100％ 100％ 100％ 100％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2415 

市立病院の建替と救命救急センターの新設                       【倍増 5-1】 

市民に対する安心で信頼される医療を提供するために、救命救急センターの新設を含めた市立病院の建替工

事を行い、医療機能の充実及び強化を図ります。 

 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に入院患者満足度 90％ 

目標指標② 令和 3 年度までに既存棟解体工事・外構工事、周産期センター棟改修工事完了 

[病院施設整備室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新病院建替工事の実

施と救命救急センター

の新設 

建設工事入札の

実施 

（平成 28年度） 

建替工事の進捗率

50％ 

新病院の竣工、救

命救急センターの

設置 

入院患者満足度

90％ 

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 

― 

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 

周産期センター棟

改修設計実施 

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（令和 3

年度完了） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2416 

ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの移転建替                     【倍増 5-2】

市北部地域の医療提供体制を確保するために、ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの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ます。 

また、新病院開設後に同病院が開催する在宅看取りの理解のための講演会等を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに在宅看取りの理解のための講演会開催（年 4 回以上） 

 [地域医療課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ＪＣＨＯさいたま北

部医療センターの診療

の継続 

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） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2417 

データヘルス計画に基づく施策の推進                         【倍増 5-6】

国民健康保険医療費適正化のために、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、生

活習慣病重症化予防対策事業、特定健診受診率向上対策事業等の保健事業に活用します。 

 また、生活習慣病重症化予防対策事業では、健診結果が要医療にもかかわらず、医療機関を受診していない未

受診者や医療中断者への受診勧奨、通院患者への 6 か月間の生活指導などを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 390 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 10 割 

 [国民健康保険課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

71 人 110 人 130 人 150 人 

②生活指導実施者のう

ち生活習慣を改善した

人の割合 

10 割 10 割 10 割 10 割 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2418 

がん患者の就労機会の支援（再掲第 5章第 3節）              【倍増 10-7 創生 32402】 

がんと診断された方の仕事の継続や就職のために、市内のがん診療連携拠点病院で仕事と治療の両立に必要

な相談支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 180 件 

[健康増進課、医事課、労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま市内のがん

診療連携拠点病院での

就労相談件数 

30 件 48 件 60 件 72 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2419 

駅前公衆トイレのリフレッシュ計画の策定と推進                    【倍増 9-4】

誰もが安心して利用できる公衆トイレとするために、公衆トイレリフレッシュ計画を策定するとともに、洋式大便器

を設置していない駅前公衆トイレに洋式大便器を設置します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までの 2 年間の累計で 4 か所 

[生活衛生課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①洋式大便器を設置し

た駅前公衆トイレの箇

所数 

1 か所 2 か所 2 か所 ― 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2420 

きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録制度創設                  【倍増 9-6】

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に、民間企業と連携した、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。 

【最終目標】 

目標指標① 登録制度創設後に目標値を設定 

[生活衛生課、福祉総務課、商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ホームページに掲載

する登録施設数 
― 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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

2421 

食の安全推進事業                         

市民が安心できる食生活を確保するために、さいたま市食の安全基本方針に基づき、食品関係営業者に対す

る監視指導・衛生指導や食品の規格基準等の検査を実施するとともに、市民に対して、食品の安全に関する情報

提供及び意見交換会等の開催による正しい知識の普及啓発を行います。また、本市の国際化施策において、食

に係る関連事業との連携を図りながら、HACCP や ISO17025（試験所認定）による食品衛生管理の国際標準化に

取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 156 回 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 回 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 450 検体 

 

 [食品・医薬品安全課、食肉衛生検査所、食品衛生課、生活科学課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①食品関係営業者等へ

の衛生教育実施回数 
52 回 52 回 52 回 52 回 

②食品検査における精

度管理（規格基準等検

査の適正率） 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③意見交換会等の開催

回数 
４回 ４回 ４回 ４回 

④枝肉のふきとり検査 140 検体 140 検体 150 検体 160 検体 

コード 事業名・事業概要・所管課 

2422 

動物愛護指導事業       

市民に対する動物愛護精神の醸成及び致死処分数の更なる削減を図り、人と動物の共生社会を実現するため

に、適正飼養・終生飼養の普及啓発、犬猫の譲渡・返還促進、動物取扱業者への監視指導徹底、狂犬病予防法

に基づく登録・注射・届出の徹底などを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに所有者の判明しない犬の返還率 66.5％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 330 件 

[動物愛護ふれあいセンター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①所有者の判明しない

犬の返還率 
72.1％ 61.5％ 63.0％ 66.5％ 

②動物取扱業者への立

入検査数 
99 件 100 件 110 件 120 件 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・さいたま市福祉のまちづくり推進指針 

・さいたま市バリアフリー基本構想 

・さいたま市ヘルスプラン 21（第 2次） 

・さいたま市がん対策推進計画 

・第 3期さいたま市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

・第 3次さいたま市食育推進計画 

・さいたま市歯科口腔保健推進計画 

・第 2次さいたま市自殺対策推進計画 

・さいたま市新型インフルエンザ等対策行動計画 

・さいたま市立病院中期経営計画 

・さいたま市食の安全基本方針 
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第３章 教育・文化・スポーツの分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む 

●家庭､学校と地域社会が連携を深めながら、開かれた学校づくりを進め、一人ひとりの個性の

尊重を基本として、豊かな人間性と健全な社会性を身につけた次世代を担う子どもを育ててい

きます。また、地域社会とのふれあいを深め、郷土を愛する青少年を育てていきます。 

●市民のだれもが生涯を通じ、それぞれの関心に応じて学びながら成長できるよう、生涯学習の

環境整備を進めます。 

●市民のだれもが年齢や体力に応じてスポーツに親しみ、家庭や地域で気軽にレクリエーション

を楽しめるよう､「一市民一スポーツ」を推進します｡ 

●地域固有の資源の再発見、世界の文化とのふれあいのなかで、生活をより豊かにするさいたま

文化の創造を目指します。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 希望をはぐくむ教育の推進と青少年の健全育成 

（１）きめ細かで質の高い教育の推進 

（２）家庭、地域との連携による教育の推進 

（３）安全・安心で豊かな教育環境づくり 

（４）未来を担う青少年の社会参加の促進と健全育成 

第２節 生涯を通じた学びの充実とその成果の活用 

（１）学習環境の充実 

（２）講座内容、プログラムの充実 

（３）学習成果の活用 

第３節 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現 

（１）生涯スポーツの振興 

（２）スポーツ・レクリエーション環境の充実 

（３）スポーツを活用した総合的なまちづくり 

第４節 生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造 

（１）文化財等の保存・継承 

（２）文化芸術活動の促進 

（３）文化芸術活動の環境の充実 

（４）歴史文化資源や文化芸術を活用したまちづくり 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

学校・家庭・地域・行政が連携・協力して、厳しい時代背景にあっても、ゆめをもち、希望をは

ぐくむ教育と、青少年の健全育成を推進します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）きめ細かで質の高い教育の推進 

（２）家庭、地域との連携による教育の推進 

（３）安全・安心で豊かな教育環境づくり 

（４）未来を担う青少年の社会参加の促進と健全育成 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3101 

スクールアシスタント配置事業                           

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を行い、学校教育の更なる充実を図るために、市

立小・中・特別支援学校にスクールアシスタントを配置します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 88％ 

[教職員人事課、指導１課、特別支援教育室、指導２課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①全校配置の割合 100％ 100％ 100％ 100％ 

②スクールアシスタン

トについてのアンケー

トに、「スクールアシス

タントがいてくれると

きの方が、勉強が分か

りやすくなる」と回答

した児童生徒の割合 

84.8％ 86％ 87％ 88％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3102 

「さいたま市小・中一貫教育」の推進                        【創生 12101】

確かな学力の向上やいわゆる「中 1 ギャップ」の緩和を図るために、義務教育 9 年間を連続した期間と捉え、全

市立小・中学校において、児童生徒の発達や教育指導上の課題に応じた一貫性のある学習指導や生徒指導を推

進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度まで 100％ 

[指導 1課、指導２課、総合教育相談室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①カリキュラムの実施

校数の割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 

②「児童生徒の心のサ

ポート 手引き」の活用

校数の割合 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③中学校区を中心とし

た小・中学校合同研修

会実施校数の割合 

100％ 100％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3103 

確かな学力の育成                                 【創生 12102】

児童生徒の確かな学力の向上のために、基礎学力定着プログラム、理数教育推進プログラム、国語力向上プロ

グラムを実施するとともに、指導主事等が教員の授業を観察し、教育課程や学習指導等に関する事項について指

導・助言を行う計画訪問や、教科等の研修の際に具体的な指導・助言を行う要請訪問等を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 125 校 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①全国学力・学習状況

調査における各学校の

平均正答率について、

前年度より向上が見ら

れた学校数（全国の平

均正答率との比較によ

る） 

110 校 115 校 120 校 125 校 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3104 

アクティブ・ラーニングの推進                     【倍増１－９ 創生 12110】

 

 児童生徒の確かな学力を育成するために、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ます。 

 

【最終目標】 

 目標指標① 令和 2年度までに 90％ 

                                           

[指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①達成状況調査によ

る、「よい授業」の達成

状況 

81% 83％ 86％ 90％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3105 

さいたま市学習状況調査等の活用                     【倍増 1-8 創生 12111】 

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・向上させるために、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等を行い、児童生徒の「学びに

向かう力」を向上させます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 80％ 

目標指標② 令和 2 年度まで+1.3 以上（H29 小 6→R2 中 3） 

[教育研究所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

※全国学力・学習状況

調査において当該質問

が無い年度について

は、さいたま市学習状

況調査における同質問

とします 

小学国語 63.5％ 

小学算数 65.7％ 

中学国語 63.1％ 

中学数学 57.0％ 

小学国語 69％ 

小学算数 73％ 

中学国語 70％ 

中学数学 69％ 

小学国語 75％ 

小学算数 76％ 

中学国語 75％ 

中学数学 75％ 

小学国語 80％ 

小学算数 80％ 

中学国語 80％ 

中学数学 80％ 

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 

※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 

+1.3 

（H26小6→H29中

3） 

+1.3 以上 

（H27小 6→H30中

3） 

+1.3 以上 

（H28 小 6→R1 中

3） 

+1.3 以上 

（H29 小 6→R2 中

3） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3106 

教育の情報化推進事業                           

児童生徒の必要な情報を収集・選択し、適切に活用する情報活用能力を育成するために、教職員の ICT 活用

指導力の向上を図る研修会を実施し、「分かる授業・魅力ある授業」の一層の充実を図るとともに、タブレット型コン

ピュータの配置などによる ICT 環境の整備を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 81% 

目標指標② 令和 2 年度までに週 5.2 コマ 

目標指標③ 令和 2 年度までに週 4.0 コマ 

目標指標④ 令和 2 年度までに 90.1％ 

 

[教育研究所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①国の「児童生徒への

ICT 活用を指導する能

力」の調査項目に肯定

的に回答した教員の割

合 

73.6％ 75％ 78％ 81％ 

②1 週間あたりの ICT

を活用した平均授業時

間（コマ数） 

週 4.69 コマ 週 4.8 コマ 週 5.0コマ 週 5.2 コマ 

③１週間あたりの電子

黒板を活用した平均授

業時間（コマ数） 

週 3.6 コマ 週 3.73 コマ 週 3.86 コマ 週 4.0 コマ 

④ICT を使った授業の

方が、より分かりやす

いと感じた児童生徒の

割合（％） 

― 
調査項目の検討及

び調査の実施 
88.6％ 90.1％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3107 

「グローバル・スタディ」推進事業（再掲 7章 3節）            【成長 7-2 創生 12103】 

グローバル社会で主体的に行動し、たくましく生きる児童生徒を育成するために、平成 28 年度から全ての市立

小・中学校で実施している本市独自の英語教育「グローバル・スタディ」について、カリキュラムの改善、効果検証

及びその結果に基づく教職員研修、成果を発揮する体験活動などを行い、一層発展・充実させます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 77％ 

目標指標② 令和 2 年度までに政令指定都市第 1 位 

[指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①中学校 3年生で英検 

3 級以上相当の英語力

を有すると思われる生

徒の割合 

58.9％ 60％ 76％ 77％ 

②全国学力・学習状況

調査の英語平均正答率 
― ― 

政令指定都市 

第 1位 

政令指定都市 

第 1位 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3108 

子どもの体力向上推進事業 

児童生徒の運動に親しむ習慣を培い、体力の向上を図るために、市内の小学生が同じ運動に取り組み、記録

に挑戦する「体力アップキャンペーン」の実施や、基礎的な体力の向上を目的とした運動メニュー「新体力アップメ

ニュー」を市立小・中学校の体育授業で活用するなど、「子どものための体力向上サポートプラン」を着実に推進し

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 104 校（100％） 

目標指標② 令和 2 年度までに 143 校（88％） 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①体力アップキャンペ

ーンの実施 
100 校（97％） 101 校（98％） 102 校（98％） 104 校（100％） 

②新体力アップメニュ

ーの活用 
128 校（80％） 133 校（83％） 138 校（85％） 143 校（88％） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3109 

学校・家庭・地域が連携した食育の推進                  【倍増 1-11 創生 12108】 

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るために、地元シェフによる学校給

食や児童生徒が農業体験をする学校教育ファームのほか、「地域の方を招いた学校給食」（児童と地域の方との

会食）を実施します。  

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に全市立小学校で年間 3 回以上実施 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①「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） 

54 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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3110 

国際教育・交流事業（再掲 7章 3節）                         【創生 12104】

児童生徒への国際教育を推進するために、市立中学校の生徒を海外に派遣する生徒海外交流事業、日本語

指導が必要な帰国・外国人児童生徒が在籍する市立小・中学校への日本語指導員派遣事業、海外姉妹校等との

交流などを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 191 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 20％ 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①海外への市立中学校

生徒派遣数 
57 人 57 人 67 人 67 人 

②申請のあった市立

小・中学校への日本語

指導員派遣率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③市立小・中・特別支

援学校における姉妹校

等交流、国際交流の体

験実施率 

(実施校／全市立小・中・特

別支援学校)  

14％ 18％ 18％ 20％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3111 

特別支援教育の推進（再掲 2章 3節）                   

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、障害のある児

童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習の更なる推進、研修などによる教職員の専門性の向上、就

学相談などの相談支援体制の充実などを図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 320 人 

 [特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特別支援学校及び特

別支援学級の交流及び

共同学習参加率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②特別支援教育コーデ

ィネーター実践研修会

受講者（コーディネー

ター経験等条件を満た

す者） 

7 人 3 人 3 人 3 人 

③免許法認定講習（特

別支援教育）受講者 
80 人 80 人 120 人 120 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3112 

通級指導教室の拡充（再掲 2章 3節）                         【倍増 1-2】

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、多様な学びの

場の充実の観点から、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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに中学校（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 

[特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①通級指導教室の拡充 
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 

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 

特別支援学校（肢体）

1校 1教室 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3113 

特別支援学級の全校設置（再掲 2章 3節）                       【倍増 1-3】

共生社会の形成を目指し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進するために、多様な学びの

場の充実の観点から、障害のある児童生徒が住み慣れた地域で学べるよう、すべての市立小・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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 13 校整備（100％） 

[特別支援教育室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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％） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3114 

心のサポート推進事業                               

いじめの問題、不登校等を解消するために、家庭や地域と連携しながら、予防（「『いのちの支え合い』を学ぶ授

業」の実施など、未然に防ぐ取組）、アセスメント（「心と生活のアンケート」の実施など、児童生徒の状況を把握する

取組）、支援（ゲートキーパーの養成など、児童生徒が悩みや不安を抱えたときの相談体制を充実させる取組）、ケ

ア（子どもサポートネットワークの活用など、より専門的な支援が必要なケースへの対応を充実させる取組）を段階

的・総合的に展開します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに平成 28 年～令和元年度採用の小・中学校の教員全員 

目標指標② 令和 2 年度までに 70％ 

 [総合教育相談室、指導２課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①自殺予防ゲートキー

パー養成 

平成 27 年度以前に

採用のゲートキー

パー研修未受講の

小・中学校の教員全

員 

平成 28・29年度採

用の小・中学校の

教員全員 

平成 30 年度採用

の小・中学校の 

教員全員 

令和元年度採用の

小・中学校の 教

員全員 

②教育相談室・適応指

導教室において、不登

校に関する相談・支援

を行った結果、状態が

改善した割合 

54％ 60％ 65％ 70％ 
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3115 

スクールソーシャルワーカーの拡充                          【倍増 2-11】

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に、福祉の専門的知識を有するスクールソーシャル

ワーカーを配置し、全ての市立学校において、児童生徒の置かれた様々な環境に働き掛けて支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8,030 件 

 [総合教育相談室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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） 

1,580 件 1,960 件 2,655 件 3,415 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3116 

奨学金返済支援制度の創設                        【倍増 1-1 創生 12113】 

経済的理由で修学困難な学生等の大学等への進学を促進するために、入学準備金・奨学金を無利子で貸し付

ける「さいたま市入学準備金・奨学金貸付制度」 を継続するとともに、奨学金返済に伴う経済的負担の軽減につ

いても考慮し、真摯に学業に取り組み、本市の発展に寄与する人材となった者など、一定の要件を満たした場合

に返還金の一部を免除する制度を新たに創設します。  

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに新制度開始（奨学金） 

 [学事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新制度（返還免除制

度）の創設 

新制度概要の策

定 

システム改修仕

様作成 

システム改修実施 

条例・規則改正案

の作成 

条例・規則等の整

備 

新制度開始（入学

準備金） 

新制度開始（奨学

金） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3117 

市立高等学校「特色ある学校づくり」事業                      【創生 12105】

生徒・保護者のニーズに応える質の高い教育活動を実践するために、「市立高等学校『特色ある学校づくり』計

画」に基づき、市立浦和中・高等学校の中高一貫教育の拡充、市立浦和南高等学校の進学重視型単位制への移

行、市立大宮北高等学校の理数科設置・理数教育の推進など、市立高等学校それぞれの特長を生かした学校づ

くりを更に充実・発展させます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 10％増 

目標指標② 令和 2 年度に 37 回 

目標指標③ 令和 2 年度までに 10％増 

目標指標④ 令和 2 年度に 106 人 

 [高校教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市立浦和高等学校 

・第一志望の進路実現率

（対平成 29年度比） 

第一志望の進路

実現率の把握 
3％増 6％増 10％増 

②市立浦和南高等学校 

・地域連携事業の一環で

あるグラウンド開放回数 

33 回 35 回 36 回 37 回 

③市立浦和南高等学校 

・地域交流事業に参画し

たいと回答した生徒の割

合（対平成 29年度比） 

地域交流事業に

参画したいと回

答した生徒の割

合の把握 

3％増 6％増 10％増 

④市立大宮北高等学校 

・SSH 関連事業（SS 科学

英語）への普通科生徒の

参加者数 

96 人 100 人 103 人 106 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3118 

グローバル人材を育成する中等教育学校の整備               【成長 7-1 創生 12106】 

 本市から世界へ飛躍するグローバル人材を育成するために、市立大宮西高等学校を市立大宮国際中等教育

学校に改編し、グローバル化先進校としての取組を更に充実・発展させるとともに、国際バカロレア認定を実現しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに後期課程校舎の整備 

目標指標② 令和 2 年度までに MYP 認定校申請 

目標指標③ 令和 2 年度までに DP 候補校申請 

 [高校教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市立大宮西高等学校
の中等教育学校への改
編に向けた校舎整備 

前期課程校舎 

の整備 

前期課程校舎 

の整備 

市立大宮国際中等

教育学校の開校（4

月） 

後期課程校舎 

の整備 

②MYP 認定 
MYP 候補校申請に

向けた研究 
MYP(SIF)提出 MYP 候補校申請 MYP 認定校申請 

③DP 認定 ― ― ― DP 候補校申請 
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3119 

部活動指導員配置事業                               【創生 12112】

部活動を担当する教員の負担を軽減し、教員の限られた時間をよりよい授業の研究等に充てるとともに、市立中

学校・高等学校の部活動をより充実・活性化させるために、単独で技術指導及び引率が可能な部活動指導員を市

立中学校・高等学校に配置します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

 [指導１課、高校教育課、教職員人事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①部活動指導員の配置

を希望する学校への配

置率 

制度設計 

10％ 

（モデル校 7 校 

実施） 

50％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3120 

大学連携コラボレーション事業                  

教員の資質向上や児童生徒の学力向上を図り、学校教育を充実させていくために、大学と連携し、学生による

児童生徒への学習支援などの教育ボランティア（アシスタントティーチャー）活動や、学生の教員となるための意識

や資質を高めるため、「教師力」パワーアップ講座や研究発表会、さいたま市教師塾「夢」講座などへの学生の参

加を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 910 人 

 [指導１課、教育研究所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①希望校へのアシスタ

ントティーチャー配置

率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

②「『教師力』パワーア

ップ講座」、「研究発表

会」、「さいたま市教師

塾『夢』講座」などへ

の学生の参加人数 

181 人 200 人 350 人 360 人 
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3121 

学校を核とした地域づくりの推進（再掲 7章 2節） 

 

学校と地域が連携・協働して未来を担う子どもたちをはぐくむとともに、小・中学校区における自立した地域社会

の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」を行うために、令和 4 年度までに全ての市立学校にコミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度）を導入し、学校が地域住民等と一体となって特色ある学校づくりを進めていくため

の仕組みと、スクールサポートネットワーク等の様々な取組をより効果的に活用するための体制を構築します。 

また、学校と保護者・地域住民等の間で発生する多種多様な問題に対処するために、弁護士・精神科医・臨床

心理士・元警察官等による学校相談支援チームの相談活動の充実を図ります。 

なお、学校相談支援チームによる活動は、令和元年度に文部科学省の委託事業として実施する「いじめ防止等

対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究事業」の調査研究結果を踏まえ、令和 2 年度から、仮称「さ

いたま市スクールロイヤーチーム」の活動と統合し、実施する予定です。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに小・中学校 100％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度に全てのコミュニティ・スクール導入希望校で導入 

 [教育政策室、生涯学習振興課、教職員人事課、指導２課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま市学習状況

調査における、「保護者

や地域の人の学校支援

ボランティア活動は、

学校の教育水準の向上

に効果がありました

か」の質問に、「そう思

う」「どちらかといえ

ば、そう思う」と回答

した学校の割合 

小学校 99.0％ 

中学校 91.2％ 

 

※平成 29 年度は

全国学力・学習状

況調査による 

小学校 100％ 

中学校 95.0％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

②学校相談支援チーム

（※）が、学校や保護

者等からの相談に対

し、解決及び解決の方

向性について指導・助

言した割合 

※令和 2 年度からは、

仮称「さいたま市スク

ールロイヤーチーム」 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③コミュニティ・スク

ール導入校数 
導入検討 

モデル校選定 

導入準備・調査 
7 校 

全てのコミュニテ

ィ・スクール導入

希望校で導入 

  

98



第 3章第 1節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3122 

「すくすく のびのび 子どもの生活習慣向上」キャンペーン                  

児童生徒の生活習慣向上のために、学校・家庭・地域・行政が互いに連携・協力し、「早寝・早起き・朝ごはん」

を推進する、市独自のキャンペーンを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに小 6：92.0％、中 3：90.0％ 

 [生涯学習振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①朝食を食べている割

合 

小 6：88.9％ 

中 3：84.3％ 

小 6：90.0％ 

中 3：86.0％ 

小 6：91.0％ 

中 3：88.0％ 

小 6：92.0％ 

中 3：90.0％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3123 

子ども読書活動推進事業                  

子どもの読書活動の更なる推進を図るために、「さいたま市子ども読書活動推進計画（第三次）」に基づき、子ど

もたちに読書の楽しさを知ってもらう取組や大人たちにも子どもの読書の大切さを理解してもらう取組を推進すると

ともに、家庭・地域・図書館・学校などが連携して、子どもの読書活動を支えていきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 2.6％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 6.8％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 31％ 

(注)1 か月間に 1 冊も本を読んでいない児童生徒の割合。 

 [資料サービス課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

① 小学生の不読率

(注) 
4.4％ 3.3％ 2.9％ 2.6％ 

② 中学生の不読率

(注) 
12.8％  8.7％ 7.7％ 6.8％ 

③高校生の不読率(注) 32.3％ 32％ 31.5％ 31％ 
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3124 

チャレンジスクールの充実                        【倍増 2-8 創生 12107】 

地域社会の中で、基礎学力の向上や子どもたちを心豊かで健やかにはぐくむために、より多くのより幅広い層の

地域住民、団体等の参画を得て、放課後や土曜日に学校の教室等を活用して、学習、体験活動、スポーツ等を行

う、チャレンジスクールを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 615,000 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 95.0％ 

 [生涯学習振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①チャレンジスクール

延べ参加児童生徒数

（年間） 

188,119 人 205,000 人 205,000 人 205,000 人 

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 

94.9％ 95.0％ 95.0％ 95.0％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 
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未来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進            【倍増 1-10 創生 12109】 

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、また、望ましい勤労観や職

業観を育成するために、専門的な知識や技能を有する方が授業を行う「夢工房未来（みら）くる先生ふれ愛推進事

業」を実施し、全ての市立学校に未来（みら）くる先生を派遣します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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％ 
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3126 

未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）（再掲 5章 3節）          【創生 12204】

中学生に望ましい勤労観や職業観をはぐくみ、学ぶことの意義を考えさせるために、学区内の事業所等で「未来

（みら）くるワーク体験」を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60 校（全市立中・特別支援学校） 

目標指標② 令和 2 年度までに 94.8％ 

 [生涯学習振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①中学生職場体験事業

「未来（みら）くるワ

ーク体験」の実施校数 

58 校 

59 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

60 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

60 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

②仕事をすることは人

の役に立つことだと思

うと回答した生徒の割

合 

89.1％ 91.0％ 92.9％ 94.8％ 
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3127 

学校安全推進事業（再掲 6章 2節）                         【創生 51102】

児童生徒の事故等を防止するために、防災教育カリキュラムの実施、「ASUKA モデル」の実践等により、学校に

おける安全教育・安全管理に取り組むとともに、交通安全対策として、全市立小・中学校で、通学路の安全点検を

行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで全市立小・中・高等・特別支援学校で実施 

目標指標② 令和 2 年度まで全市立小・中学校で実施 

 [健康教育課、学事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①教職員を対象とした

傷病者発生時対応訓練

（全市立小・中・高等・

特別支援学校） 

実施 実施 実施 実施 

②通学路の安全点検

（全市立小・中学校） 
実施 実施 実施 実施 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3128 

「学校安全ネットワーク」の推進（再掲 6章 2節、7章 2節）          【倍増 7-10 創生 51101】

通学区域全体の安全性を高めるために、多くの人の目で子どもを見守る「学校安全ネットワーク」について、協力

者の確保のための積極的な広報活動や、新たな見守り活動制度などによる拡充を行い、更なる推進を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3,000 人 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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3129 

ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及（再掲 6章 2節、7章 2節）   【倍増 7-11 創生 51104】

学校における子どもの安全を確保するために、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ていくほか、研究指定校において、更なる学校安全

に向けた研究に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①慈恩寺小学校の取組

例の市立学校での実施

率(「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) 

40％ 70％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3130 

自転車免許制度の全面実施（再掲 6章 2節）                  【倍増 7-3 創生 42305】 

児童生徒の安全を一層確保するために、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、新たに全ての市立中・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、引き続き市立中・高等学校においてスケアード・ストレイト教育技法を用いた交通安全教室を実施し、児童

生徒への交通安全に対する啓発を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに全市立中・高等学校で実施 

目標指標② 令和 2 年度までに 12％減 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①全市立中・高等学校 1

年生対象の「中・高等

学校生自転車運転免許

制度」 

19 校 実施 実施 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） 

4.5％減 

（平成 29年） 

6％減 

（平成 30年） 

9％減 

（令和元年） 

12％減 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3131 

学校のリフレッシュ計画の推進                        【倍増 1-4 創生 52304】 

安全・安心で持続的な教育環境を確保するために、学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、与野本町小学校

複合施設の供用を開始するとともに、建築年などの状況を踏まえ、順次、学校施設の校舎等の計画的な改築・改

修を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに改築工事及び改修工事に着手（大戸小、尾間木小） 

 [学校施設課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3132 

学校トイレの洋式化等の推進                               【倍増 1-5】 

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ます。 

また、併せて臭い対策にも取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 70.6％ 

 [学校施設課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市立小・中学校のト

イレ洋式化率向上 
55.9％ 59.7％ 65.4％ 70.6％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3133 

過大規模校等教育環境整備事業                                

学校規模の適正化を図り、良好な教育環境を整備するために、市立小・中学校の新設、通学区域の調整など、

過大規模校等の解消に向けた取組を推進します。なお、学級増により教室不足が生じる際には、仮設校舎による

対応を検討します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに計画策定 

目標指標② 令和元年度までに開校 

目標指標③ 令和 2 年度までに整備手法及び通学区域の検討 

 [教育政策室、学事課、学校施設課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①過大規模校等教育環

境整備計画の策定 

さいたま市立 

小・中学校通学区

域審議会への諮

問 

・ワーキング・グ

ループ会議での現

状分析・課題整理 

・さいたま市立

小・中学校通学区

域審議会答申に基

づいた通学区域調

整に関する調査・

検討 

・計画（素案）作

成 

・さいたま市立

小・中学校通学区

域審議会答申に基

づいた通学区域調

整に関する地元協

議 

計画策定 

②新設美園地区小学校

の整備 
建設工事中 建設工事完了 開校 ― 

③新設大和田地区小学

校の整備手法及び通学

区域の検討 

― ― 

・基本構想及び基

本計画の策定 

・推計等調査 

・整備手法の検討 

・通学区域の検討 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3134 

子ども・若者育成支援事業                                

社会生活を円滑に営むことが困難な子ども・若者の自立を促進するために、子ども・若者育成支援推進法に基

づく「さいたま市子ども・若者支援ネットワーク」において、地域の関係機関等が連携し、効果的かつ円滑な支援が

行われるようネットワークづくりを推進します。 

  また、ユースアドバイザーを養成し、若者に対する専門的な相談支援等に対応します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 60 人 

 [青少年育成課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ユースアドバイザー

の養成人数 
28 人 20 人 20 人 20 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3135 

若者自立支援ルームの拡充                              【倍増 1-7】

困難を有する若者が１人でも多く円滑な自立を果たすために、若者自立支援ルームを運営し、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するとともに、より多くの若者を支援するため、新たに（仮称）第

２若者自立支援ルームの運営を開始します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 29,600 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 64％ 

 

 [青少年育成課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①若者自立支援ルーム

年間延べ利用者数 
9,300 人 8,800 人 8,800 人 12,000 人 

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 

― 60％ 62％ 64％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2411) 

再掲 2411 ひきこもり対策推進事業              

ひきこもり当事者への支援を推進するために、社会参加に向けたボランティア体験や就労支援施設見学等を行

うステップアッププログラムを行います。また、ひきこもり当事者や家族向けにグループ事業や普及啓発事業を実施

するとともに、家庭訪問や外出支援等を行うリレートサポーター派遣事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 80％ 

 [こころの健康センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①リレートサポーター

派遣事業利用者のう

ち、ひきこもりの状態

に改善がみられた者の

割合 

33％ 50％ 55％ 60％ 

②親の会に出席して、

満足した人の割合 
― ― 80％ 80％ 

 

 

◆関連する個別計画 

・第 2期さいたま市教育振興基本計画 

・学びの向上さいたまプラン 

・子どものための体力向上サポートプラン（改訂版） 

・第 3次さいたま市特別支援教育推進計画 

・第 3次さいたま市生徒指導総合計画（子ども輝きプラン） 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

・市立高等学校「特色ある学校づくり」計画 

・第 2次さいたま市生涯学習推進計画 

・さいたま市子ども読書活動推進計画（第三次） 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・第 2次さいたま市自殺対策推進計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

一人ひとりのニーズに応じた様々な学習機会を提供し、幅広い年齢層を対象とした、誰もが生涯

にわたって学び、その成果を地域社会に適切に生かすことのできる仕組みづくりを推進します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）学習環境の充実 

（２）講座内容、プログラムの充実 

（３）学習成果の活用 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3201 

公民館・図書館施設リフレッシュ事業                        【創生 52305】 

公民館・図書館利用者に安全・安心な学習環境を提供するために、「さいたま市公民館施設リフレッシュ計画」

及び「さいたま市図書館施設リフレッシュ計画」に基づき、老朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化を実施し、

利便性の向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で公民館 9 館 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で図書館 6 館 

 [生涯学習総合センター、中央図書館管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①公民館施設の改修数 4 館 1 館 4 館 4 館 

②図書館施設の改修数 4 館 2 館 1 館 3 館 

  

第３章第２節 生涯を通じた学びの充実とその成果の活用 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3202 

図書館整備事業              

図書館機能の充実及び図書館利用者に対するサービスの充実を図るために、図書館資料へ IC タグを貼付し、

利用者が自ら貸出手続きを行うことができる自動貸出機の設置及び資料の持ち出しを防止するゲートの設置を行

います。 

 また、令和元年度に移転予定の大宮図書館について、指定管理者制度の導入に際し運営基準等の整備を行

い、開館後の運営が適正に行われるよう、運営履行状況の確認・検証を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに所蔵資料の IC タグ貼付率を 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までに運営履行状況の確認・検証 

目標指標③ 令和 2 年度までに図書館の利用に関するアンケートにおいて「満足」「やや満足」と答えた利用者の

割合を 92％ 

目標指標④ 令和 2 年度までに個人貸出点数を 10,235,000 点 

 [中央図書館管理課、資料サービス課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①図書館全資料に占め

るICタグ貼付資料の割

合 

67％ 75％ 90％ 100％ 

②大宮図書館の移転、

運営履行状況の確認・

検証 

設計確認 運営基準等の整備 移転 
運営履行状況の確

認・検証 

③図書館の利用に関す

るアンケートにおいて

「満足」「やや満足」と

答えた利用者の割合 

89.9％ 90％ 91％ 92％ 

④図書・雑誌・視聴覚

資料・電子書籍の個人

貸出点数 

9,487,797 点 9,884,000点 10,150,000 点 10,235,000 点 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3203 

生涯学習人材バンク事業                       

学習機会の拡充や学習成果の活用の仕組みを作り、生涯学習の振興と地域における豊かなつながりを創出す

るために、生涯学習に関する専門的な知識や技能、経験等を有している方々を「生涯学習人材バンク」に登録・公

開し、学習したい方々の希望に合わせて紹介します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 420 件 

 [生涯学習振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①マッチング数 118 件 130 件 140 件 150 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3204 

さいたま市民大学事業                       

市民の高度で専門的かつ多様な学習要求に応えるとともに、自発的な学習活動を促し、豊かな生涯学習社会を

築くために、生涯学習総合センターなどで教養コースやパソコンコースなど多分野の講座を実施する「さいたま市

民大学」を継続して開設し、生涯学習関連施設、関係団体等と連携の下、幅広い年齢層を対象に内容の充実した

学習機会の場を提供します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10,650 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 93.0％ 

[生涯学習総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①全コースの延べ参加

者数 
3,432 人 3,500 人 3,550 人 3,600 人 

②講座に参加して「満

足」「やや満足」と答え

た参加者の割合 

92.8％ 93.0％ 93.0％ 93.0％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2111) 

再掲 2111 １日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業                【創生 11202】 

父親や祖父母の育児の参加を推進するために、子どもの多様性や成長過程における育児への理解を深めるこ

とや父親等が自分自身や子育てについて改めて考える機会を提供する、幼稚園、保育所等での１日保育士・幼稚

園教諭体験を実施します。 

また、生涯学習総合センター及び公民館で親の学習事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8,550 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 99％以上を維持 

目標指標③ 令和 2 年度までに 83.4％ 

[幼児政策課、保育課、生涯学習総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者数 
2,645 人 2,700 人 2,850 人 3,000 人 

②1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者の中で育

児参加への意識が高ま

ったと回答した割合 

― 
アンケート調査の

実施 
99％ 99％ 

③親の学習事業の男性

参加者の中で「満足」

と回答した割合 

79.8％ 81.0％ 82.2％ 83.4％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2206) 

再掲 2206 シニアの社会参加促進事業                        【創生 22104】  

社会経験豊かな市民が生涯にわたって社会参加できる機会を確保するために、公益社団法人さいたま市シル

バー人材センターを支援し、また、1 年制の大学及び大学院の「さいたま市シニアユニバーシティ」事業を実施しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 5,400 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 92％ 

 [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①シルバー人材センタ

ー会員数 
5,086 人 5,300 人 5,350 人 5,400 人 

②シニアユニバーシテ

ィ事業に満足した参加

者の割合 

80％ 83％ 91％ 92％ 
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◆関連する個別計画 

・第 2期さいたま市教育振興基本計画 

・第 2次さいたま市生涯学習推進計画 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

・第 7期さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに関わることができる機会を増やすと

ともに、まちづくりの広範な分野において、市民、関係団体、事業者、行政など各主体が連携を強

化することにより、生涯スポーツの振興及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを推進します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）生涯スポーツの振興 

（２）スポーツ・レクリエーション環境の充実 

（３）スポーツを活用した総合的なまちづくり 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3301 

総合型地域スポーツクラブ支援事業                         【創生 21204】

市民の誰もが、個々のライフスタイルに応じて、生涯にわたり継続的にスポーツに親しめる環境を創出するため

に、地域にあるグラウンド・体育館・公民館などを利用し、地域住民が主体的な企画・運営を行う、総合型地域スポ

ーツクラブについて、市民の認知度を高める情報発信などによる支援を行い、活動を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 4,000 人 

[スポーツ振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①総合型地域スポーツ

クラブ会員数 
3,511 人 3,849 人 3,924 人 4,000 人 

  

第３章第３節 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3302 

スポーツ施設の拡充とスポーツシューレの整備                 【成長 3-5 創生 21205】 

市民の体力向上及び健康増進を図り、東京 2020 大会への気運醸成を高めるために、気軽にスポーツを楽しむ

ことができる「スポーツもできる多目的広場」等のスポーツ施設を拡充するとともに、新たな交流を創出するスポーツ

拠点として「（仮称）さいたまスポーツシューレ」を整備し、スポーツ大会、合宿等を誘致します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2 か所 

目標指標② 令和元年度までの 2 年間の累計で 3 か所 

目標指標③ 平成 30 年度までに 2 か所 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 7 件 

 [スポーツ振興課、スポーツ政策室、都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①多目的広場整備 1 か所 1 か所 ― 1 か所 

②バスケットコート 

整備 
整備の検討 1 か所 2 か所 ― 

③ウォーキングコース 

整備 
工事の実施 2 か所 ― ― 

④スポーツシューレ整

備・開設に伴う大会・

合宿等の誘致件数 

スポーツシュー

レ構想の策定 
1 件 3 件 3 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3303 

次世代型スポーツ施設の誘致・整備                    【成長 4-1 創生 21206】 

国際観光都市及び国際スポーツタウンとしての都市間競争力の強化を図るために、従来の市民利用を目的とし

て設置された体育施設とは異なる、スポーツ観戦やイベント開催による採算を重視した、安定的な運営が可能で行

政の負担の少ない次世代型スポーツ施設を誘致します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに事業者決定 

 [スポーツ政策室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①施設の誘致・整備の

事業進捗 
候補地検討 候補地決定 支援制度制定 事業者決定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3304 

オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業（再掲 5章 2節、7章 3節）            【創生 31504】 

オリンピック・パラリンピックの競技種目や東京 2020 大会自体に対する市民の関心・理解を高めるために、さいた

まスポーツフェスティバルを開催し、オリンピック・パラリンピック競技を中心とする各種スポーツを、市民に紹介する

とともに体験してもらうことで、東京 2020 大会の気運の醸成を図ります。 

 また、大会期間中、本市を訪れる人々をもてなし、本市の魅力をアピールするために、埼玉県とともに、ボランティ

ア人材の確保に努めます。また都市ボランティアの皆様に、ボランティア体験の機会を提供します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％以上 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 69,000 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに 100％ 

目標指標④ 令和 2 年度（東京 2020 大会）までに累計で 13 回 

 [オリンピック・パラリンピック部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①東京2020大会におい

て、本市がサッカー競

技・バスケットボール

競技の開催都市である

ことの市民認知度 

52.25％ 60％以上 70％以上 90％以上 

②さいたまスポーツフ

ェスティバルの来場者

数 

21,000 人 22,000 人 23,000 人 24,000 人 

③さいたま市における

都市ボランティアの必

要人数の確保割合 

― 60％ 80％ 100％ 

④都市ボランティアへ

の事前ボランティア体

験の提供回数 

― ― 10 回 

3 回 

（東京 2020 大会

まで） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3305 

スポーツ振興基金を活用した選手の競技力向上                【成長 3-6 創生 21207】 

本市のスポーツ振興及びスポーツに関する市民意識の醸成を図るために、スポーツ振興基金の活用によ

り、パラリンピックの出場を目指す選手の競技力向上や小中学生スポーツ選手の競技力向上を図ります。 

また、民間企業等への寄付の呼び掛けを行い、基金の財源拡充を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に 8 名 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 事業 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 300 万円 

 [スポーツ振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①パラリンピック強化

指定選手数 
― ― ― 8 名 

②小中学生競技力向上

事業 
取組内容の検討 1 事業 2 事業 3 事業 

③スポーツ振興基金の

年間寄付額 
86 万 100 万円 100 万円 100 万円 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3306 

国際スポーツイベント等の開催支援事業                             【創生 31501】

スポーツを通じた交流人口を増やし、スポーツ振興と地域経済の活性化を図るために、海外のチームや選手が

出場する、日本一を決定する又はプロによる、スポーツイベント、大会及び試合の開催支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 150 件 

 [スポーツ振興課、スポーツ政策室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①国際スポーツイベン

ト等、関東大会以上の

スポーツ大会の開催件

数 

49 件 50 件 50 件 50 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3307 

スポーツコミッション法人化推進事業                   【成長 3-2 創生 31503】 

本市におけるスポーツ観光の更なる振興のために、その推進エンジンである「さいたまスポーツコミッ

ション」を法人化し、自立性の高い独立した組織として更なる活動の充実・体制強化を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 40％ 

 [スポーツ政策室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①法人化と市補助金依

存率 

法人化に向けた 

検討 
法人設立 45％ 40％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3308 

サッカーのまちづくりの推進                            【創生 21201】

本市の伝統あるサッカーを核としたスポーツのまちづくりを推進するために、「サッカーのまち さいたま」にふさ

わしい、さいたまシティカップを隔年開催するとともに、海外強豪クラブチームを招聘し、国際親善試合の開催を推

進します。 

  また、浦和レッズ・大宮アルディージャの支援やレリーフの設置のほか、高校選抜サッカー選手団の海外派遣、

サッカー教室の開催、サッカー人材の育成などの諸事業を展開します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度に 60％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 件 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 件 

 [スポーツ振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①スタジアム収容率 
53.23％ 

（平成 28年度） 
― 60％ ― 

②レッズ・アルディー

ジャレリーフ設置数 
3 件 2 件 2 件 2 件 

③高校選抜サッカー選

手団の海外派遣数 
1 件 1 件 1 件 1 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3309 

女子スポーツ支援事業                          【成長 3-1 創生 21202】 

女子スポーツの競技力向上を図り、スポーツのまちづくりを推進するために、市内の女子小中学生を対象とし

て、サッカー、野球を始めとしたスポーツで、プロ・アマトップスポーツチームの選手・コーチ等から指導を受けられ

る機会を提供する「ステップアップセミナー」を開催します。 

また、現在行っている女子中学生サッカー大会「SAITAMA GIRLS MATCH」を拡大し、女子の中学生世代を対象

とした全国レベルの大会を開催することにより、浦和駒場スタジアムの女子サッカーの聖地化を図り、「サッカーのま

ち さいたま」のイメージを向上させます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 300 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 32 チーム 

目標指標③ 令和 2 年度までに 1,000 人 

 [スポーツ振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ステップアップセミ

ナー参加者数 
取組内容の検討 100 人 100 人 100 人 

② 「 SAITAMA GIRLS 

MATCH」参加チーム数 
8 チーム 10 チーム 16 チーム 32 チーム 

③ 「 SAITAMA GIRLS 

MATCH」参加者数 
242 人 250 人 400 人 1,000 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3310 

ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地整備事業                           【創生 21208】

本市のスポーツ振興及びスポーツに関する市民意識の醸成を図り、本市の都市イメージを国内外に発信するた

めに、令和元年度に開催されるラグビーワールドカップ 2019 大会に向けて、世界のトップチームを受け入れるた

めの公認チームキャンプ地を整備します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に練習グラウンドを活用したイベント等の実施 

 [スポーツ振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①トレーニング施設の

整備 
― 

練習グラウンドの

整備、ゴールポス

トの設置 

指定トレーニング

機器の購入等、ト

レーニング施設と

しての必須条件を

満たすための整備 

練習グラウンドを

活用したイベント

等の実施 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3311 

さいたまクリテリウムの民間移行                     【成長 3-3 創生 31502】 

「スポーツのまち さいたま」の実現及び自転車を活用したまちづくりの推進のために、ツール・ド・フランスの

名を冠した国際自転車競技大会について、令和元年度以降、大会の実施主体を民間団体等へ移行し、本市

の負担額の減少を図りながら、引き続き本市で開催していきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に、令和元年度に比べ市の負担額を減少 

 [スポーツイベント課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①民間移行と市負担額 移行に向けた検討 移行先の決定 
平成 30 年度に比べ

市の負担額を減少 

令和元年度に比べ

市の負担額を減少 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3312 

さいたま国際マラソン開催事業                           【創生 21203】

「スポーツのまち さいたま」を実現するために、フルマラソンを中心とした市民マラソンとオリンピック等の女子マ

ラソン代表選手選考レースを併せた「さいたま国際マラソン」を開催し、市民のスポーツに対する意欲・関心を高め

るとともに本市の都市イメージを国内外に発信します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 58,500 人 

(注)大会参加申込者数は、フルマラソンだけでなく、ファンランの申込者を含む。 

目標指標② 令和 2 年度までに 150 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 5,450 人 

[スポーツイベント課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①大会参加申込者数

(注) 
18,703 人 19,500 人 19,500 人 19,500 人 

②ボランティア育成方

針及びボランティアサ

ポートの活動者数 

ボランティア育成

方針の検討 

育成方針の決定及

び 

110 人 

130 人 150 人 

③フルマラソンの女性

参加申込者数 
― ― 2,650 人 2,800 人 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 

・さいたま市国際スポーツタウン構想 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたおもてなしアクションプラン 

・さいたま市スポーツコミッション基本計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

多様な歴史文化資源や文化芸術を活用した総合的なまちづくりを推進し、さいたま市らしさにあ

ふれた「さいたま文化」の創造・継承と発信を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）文化財等の保存・継承 

（２）文化芸術活動の促進 

（３）文化芸術活動の環境の充実 

（４）歴史文化資源や文化芸術を活用したまちづくり 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3401 

文化財保護事業 

貴重な歴史文化資源を、価値を損なうことなく将来へ継承するとともに、その活用を図るために、国指定史跡見

沼通船堀、真福寺貝塚などの歴史的資源や国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地などの自然的資源

の保存・整備を行います。  

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに真福寺貝塚の泥炭層発掘調査実施 

目標指標② 令和 2 年度までに見沼通船堀の西縁通船堀工事着工 

目標指標③ 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 4,000 人 

目標指標④ 令和 2 年度までの 2 年間の累計でサクラソウの DNA 解析 200 個体 

[文化財保護課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①真福寺貝塚整備のた

めの発掘調査 

東側発掘調査実

施 

東側発掘調査実

施・概報発行 

東側発掘調査報告

書刊行 

泥炭層発掘調査実

施 

泥炭層発掘調査実

施 

②見沼通船堀再整備 
東縁通船堀工事

実施 
東縁園路整備完成 西縁実施設計 

西縁通船堀工事着

工 

③通船堀閘門開閉実演

来訪者数 
整備工事実施 

実演再開に向けた

準備 
2,000 人 2,000 人 

④田島ケ原サクラソウ

自生地の保全のため

の、サクラソウの DNA

解析 

― ― 100 個体 100 個体 

  

第３章第４節 生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造 

120



第 3章第 4節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3402 

市史編さん事業 

市の歴史的変遷の過程を記録し、未来へ継承するために、「さいたま市史」を編さんします。 

また、歴史資料を取集し、適切に整理・保存するとともに、市民共有の知的資源として活用を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 7,500 冊 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9,000 件 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 300 件 

[アーカイブズセンター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市史の刊行冊数 2,500冊 2,500 冊 2,500 冊 2,500 冊 

②行政資料の整理件数 3,000件 3,000 件 3,000 件 3,000 件 

③歴史資料の活用件数 100 件 100 件 100 件 100 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3403 

市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催                  【倍増 6-4 成長 7-7】 

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、さいたま文化を生かした「まち」の活性化を

図るために、市民が参加しやすい仕組みを構築し、市民参加型の特色のある国際芸術祭を開催します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 万人 

目標指標② 令和元年度までに 55％ 

目標指標③ 令和 2 年度に 30 億円 

目標指標④ 令和 2 年度に 30 万人 

[国際芸術祭開催準備室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①国際芸術祭の参加者

数 
― 2万人 6 万人 2 万人 

②国際芸術祭の市民の

認知度 
― 30％ 55％ ― 

③国際芸術祭の経済効

果 
― ― ― 30 億円 

④国際芸術祭の来場者

数 
― ― ― 30 万人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3404 

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

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に、基金の活用により、市民等の文化芸術活

動の支援を拡充します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 20 事業 

[文化振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3405 

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

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に、市民が文化活動を行うことができる場の

充実に関する検討のほか、文化施設の再分類、役割分担や特色づくり、連携・運用体制の検討を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに計画の改定 

[文化振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4202) 

再掲 4202 大門町２丁目中地区再開発事業の推進              【成長 1-10 創生 42202】

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」の実現のために、大宮駅東口のリーディングプロジェクトである大宮駅東口大門

町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の令和 3 年度の竣工に向け、再開発組合に対し、積極的な支援を行い

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 94％ 

[大宮駅東口まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①再開発事業の進捗率

（事 業 費 ベ ー ス 進 捗

率） 

・権利変換計画認

可 

・本体工事に向け

た解体工事を実施 

28％ 55％ 94％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4212) 

再掲 4212 浦和駅西口のまちづくりの推進                 【成長 1-16 創生 42205】

文教都市として風格のあるまちづくりと交通結節機能の向上を図るために、商業・業務施設、都市型住宅及び文

化・交流施設を中心とした再開発ビルの新築工事着手に向けた支援等を行うとともに、浦和西口停車場線（県庁

通り）の道路拡幅のため用地を取得し整備を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに再開発ビル新築工事着手 

目標指標② 令和 2 年度までに 90％ 

 [浦和駅周辺まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①浦和駅西口南高砂地

区市街地再開発事業 

事業計画変更協

議 

事業計画変更申請

認可・公告、権利

変換計画申請認

可・公告 

補償、除却・整地

工事着手 

再開発ビル新築工

事着手 

②浦和西口停車場線街

路整備事業（（北側）用

地買収率） 

（南側）工事完了 

（北側）用地買収

率 59% 

66％ 78％ 90％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

3406 

アート・イン・スクール                               【成長 7-6-2】

将来の文化芸術の担い手である、児童生徒の感性と想像力を育み、豊かな情操を培うために、児童生徒に対し

て、様々な分野で活躍するアーティストを派遣、授業を実施し本物の文化芸術に触れる機会の提供や、学校・文化

芸術団体等との連携を通して、優れた文化芸術を鑑賞する機会を提供するなど、文化芸術を愛する児童生徒の

育成に資する取組を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 校 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45 校 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45 校 

[指導１課、特別支援教育室、高校教育課、文化振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ゲ ス ト テ ィ ー チ ャ ー 

の派遣校数 
― 2校 3 校 5 校 

②「文化芸術による 子

供の育成事業」 の活用

校数 

16校 15 校 15校 15校 

③プライマリーコンサー

トの参加校数 
15校 15 校 15校 15校 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3407 

岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興（再掲 5 章 2節、7 章 3節）    【倍増 6-1 成長 7-4】

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に、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等を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに開館 

目標指標② 令和 2 年度に年間来館者数 7.4 万人 

[岩槻人形博物館開設準備室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①博物館の整備 博物館の着工 展示造作の着手 博物館の開館 ― 

②博物館来館者数 

人形博物館の周知

のための展覧会等

の開催 

プロモーションの

ためのロゴの作成 

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 

年間来館者数 7.4

万人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

3408 

未来に向けた盆栽文化の継続・発展（再掲 5章 2節、7章 3節）   【倍増 6-5 成長 7-3 創生 31405】 

「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に、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で約 233,000 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 9 コース開講 

目標指標③ 令和 2 年度まで計画に基づく具体的な取組実施 

目標指標④ 令和 2 年度までに来館者の満足度 94％ 

目標指標⑤ 令和 2 年度までに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％ 

目標指標⑥ 令和 2年度までに盆栽村内市有地等の活用に関する方針の設定 

[都市経営戦略部、大宮盆栽美術館、経済政策課、商業振興課、観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①盆栽美術館来館者数 96,001 人 約 76,000 人 約 77,000 人 約 80,000 人 

②盆栽アカデミーの開

講 

2コース開講 

(日本人向け初級･

中級) 

4コース開講 

(新たに在住外国

人向け初級･中級

開講) 

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) 

9 コース開講 

(新たに外国人向

け上級開講) 

③計画策定・進行管理 計画策定の検討 
計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

④来館者の満足度 91.54％ 92％ 93％ 94％ 

⑤大宮盆栽村、大宮盆

栽美術館の認知度 

大宮盆栽村認知度 

市内在住者79.0％ 

市外からの市内在

勤者54.9％ 

大宮盆栽美術館認

知度 

市内在住者49.8％ 

市外からの市内在

勤者29.8％ 

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％ 

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％ 

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％ 

⑥盆栽村内市有地等の

活用 

盆栽村内市有地等

の活用の検討 

盆栽村内市有地等

について民間団体

と協議 

盆栽村内市有地等

の具体的な活用案

の検討・調整 

盆栽村内市有地等

の活用方針の決定 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市文化芸術都市創造計画 

・大宮駅周辺地域戦略ビジョン 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・岩槻まちづくりマスタープラン 
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第４章 都市基盤・交通の分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる 

●ユニバーサルデザインの考え方に基づいた都市基盤整備を進めるとともに、秩序ある土地利用

を図ります。 

●地域の均衡ある発展のため、既成市街地の再生に取り組み、都市機能の集積・再配置を図ると

ともに、良好な市街地の形成を進めます。また、公園や街路樹など市街地の緑を創出し、潤い

のある都市空間の形成を図ります。 

●広域交通の骨格となる道路整備を促進するとともに、市内各地区の連携を図る幹線道路の体系

的な整備を進め、円滑な都市活動を確保します。また、安全で快適な生活道路や歩行者空間の

整備を進めます。 

●鉄道やバスなどの公共交通網の充実による利便性の向上、自転車利用の促進など、交通需要に

応じた総合交通体系の確立を図ります。また、より環境への負荷が少ない新しい公共交通シス

テムの導入に取り組みます。 

●高度情報化に対応した情報通信基盤の整備を促進し、これらを活用できるよう環境の整備を図

ります。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 低炭素で質の高い生活環境を提供する市街地の形成 

（１）コンパクトで質の高い市街地の形成 

（２）市街地内の緑の空間づくり 

（３）生活道路の整備 

（４）自転車利用環境の向上 

（５）ＩＣＴを活用した利便性の向上 

第２節 にぎわいや交流を創出する魅力的な都心・副都心の形成 

（１）都市基盤整備の推進 

（２）多様で高次な都市機能の集積 

（３）都心・副都心における機能分担のある相互連携 

第３節 暮らしや交流、活力を支える交通体系の構築 

（１）公共交通ネットワークの充実 

（２）幹線道路ネットワークの充実 

（３）交通施策の戦略的推進 

 

  

127



第 4章第 1節 
 

 

 

 

◆目指す方向性（後期基本計画より） 

地域の均衡ある発展のため、市街地の再生に取り組み、都市機能の集積・再配置を図るとともに、

環境との調和を保ちながら、質の高い生活環境を提供する市街地の形成を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）コンパクトで質の高い市街地の形成 

（２）市街地内の緑の空間づくり 

（３）生活道路の整備 

（４）自転車利用環境の向上 

（５）ＩＣＴを活用した利便性の向上 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2401) 

再掲 2401 だれもが住みよい福祉のまちづくり推進事業 

高齢者、障害者等をはじめとするすべての市民が安心して生活し、だれもが心豊かに暮らすことができる都市の

実現のために、ハード面における整備基準に基づく審査を行うほか、小・中学校を中心とした地区で「モデル地区」

を設定し、障害のある方や市福祉関係団体、保護者等の協力を得て、児童生徒と地域ぐるみで福祉のまちづくりを

ともに学びあう「モデル地区推進事業」を実施するなど、ソフト面における「心のバリアフリー」を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

[福祉総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①モデル地区推進事業

参加者アンケートによ

る「理解度」 

アンケート未実

施 
80％ 90％ 90％ 

  

第４章第１節 低炭素で質の高い生活環境を提供する市街地の形成 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4101 

参加と協働によるまちづくり推進事業                       

まちづくりへの市民参加のさらなる機運醸成を図るため、多様なニーズに対応した新たな情報発信手段を検討

するとともに、市民と行政の協働によるまちづくり等を掲載した広報誌について、読者モニター制度を活用し市民の

声を誌面へ反映するなど、まちづくりへ参加する「きっかけ」をつくり、参加と協働によるまちづくりを推進します。 

また、市民の自主的なまちづくり活動を支援するため、まちづくり専門家の派遣やまちづくり支援補助金の交付

等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 11 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 団体 

[都市総務課、まちづくり総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①読者モニターの登録

者数 

69 人 

※平成 29年度ま

での累計 

3 人 4 人 4 人 

②まちづくり支援制度

の新規活用団体数 
4 団体 2 団体 2 団体 2 団体 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4102 

都市計画に関するマスタープラン推進事業                 

本市の健全な発展と秩序ある整備を進めるため、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画区

域マスタープラン）と「さいたま市都市計画マスタープラン」の、2 つの都市計画に関するマスタープランの関係性を

整理するとともに、都市計画区域マスタープランの定期見直しを進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに見直し 

[都市計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①都市計画区域マスタ

ープラン等の見直し 
検討 素案作成 

関係機関等協議・

案作成 
見直し 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4103 

未利用地の利活用の推進                                【成長 1-20】

市が保有する未利用地を市街地の形成・まちづくりの推進に効果的に活用するために、JCHO さいたま北部医

療センター跡地について、地元の要望・意見を参考にしながら、行政での使用や民間提案制度の活用等による活

用方針をまとめます。 

また、未利用公有地についても、情報共有の充実を図るとともに、資産経営会議等を十分活用し、より効果的な

利活用方針を検討します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに利活用の実施 

 [資産経営課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①移転後のJCHOさいた

ま北部医療センター跡

地の利活用の推進 

市における利活

用の把握 

跡地の利活用方針

（素案）のまとめ 

跡地の利活用方針

の成案化 

利活用の準備及び

整い次第実施 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4104 

区画整理等の推進（東浦和駅周辺）                            【成長 1-21-3】

当該地区において、健全で良好な市街地を形成するため、都市計画道路及び区画道路築造や建物移転補償

等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60.8％ 

[東浦和まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業進捗率 46.3％ 51.2％ 56.1％ 60.8％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4105 

区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺）                     【成長 1-21-5】

当該地区において、健全で良好な市街地を形成するために、与野駅西口土地区画整理事業では、区画道路等

公共施設整備、建物移転補償等を行います。また、南与野駅西口土地区画整理事業では、都市計画道路及び区

画道路築造や建物移転補償等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 82.2％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 97.0％ 

 [与野まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①与野駅西口 

事業進捗率 
78.9％ 79.7％ 81.3％ 82.2％ 

②南与野駅西口 

事業進捗率 
77.8％ 88.0％ 93.0％ 97.0％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4106 

区画整理等の推進（組合土地区画整理事業）                      【成長 1-21-7】

土地区画整理事業を促進し、健全で良好な市街地を形成するために、地域のまちづくり支援を行いながら推進

を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 74.4％ 

 [区画整理支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①組合土地区画整理事

業進捗率 
55.2％ 64.8％ 70.1％ 74.4％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4107 

長期未着手地区まちづくり推進事業                       

 土地区画整理事業の都市計画決定から 10 年以上事業化できていない地区について、地区の特性に応じたまち

づくりを進めるために、住民との協働で地区の新たなまちづくり方針等を策定し、都市計画の見直し及び都市基盤

整備等を推進します。 

長期未着手地区：大門、西浦和第一、東浦和、南部 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに 1 地区解消し、令和 2 年度までに次期解消地区の取組開始 

 [まちづくり総務課、浦和西部まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①長期未着手地区の解

消 
3 地区（累計） 

地域と協働による

まちづくりルール

の検討 

1 地区解消 
次期解消地区の取

組開始 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4108 

中央区役所周辺の公共施設再編                            【成長 1-19-1】

与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープランに掲げた「中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューア

ル」を推進し、公共施設の安全性や公共サービスの質を高めるとともに、地域住民が交流する場を創出するため、

老朽化が進行している中央区役所を始めとした周辺の公共施設の再編方針を策定します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに中央区役所周辺の公共施設再編方針の策定 

 [資産経営課、まちづくり総務課、中央区役所総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①公共施設再編方針の

策定 

・検討対象施設の

抽出 

・ゾーニング案の

検討 

ゾーニング案の課

題の抽出 

中央区役所周辺の

公共施設再編方針

案の作成 

中央区役所周辺の

公共施設再編方針

の策定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4109 

与野中央公園の整備                                        【成長 1-19-2】

みどりと水辺が豊かな居心地の良い空間を創造するとともに、スポーツ・レクリエーション機能の維持・充実を図る

ため、広場及び複合スポーツ施設等を配置し、地区内外から多くの人が訪れ交流できる公園を整備します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに園路及び橋梁等の実施設計の策定 

目標指標② 令和 2 年度までに民間事業者への意向調査を踏まえた公園施設配置計画の検討の実施 

 [都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①園路及び橋梁等の実

施設計の策定 

基本計画の策定

及び関係機関と

の協議・調整 

基本設計の策定 

（道路、下水道等

既存施設の移設等

に関する基本設

計） 

実施設計の策定 

（公園敷地の造成

等に関する実施設

計） 

実施設計の策定 

（園路及び橋梁等

に関する実施設

計） 

②公園施設配置計画の

検討の実施 

公園施設配置計

画の検討に向け

た関係機関との

協議・調整 

公園施設の設置や

管理に関する公民

連携の可能性検討

の実施 

民間事業者への意

向調査の実施 

民間事業者への意

向調査を踏まえた

公園施設配置計画

の検討の実施 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4110 

与野本町駅周辺の利便性の向上                            【成長 1-19-3】

与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープランに掲げた「与野本町駅周辺の利便性の向上」を推進するために、

計画に関する検討プロセスに地域住民や交通事業者が参加できる体制を構築し、事業進捗の円滑化を図りなが

ら、地区内外の人々が訪れる地区の玄関口となっている与野本町駅の駅前再整備計画(案)を作成します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに駅前再整備計画（案）の作成 

 [まちづくり総務課、与野まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①駅前再整備計画（案）

の作成 

利便性向上に向

けた調査 

利便性の向上に向

けた施策の抽出 

実現可能な施策の

選定 

駅前再整備計画

（案）の作成 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4111 

与野本町小学校複合施設整備事業                          【成長 1-19-4】

児童以外の住民も含めた多様な教育の場とするとともに、住民が交流できる地域コミュニティの場を形成するた

めに、与野本町小学校の老朽化した北校舎及び給食室を周辺の公共施設との複合化に合わせ改築します。ま

た、東校舎、南校舎や与野本町コミュニティセンターの大規模改修を行います。 

 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに複合施設建設工事を完了し、令和 2 年度までに老朽化改修工事完了 

 [学校施設課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①複合施設整備、老朽

化改修工事完了 

・実施設計 

・エレベーター棟

設置の工事 

北校舎解体工事完

了 

複合施設建設工事

完了 

老朽化改修工事完

了 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4112 

歴史を伝える本町通りのまちづくり                         【成長 1-19-5】

地域の資源とふれあい、多様な世代が集い・暮らす魅力的なまちづくりを実現するために、街並みルールづくり

に向けた検討、歴史のまちとしての魅力やにぎわいの創出、歩行者等の安全性の向上等の仕組みづくりに向け、

本町通り沿道の未活用空間等を活用した先導的取組を実施し、評価・検証を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに社会実験の効果検証、街並みルール素案の作成 

[与野まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①社 会 実 験 の 効 果 検

証、街並みルール素案

の作成 

先導的取組内容

の検討 

社会実験の実施計

画の作成 
社会実験の実施 

・社会実験の結果

検証 

・街並みルール方

向性の決定 

・素案の作成 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4113 

芸術劇場と地域が連携したまちづくり                        【成長 1-19-6】

芸術のまちとしてのイメージアップを図り、地区内外から多くの人々が訪れ、交流できる場を形成するために、手

形レリーフの増設、地域・学校と連携した新規イベント等の実施など、県内有数の文化芸術拠点である芸術劇場と

地域が連携したまちづくりを進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに継続事業の拡大、新規実施イベントの検証及び拡充、分科会次期長期計画の

作成 

 [中央区役所コミュニティ課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①芸術劇場と地域が連

携したまちづくりの実

施 

・分科会長期活動

計画の作成 

・合同分科会とワ

ークショップを

各 3回実施 

・新規イベント内

容等の決定 

・手形レリーフ新

規設置計画の作成 

新規イベント等事

業の実施 

・継続事業の拡大 

・新規実施イベン

トの検証及び拡充 

・分科会次期長期

計画の作成 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4114 

民有地における緑の創出事業                            【創生 41306】

都市化の進展による緑の減少に備え、市街地における緑を創出するために、みどりの街並みづくりに対する助

成や、開発事業者等に対し緑化基準に基づく協議を行うなど、多様な手法により緑化を推進するとともに、緑化啓

発事業等の実施により市民の緑に対する意識の高揚を促進し、市民との協働による緑豊かで潤いのあるまちづくり

を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45ha 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 570 人 

 [みどり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①みどりの街並みづく

り助成事業申請件数 
10 件 15 件 15 件 15 件 

②緑化協議により創出

された緑化面積 
32.1ha 15ha 15ha 15ha 

③緑のカーテン講習会

参加者数 
180 人 180 人 190 人 200 人 
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4115 

「四季の花に触れ合える街」づくりの推進                 【倍増 8-1 創生 41308】       

「四季の花に触れ合える街」づくりを推進するために、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

木等の植栽を各区で実施し、市民への情報発信を行うとともに、オープンガーデンの開設に向けた市民啓発、組

織化の支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに植栽を実施し、令和 2 年度までに市 WEB サイトによる情報発信（各区１か所以上） 

 [みどり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

実施方針の検討 
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） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4116 

身近な公園整備事業                            【倍増 9-2 創生 41307】 

都市公園の適正な配置・拡大に向け、身近な公園が不足する地域(注)等を解消するため、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を整備します。 

また、市民や地域が参加する管理運営の促進に取り組みます。 

(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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 か所 

 [都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①身近な公園の開設

数 
3 か所 4 か所 6 か所 11 か所 
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4117 

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

既存公園の公衆トイレの老朽化に伴い、公園のトイレの利用者の利便性の向上を図るために、公衆トイレのリフ

レッシュ計画を策定するとともに、計画的にトイレのリフレッシュを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 か所 

 [都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①公園トイレ全面改修

またはリフレッシュ箇

所数 

2 か所 5 か所 8 か所 8 か所 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4118 

暮らしの道路・スマイルロード整備事業                    【倍増 9-1 創生 52101】 

安全で快適な道路環境の向上を早期に図るために、沿線住民の要望に基づき、道路の排水能力の向上や歩

行空間の確保、舗装の再整備、4ｍ未満の狭い道路の道路後退用地の寄附による拡幅整備などを速やかに進め

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

(注)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。 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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(注) 

79％ 83％ 88％ 90％ 
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4119 

自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進（再掲 6 章 2節）         【倍増 7-1 創生 42301】            

「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」を実現するために、「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、「たのしむ」「まもる」「はしる」「とめる」の 4 つの施策を柱として、さいたま市コミュ

ニティサイクル事業の運営のほか、シェアサイクル普及事業実証実験の実施やサイクルサポート施設の認定・設

置、放置自転車の解消などに取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 480,000 回 

目標指標② 令和 2 年度までに実験データ分析、結果検証、評価 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 施設 

目標指標④ 令和 2 年度までに 360 台 

[自転車まちづくり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①コミュニティサイク

ル利用回数 
157,865 回 159,000 回 160,000 回 161,000 回 

②シェアサイクル普及

事業実証実験の実施 
― 

実験開始、サイク

ルポート確保 
実験データ収集 

実験データ分析、

結果検証、評価 

③サイクルサポート施

設認定数（民間施設） 
6 施設 7 施設 7 施設 7 施設 

④放置自転車台数（市

内全駅・秋季平日午前

11 時調査） 

460 台 440 台 380 台 360 台 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4120 

自転車通行環境の整備（再掲 6章 2節）                  【倍増 7-2 創生 42302】  

自転車の安全かつ快適な通行環境を創出するために、「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」に基づき、自

転車通行環境の整備を速やかに進めるとともに、市民ニーズを踏まえ自転車ネットワーク路線の見直しを行いま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 70 ㎞ 

目標指標② 令和 2 年度までに 12％減（対平成 28 年比） 

 [道路環境課、自転車まちづくり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①自転車通行環境整

備延長 

24 ㎞（総延長 82

㎞） 

22 ㎞（総延長 112

㎞） 

23 ㎞（総延長 135

㎞） 

25 ㎞（総延長 160

㎞） 

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） 

4.5％減 

（平成 29年） 

6％減 

（平成 30年） 

9％減 

（令和元年） 

12％減 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4121 

ICT 利活用推進事業                       

ICT の効果的かつ効率的な利活用を進めるために、「第四次さいたま市情報化計画」の具体的な行動計画であ

る「さいたま市情報化アクション・プラン 2015」に基づく情報化事業の進行管理を行います。 

 また、地域における情報格差を解消し、市民の ICT 利活用スキル等を向上させるため、地域 ICT リーダの育成等

を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 85％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 80 回 

 [情報政策部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①各情報化事業が計画

通りに進捗した割合 
83.3％ 85％ 85％ 85％ 

②地域 ICT リーダが独

自で地域において行う

パソコン講座などの実

施数 

53 回 70 回 75 回 80 回 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4122 

官民一体となった Wi-Fi 環境の整備                    【成長 4-7 創生 31409】  

インターネット利用者の利便性の向上を図り、安心感のあるサービスを提供するために、公共施設等における

Wi-Fi 環境を整備するとともに、外国人観光客受入環境整備及び誘致促進事業補助金を活用した民間事業者に

よる Wi-Fi 環境整備を促進するほか、City Wi-Fi を導入することなどにより、官民一体となった Wi-Fi 環境の整備

を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度までに City Wi-Fi を導入し、令和 2 年度までの 3 年間の累計で公共施設等整備 15 か

所 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 件 

 [情報政策部、観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①Wi-Fi 環境の整備 ― 

・City Wi-Fi 導入 

・公共施設等整備

5か所 

公共施設等整備 5

か所 

公共施設等整備 5

か所 

②補助金活用件数 0 件 3 件 4 件 5 件 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・さいたま市福祉のまちづくり推進指針 

・さいたま市ユニバーサルデザイン推進基本指針 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン 

・さいたま市緑の基本計画（改訂版） 

 ・さいたま市緑の基本計画後期アクションプラン 

・さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～ 

・さいたま市自転車ネットワーク整備計画 

 ・第四次さいたま市情報化計画 

 ・さいたま市情報化アクション・プラン 2015 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

「都心」においては、多様で高次な都市機能の充実・強化を図り、必要に応じて、規制誘導手法

を活用して、良好な住環境や都市景観を形成し、「副都心」では、都心を補完し、多様な都市活動

を支える地区としての育成を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）都市基盤整備の推進 

（２）多様で高次な都市機能の集積 

（３）都心・副都心における機能分担のある相互連携 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4201 

大宮駅東口周辺地区まちづくり推進事業                       【創生 42201】

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」に基づき、大宮の地域資源を生かし、育て、当該地区を政令指定都市さいたま

市の顔にふさわしい地区として再構築するために、氷川緑道西通線の無電柱化、歩行者・自転車の安全で快適な

通行環境の確保、道路拡幅などを進めるとともに、大宮駅東口周辺の公共施設の再編や、それにより生み出され

る跡地の活用方針を検討するなど、連鎖的なまちづくりの活性化に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに南区間供用開始、北区間用地買収率 49％ 

目標指標② 令和 2 年度までに移転決定している公共施設の跡地の整備手法を具体化 

[大宮駅東口まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①氷川緑道西通線の整

備 

【南区間】電線共

同溝整備率 100％ 

【北区間】用地買

収率 15％ 

【南区間】道路整

備完了 

【北区間】用地買

収率 19％ 

【南区間】供用開

始 

【北区間】用地買

収率 36％ 

【北区間】用地買

収率 49％ 

②大宮駅東口公共施設

の再編 

市民や専門家へ

の全体方針（原

案）に関する情報

提供と意見聴取 

・全体方針の取り

まとめ 

・地区ごとのプロ

ジェクトチームの

設置 

移転決定している

公共施設の跡地へ

導入する機能を具

体化 

移転決定している

公共施設の跡地の

整備手法を具体化 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4202 

大門町２丁目中地区再開発事業の推進（再掲 3章 4節）           【成長 1-10 創生 42202】 

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」の実現のために、大宮駅東口のリーディングプロジェクトである大宮駅東口大門

町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の平成 33 年度の竣工に向け、再開発組合に対し、積極的な支援を行

います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 94％ 

 [大宮駅東口まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①再開発事業の進捗率

（事 業 費 ベ ー ス 進 捗

率） 

・権利変換計画認

可 

・本体工事に向け

た解体工事を実施 

28％ 55％ 94％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4203 

大宮区役所新庁舎の整備                               【成長 1-11】

大宮区役所庁舎の老朽化に伴う建替えに当たり、様々な交流を創出する施設とするとともに、質の高いサービス

の提供とコスト削減を図るために、施設の複合化、民間活力の活用による整備を進め、併せて市民参加運営協議

会を開催し、市民意見を反映した施設運営を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに新庁舎供用開始 

目標指標② 令和 2 年度までの 2 年間の累計で 8 回 

 [区政推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新庁舎供用開始 

・解体工事完了 

・新庁舎建設工事

着手 

新庁舎建設工事完

了 
供用開始(5月) ― 

②市民意見を反映した

施設運営 
― ― 

市民参加運営協議

会開催（年 4回） 

市民参加運営協議

会開催（年 4回） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4204 

氷川参道環境整備                                   【成長 1-12】

都市部の貴重な緑地空間である氷川参道を維持し、安全な歩行空間を確保するために、氷川参道の一部区間

（中区間）の歩行者専用化を実施し、歩行者専用区間の道路空間の改良事業に着手します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに道路空間の改良事業に着手 

[氷川参道対策室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①歩行者専用区間の道

路空間改良の事業進捗 

歩行者専用化（中

区間）に向けた参

道周辺地区を対

象とした説明会

の開催及びアン

ケート調査の実

施 

歩行者専用化に向

けた交通対策の工

事着手（中区間） 

歩行者専用化の実

施（中区間） 

歩行者専用区間の

道路空間の改良工

事の着手（中区間） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4205 

大宮駅周辺の旧中山道歩道整備・無電柱化                 【成長 1-13 創生 52105】 

東日本の玄関口としてふさわしい歩行者ネットワークを形成するために、大宮駅周辺地区において、旧中山道

の大栄橋交差点から裏参道通り交差点までの歩道整備と無電柱化を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに用地取得の推進（取得率 60％） 

目標指標② 令和 2 年度までに電線共同溝工事着手 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①歩道整備の事業進捗 用地取得率 8％ 

・用地取得の推進

（取得率 25％） 

・歩道整備予備設

計 

・用地取得の推進

（取得率 40％） 

・歩道整備詳細設

計 

用地取得の推進

（取得率 60％） 

②無電柱化の事業進捗 ― 
電線共同溝予備設

計 

電線共同溝詳細設

計 

電線共同溝工事の

着手 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4206 

大宮駅西口第三地区の再開発などの推進                  【成長 1-15 創生 42203】 

大宮駅西口第三地区における防災性の向上、土地の有効活用、交通環境の改善等の課題を解決するために、

市街地再開発事業等による施設建築物工事の実施、都市計画道路の整備等を行います。 

また、第四地区においても、良好な市街地を形成するため、土地区画整理事業を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに施設建築物工事の実施及び都市計画道路工事の着手 

目標指標② 令和 2 年度までに権利変換計画の作成 

 [大宮駅西口まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①第 3－B地区 

・権利変換計画作

成 

・都市計画道路の

設計 

・解体除却工事の

完了 

・都市計画道路の

用地買収 

・施設建築物工事

の実施 

・都市計画道路の

用地買収 

・施設建築物工事

の実施 

・都市計画道路工

事の着手 

②第 3－A・D地区 
・都市計画変更協

議 
・都市計画決定 ・事業計画の作成 

・権利変換計画の

作成 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4207 

大宮駅の機能高度化と交通基盤整備等の推進                【成長 1-1 創生 42106】    

「東日本中枢都市としての競争力強化」を図るために、大宮駅グランドセントラルステーション(GCS)化構想の策

定・推進を図り、大宮駅の機能高度化、駅前広場などの交通基盤整備及び駅周辺のまちづくりの事業化を目指し

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和2年度までに東西通路と駅前広場に係る詳細設計及び都市計画決定に向けた図書の作成と公

聴会等の開催 

 [東日本交流拠点整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①大宮駅 GCS 化構想の

事業進捗 

・大宮駅 GCS 化構

想案の検討 

・パブリックコメ

ントの実施 

・大宮駅 GCS 化構

想の策定 

・東西通路と駅前

広場に係る概略設

計 

・東西通路と駅前

広場に係る基本設

計 

・事業加速化のた

めのシンポジウム

の開催 

・東西通路と駅前

広場に係る詳細設

計 

・都市計画決定に

向けた図書の作成

と公聴会等の開催 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4208 

大栄橋の耐震化の推進（再掲 6章 1節）                  【成長 1-2 創生 52301】 

震災時の道路交通ネットワークの確保を図るために、大宮駅周辺地区において、鉄道を跨ぐ重要な橋りょうであ

る大栄橋の耐震補強設計や耐震補強工事を、鉄道事業者との協議を行いながら、早期に実施します。（アーチ部

及び西側スロープ部：鉄道事業者施工、東側スロープ部：市施工） 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに東側スロープ部の耐震補強設計の完了 

[道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①耐震化の事業進捗 

・鉄道事業者と工

事期間等につい

て協議 

・西側スロープ部

の耐震補強設計の

完了 

・アーチ部工事の

着手 

・東側スロープ部

の耐震補強設計の

完了 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4209 

桜木駐車場用地活用事業                         【成長 1-14 創生 42213】 

公有財産を有効活用するとともに、東日本の中枢都市としてのプレゼンスやブランド力の向上及び地域の活性

化を図るために、民間の資金、経営能力及び技術力の活用を図るなど、桜木駐車場用地の具体的な活用方法を

決定し、実現します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに活用方法の決定 

 [東日本交流拠点整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①桜木駐車場用地の活

用方法の決定 

・土壌汚染措置工

事（ふっ素）の実

施 

・活用に向けた課

題の評価 

事業スキームの整

理 
活用方針の作成 活用方法の決定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4210 

民間活力を生かした大宮駅周辺等のまちづくり               【成長 1-9 創生 42212】 

 

大宮駅周辺・さいたま新都心駅周辺において、都市再生緊急整備地域の制度を活用し、民間活力を生かしたま

ちづくりを推進するために、手続きの整理を行うとともに、必要な情報提供を行うことなどにより、民間事業者による

都市再生事業を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに民間事業者による都市再生事業の拡大・推進 

[都心整備課、大宮駅東口まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①民間事業者による都

市再生事業 

・都市再生緊急整

備地域指定（大宮

駅周辺地域） 

・都市再生推進法

人設立(大宮駅周

辺地域） 

・都市再生安全確

保計画素案作成 

・都市再生安全確

保計画策定 

・民間事業者によ

る都市再生事業着

手 

・都市再生推進法

人設立 （さいたま

新都心周辺地域） 

・民間事業者によ

る都市再生事業の

拡大・推進 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4211 

さいたま新都心周辺地区まちづくり推進事業                     【創生 42204】

さいたま新都心地区において、にぎわいや交流のあるまちづくりを継続するために、都市施設を適正に管理する

ほか、さいたま新都心まちづくりボランティア及びさいたま新都心まちづくり推進協議会の活動を支援するとともに、

さいたま新都心将来ビジョンの実現に向けた取組を行います。 

また、地域のにぎわいづくりや地域価値を更に高めるため、さいたま新都心まちづくり推進協議会と連携し、地

元主体のエリアマネジメントを推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度までに 100％ 

目標指標② 令和 2 年度までに実施 

 [都心整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①北袋町１丁目地区の

道路整備進捗率 

（累計整備延長／総延

長） 

91.5％ 

(1,860m／

2,032m） 

100％ 

(2,032m／2,032m） 
― ― 

②さいたま新都心地区

エリアマネジメントの

推進 

調査研究に対す

る支援（事例調

査、視察等） 

課題研究に対する

支援（組織体制や

取り組み内容の検

討等） 

試験的運用に対す

る支援（社会実験

の支援、取り組み

内容の精査等） 

実施 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4212 

浦和駅西口のまちづくりの推進（再掲 3章 4節）              【成長 1-16 創生 42205】 

文教都市として風格のあるまちづくりと交通結節機能の向上を図るために、商業・業務施設、都市型住宅及び文

化・交流施設を中心とした再開発ビルの新築工事着手に向けた支援等を行うとともに、浦和西口停車場線（県庁

通り）の道路拡幅のため用地を取得し整備を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに再開発ビル新築工事着手 

目標指標② 令和 2 年度までに 90％ 

 [浦和駅周辺まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①浦和駅西口南高砂地

区市街地再開発事業 

事業計画変更協

議 

事業計画変更申請

認可・公告、権利

変換計画申請認

可・公告 

補償、除却・整地

工事着手 

再開発ビル新築工

事着手 

②浦和西口停車場線街

路整備事業（（北側）用

地買収率） 

（南側）工事完了 

（北側）用地買収

率 59％ 

66％ 78％ 90％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4213 

区画整理等の推進（武蔵浦和駅周辺）                  【成長 1-21-4 創生 42206】          

武蔵浦和駅周辺地区の地域特性に応じた都市機能の集積を図り、副都心としてふさわしいまちづくりを実現す

るために、武蔵浦和駅周辺の第７－１街区、第８－２街区において、地元住民と協力し、各地区の特性に応じた事

業手法を検討する等により、まちづくりを進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで毎年度開催 

 [浦和西部まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①まちづくり勉強会・

協議会 

まちづくり検討

会の開催 7 回 
開催 開催 開催 

  

147



第 4章第 2節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4214 

区画整理等の推進（日進駅・西大宮駅周辺）               【成長 1-21-1 創生 42207】 

当該地区において、健全で良好な市街地の形成を図るために、日進駅周辺については、日進七夕通りの美

装化整備を行い、西大宮駅周辺については、指扇土地区画整理事業を推進し、道路、公園等の公共施設の

整備・改善を行うとともに、西大宮駅南口周辺については、指扇土地区画整理事業地区外アクセス道路の

整備に関し、事業認可を取得するとともに、権利者との用地交渉開始を目指して手続きを進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに美装化整備完了 

目標指標② 令和 2 年度までに 59.1％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに用地交渉開始 

 [日進・指扇周辺まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①日進七夕通りの道

路・美装化整備 

電線類地中化工

事着手 
電線類入溝工事着手 道路工事完了 美装化整備完了 

②指扇土地区画整理事

業の事業進捗率 
26.0％ 43.7％ 51.4％ 59.1％ 

③指扇土地区画整理事

業地区外のアクセス道

路整備 

路線測量の実施 用地測量の完了 
道路詳細設計

の完了 
用地交渉開始 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4215 

美園地区のまちづくりの推進                                          【成長 1-18 創生 41203】                   

副都心の都市機能の向上、まちのブランド差別化を図るために、「公民＋学」による河川空間活用や交通環境

改善、街並み誘導、先導的モデル街区の整備、新たな総合生活支援サービスの提供等を進め、「美しい園」に相

応しい都市環境を形成します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に広場のスポーツ関連イベント利用 

目標指標② 令和元年度までの 2 年間の累計で 3.5km 整備支援 

目標指標③ 令和 2 年度までに公共交通利用増進 

目標指標④ 令和 2 年度に街並み誘導開始 

目標指標⑤ 令和元年度までに先導的モデル街区を 2 街区整備し、令和 2 年度に更なる市内拡大 

 [浦和東部まちづくり事務所、未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①広場のスポーツ関連

イベント 
― ― ― 

広場のスポーツ関

連イベント利用 

②遊歩道の整備 
遊歩道等整備計

画案作成 

遊歩道 1.0km 整備

支援 

遊歩道 2.5km 整備

支援 
― 

③交通環境の整備 
交通環境改善計

画案作成 
交通社会実験実施 交通環境整備 公共交通利用増進 

④街並みの誘導 街並み現況調査 街並みルール作成 
街並み誘導体制構

築 
街並み誘導開始 

⑤スマートホーム・コ

ミュニティの整備 

先導的モデル街

区 2街区整備済 

先導的モデル街区

1街区整備 

先導的モデル街区

1街区整備 
市内拡大 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4216 

区画整理等の推進（浦和美園駅周辺）                  【成長 1-21-2 創生 42208】 

健全かつ良好な市街地を形成するために、浦和東部第一地区及び大門下野田地区における土地区画整理事

業を推進し、道路、公園等の都市基盤整備を改善するなどにより、豊かな自然環境と調和した副都心としてふさわ

しい魅力的な市街地の形成を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 93.5％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 94.5％ 

[浦和東部まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①浦和東部第一特定土

地区画整理事業 

事業進捗率 

76.8％ 86.5％ 91.5％ 93.5％ 

②大門下野田特定土地

区画整理事業 

事業進捗率 

17.8％ 48.5％ 77.5％ 94.5％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4217 

副都心としての岩槻地区の都市機能の強化                 【成長 1-17 創生 42209】     

岩槻の特色を生かしたまちの魅力向上とにぎわいを創出するために、文化・交流機能の充実を進め、歴史と伝

統に支えられた地域資源を有効に活用したまちづくりを推進するとともに、副都心として発展を遂げるための都市

機能を強化します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに主なイベントの来訪者数 250,000 人 

目標指標② 令和 2 年度までに次期マスタープラン・アクションプランの策定 

目標指標③ 令和 2 年度までにリノベーションまちづくり構想策定 

 [未来都市推進部、岩槻人形博物館開設準備室、経済政策課、 

岩槻まちづくり事務所、岩槻区役所観光経済室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①主なイベントの来訪

者数 
247,000 人 248,000 人 249,000 人 250,000 人 

②次期マスタープラン

の策定 

・岩槻まちづくり

アクションプラ

ン（第 2期）の策

定 

― ― 

・次期マスタープ

ラン・アクション

プランの策定 

③リノベーションまち

づくり事業の推進 
― ― 

現況整理・課題抽

出 

リノベーションま

ちづくり構想策定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4218 

岩槻歴史街道事業の推進                         【成長 7-5 創生 42210】 

「岩槻まちづくりマスタープラン」に位置付けた岩槻駅周辺地区に残る地域資源を活用し、まちの魅力を向上さ

せ、にぎわいを創出するために、歴史的・文化的地域資源を生かした沿道の建物等の景観に配慮した“まちなみ

づくり”と“みちづくり”を住民等と協働で進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度にルールの運用開始 

目標指標② 令和 2 年度までに道路美装化工事着手 

[岩槻まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①裏小路まちなみづく

り 

まちなみルール

の検討 

まちなみルール運

用開始 
― ― 

②裏小路みちづくり 
みちづくり計画

の検討 
方針決定 道路等設計の完了 

道路美装化工事着

手 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4219 

区画整理等の推進（岩槻駅周辺）                    【成長 1-21-6 創生 42211】 

岩槻駅周辺地区の地域特性に応じた都市機能の集積を図り、副都心としてふさわしいまちづくりを進め

るために、岩槻駅西口土地区画整理事業により、商業の活性化と潤いのある住環境を形成し、また、江川

土地区画整理事業により、岩槻駅、東岩槻駅を中心とした既成市街地と一体化した良好な市街地を形成しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 86.7％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 95.0％ 

 [岩槻まちづくり事務所] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①岩槻駅西口土地区画

整理事業の事業進捗率 
77.4％ 80.9％ 83.7％ 86.7％ 

②江川土地区画整理事

業の事業進捗率 
89.5％ 90.3％ 92.3％ 95.0％ 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・大宮駅周辺地域戦略ビジョン 

・さいたま新都心将来ビジョン 

・さいたま市低炭素まちづくり計画 

・さいたま市水環境プラン（第 2次改訂版） 

・岩槻まちづくりマスタープラン 

・さいたま市無電柱化推進計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

広域的な交流を支え、市内主要拠点間の連携を強化する交通ネットワークを充実させるとともに、

誰もが使いやすく、環境負荷が少ない公共交通優先の交通体系を確立し、今後も持続的に都市活力

を生み出し、多くの人が集まる交流拠点都市を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）公共交通ネットワークの充実 

（２）幹線道路ネットワークの充実 

（３）交通施策の戦略的推進 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4301 

地下鉄７号線の延伸                             【成長 1-4 創生 42104】 

浦和美園～岩槻地域の成長・発展を図るため、「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」に基づき、各種方策を

推進し、地域の魅力を高め、定住人口及び交流人口の増加を図り、地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）の延伸事業

の評価を向上させます。また、都市鉄道等利便増進法に基づく鉄道事業者による申請手続きを目指すため、地下

鉄７号線（埼玉高速鉄道線）延伸協議会から示された課題の解決に向け、関係者による実務レベルの会議を開催

します。 

【最終目標】 

目標指標① 浦和美園駅周辺の定住人口を令和 2 年度までに 19,200 人 

目標指標② 浦和美園駅周辺の交流人口を令和 2 年度までに 1,397,000 人 

目標指標③ 岩槻駅周辺の定住人口を令和 2 年度までに 14,100 人 

目標指標④ 岩槻駅周辺の交流人口を令和 2 年度までに 630,000 人 

 [未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①浦和美園駅周辺定住

人口 
14,100 人 15,800 人 17,600 人 19,200 人 

②浦和美園駅周辺交流

人口（年間来訪者数） 
1,277,000 人 1,344,000 人 1,370,000 人 1,397,000 人 

③岩槻駅周辺定住人口 11,700 人 12,200 人 13,000 人 14,100 人 

④岩槻駅周辺交流人口 

（年間来訪者数） 
423,000 人 478,000 人 479,000 人 630,000 人 

 

 

 

第４章第３節 暮らしや交流、活力を支える交通体系の構築 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4302 

コミュニティバス等利用しやすい公共交通の推進              【倍増 9-8 創生 42109】 

市民に身近な公共交通を推進するために、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うとともに、市内路線バス等のノンステップバスの導入に関し事業者

へ支援を行うことにより、コミュニティバス等の地域公共交通の充実を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 地区 

目標指標② 令和 2 年度までに 70％ 

[交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①コミュニティバス等

の新規導入・運行改善

の地区数 

2地区 2地区 2地区 2地区 

②市内路線バス等のノ

ンステップバスの導入

率 

61.6％ 63％ 67％ 70％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4303 

七里駅舎改修事業                       

地域の利便性や安全性、快適性の更なる向上のために、七里駅北側で施行中の組合土地区画整理事業により

整備される駅前広場と合わせ、駅舎の橋上化及び自由通路の整備を実施し、基盤整備と一体となったまちづくりを

進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに仮設工事完了 

 [区画整理支援課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①七里駅舎の橋上化・自

由通路整備 
基本設計 実施設計 工事着手 仮設工事完了 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4304 

長距離バスターミナル整備推進事業                         【創生 42108】

大宮駅及びさいたま新都心周辺の混雑緩和と都心部の交通結節機能強化のために、「さいたま新都心将来ビ

ジョン」に基づき、長距離バスターミナルを暫定的に整備するとともに、本格整備に向けた長距離バスターミナル整

備基本計画をとりまとめます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに整備基本計画のとりまとめ 

 [交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①長距離バスターミナ

ル整備の推進 

暫定整備基本設

計着手 

暫定整備実施設

計・工事着手 

暫定整備工事完

了・供用開始 

整備基本計画のと

りまとめ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4305 

バリアフリー基本構想等推進事業（再掲 2章 4節）                   【創生 51105】

高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るために、「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づき、事業者等と

連携し、市内のバリアフリー化を推進するとともに、関係する法改正等に合わせ、基本構想の改定を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに改定 

目標指標② 令和元年度に南浦和駅・北浦和駅（京浜東北線ホーム）のホームドア設置完了 

 [交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①バリアフリー基本構

想の改定 
― 改定着手 改定素案の策定 改定 

②バリアフリー設備へ

の補助 

浦和駅・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 

― 

南浦和駅・北浦和

駅（京浜東北線ホ

ーム）のホームド

ア設置完了 

― 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4306 

東京 2020 大会に向けたバリアフリー化等の推進               【倍増 4-7 創生 31505】 

東京 2020 大会の開催に向け、来訪者の安全性や快適性を確保するために、道路案内標識等について、多言

語化、ピクトグラム等の導入により、外国人にも分かりやすい道路案内標識等の改善を行うほか、駅ホームへのホ

ームドアの設置に対する補助を行うなど、競技会場周辺地域をバリアフリー化し、ユニバーサルデザインを推進し

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに完了 

目標指標② 平成 30 年度に映像装置を改修し、令和 2 年度までにサイン改修完了 

目標指標③ 平成 30 年度に浦和美園駅（臨時ホーム）に設置完了 

目標指標④ 令和 2 年度までに完了 

 [オリンピック・パラリンピック部、道路環境課、交通政策課、都心整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①道路案内標識の改善

工事 
改善方針の策定 着手 完了 ― 

②歩行者系サイン、映

像装置の改修 
サイン調査 

サイン調査完了、

映像装置改修 
サイン改修着工 サイン改修完了 

③ホームドアの設置 

さいたま新都心

駅（京浜東北線ホ

ーム）に設置完了 

浦和美園駅（臨時

ホーム）に設置完

了 

― ― 

④さいたま新都心駅西

口駅前広場のトイレ改

修 

― ― 着工 完了 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4307 

幹線道路整備事業                                 【創生 42101】 

都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成するために、「さいたま市道路整備計画」の改定及び必

要な調査を行いながら、効率的かつ効果的に、広域幹線道路（国道 122 号蓮田岩槻バイパス、道場三室線など）

及び市内幹線道路（三橋中央通線、田島大牧線など）の整備を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 54.2％ 

 [道路計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①都市計画道路整備率 52.5％ 52.7％ 53.9％ 54.2％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4308 

新大宮上尾道路の整備促進                        【成長 1-6 創生 42102】 

新大宮上尾道路を整備することで、圏央道内側の広域交通ネットワークが構築され、圏央道を介し信越・東北地

方がつながり、取引機会の拡大や販路の開拓などの企業活動の活性化を促し、東日本における対流拠点を創出

するために、事業化区間の早期完成と圏央道までの未事業化区間の早期事業化を目指し、関係機関への要望活

動を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで関係機関への要望の実施 

[広域道路推進室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新大宮上尾道路の要

望活動 

首都高速道路株

式会社が有料道

路事業に着手 

関係機関への要望

の実施 

関係機関への要望

の実施 

関係機関への要望

の実施 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4309 

首都高速道路埼玉新都心線の延伸の推進                  【成長 1-7 創生 42103】               

広域防災拠点さいたま新都心周辺のポテンシャルの向上と、国道 16 号、国道 463 号周辺の渋滞緩和及び沿線

地域の生活環境改善のために、首都高速道路埼玉新都心線を延伸し、東北自動車道と接続することで、高速道

路ネットワークの代替性や多重性の確保による、一層の防災力強化と生活環境の改善が進むよう、延伸の実現に

向け、国へ要望活動を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで国への要望活動の実施 

 [都市経営戦略部、広域道路推進室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①首都高速道路埼玉新

都心線延伸の要望活動 

「国の施策・予算

に対する要望」等

において国に要

望 

国への要望活動の

実施 

国への要望活動の

実施 

国への要望活動の

実施 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4310 

都市計画道路見直し事業                        

人口減少や急激な高齢化等に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづくりを実現するために、 「さいたま市道路

網計画」において、廃止、存続等に類型化した未整備の都市計画道路のうち存続候補路線について、事業課や

地元等の要請により都市計画変更に着手し、関係権利者の合意形成を図りながら手続きを進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 路線 

[都市計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①存続候補路線の見直

し着手路線数 
1 路線 1 路線 1 路線 1 路線 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

4311 

道路環境整備事業（再掲 6章 2節）                         【創生 52103】

道路利用者の安全を確保するために、狭隘な踏切道や交通事故が多発している交差点における安全対策など

を実施するほか、道路補修の費用削減や平準化を図るために、路面性状調査を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 か所 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22 か所 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 295km 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①踏切の構造改良箇所

数 
1 か所 用地取得 1 か所 2 か所 

②事故危険箇所の緊急

対策箇所数 
計画策定 7 か所 7 か所 8 か所 

③路面性状調査の調査

延長 
99.5km 97km 100km 98km 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4312 

ゾーン３０の整備推進（再掲 6章 2節）                  【倍増 7-5 創生 52106】 

生活道路での歩行者の安全な通行を確保するために、区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速30キロ

メートルとするとともに、地域の方々や交通管理者との協議を踏まえ、安全対策や通過交通の抑制等を行う「ゾーン

３０」を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22 地区 

目標指標② 令和 2 年度までに 18％減（対平成 28 年比） 

[道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ゾーン３０の整備地

区数 
8 地区 9 地区 7 地区 6 地区 

②さいたま市内の交通

事故件数の減少率（対

平成 28年比） 

6.9％減 

（平成 29年） 

9％減 

（平成 30年） 

13.5％減 

（令和元年） 

18％減 

（令和 2年） 

  

158



第 4章第 3節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4313 

無電柱化の推進（再掲 6章 1節）                     【成長 2-9 創生 52104】                      

都市災害の防止、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、情報通信ネットワークの信頼性の向上等

を図るために、「無電柱化推進計画」を策定し、計画的に無電柱化を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4.7 ㎞ 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①無電柱化推進計画の

策定及び電線共同溝整

備延長 

0.6km 
計画策定 

0.9km 
1.8km 2.0km 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4314 

総合交通体系の確立                        

自動車に過度に依存しない交通体系の実現のために、「さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計

画」に基づき、各種交通施策を実施するほか、地域公共交通網形成計画などの計画の立案を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに地域公共交通再編実施計画（案）の策定 

[交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①地域公共交通再編実

施計画（案）の策定 

地域公共交通協

議会の設置 

地域公共交通網形

成計画（案）の策

定 

地域公共交通網形

成計画の策定 

地域公共交通再編

実施計画（案）の

策定 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4315 

ＬＲＴ（東西交通大宮ルート）の推進                   【成長 1-5 創生 42105】             

東日本の中枢都市実現のために、市内の都心・副都心を結ぶ次世代公共交通システムであるＬＲＴ（東西交通

大宮ルート）の導入に向けて、課題の整理を行いながら、具現化に向けた検討等を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までにＬＲＴ（東西交通大宮ルート）の具現化に向けた調査実施 

 [交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ＬＲＴ（東西交通大

宮ルート）の事業進捗 

地域公共交通協

議会の設置 

地域公共交通網形

成計画（案）の策

定 

・地域公共交通網 

 形成計画の策定 

・東西交通専門部

会の設置 

ＬＲＴ（東西交通

大宮ルート）の具

現化に向けた調査

実施 

159



第 4章第 3節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4316 

空港アクセスの強化                           【成長 1-8 創生 42107】 

成田空港・羽田空港・地方空港（仙台空港、新潟空港、茨城空港等）へのアクセス強化等により、国際的な結節

機能を充実させ、国際ビジネス都市として発展するために、鉄道事業者及びバス事業者に増便等の要望等を行い

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までバスの増便 

[交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①空港アクセスバスの

増便（対平成28年度比） 

・「浦和-武蔵浦和

-羽田」ルート：

往復 24便 

・「大宮-さいたま

新都心-羽田」ル

ート：往復 40便 

・「大宮-さいたま

新都心-成田」ル

ート：往復 26便 

バスの増便 バスの増便 バスの増便 

コード 事業名・事業概要・所管課 

4317 

新幹線大宮駅始発復活                          【成長 1-3 創生 42110】                     

東日本の中枢都市実現のために、新幹線６路線を有する大宮駅の新幹線始発復活に向けて、鉄道事業者への

要望を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで大宮駅の新幹線始発の増便 

 [交通政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①大宮駅の新幹線始発

の増便 
始発の運行 始発の増便 始発の増便 始発の増便 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(1102) 

再掲 1102 エコ・モビリティ推進事業                

自動車等による大気汚染物質や二酸化炭素の排出削減のために、「さいたま市交通環境プラン」に基づき、関

係団体や事業者と連携し、自動車から公共交通機関等への転換を促進するモビリティマネジメントとして転入者を

対象とした啓発ツールの配布その他の啓発や環境にやさしい運転であるエコドライブを推進するための市民又は

事業者を対象としたイベント、講習会、セミナー等を開催します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 15 回 

目標指標② 令和 2年度までに市民に対する公共交通機関等への利用転換の取組の効果測定及び指標設定 

[環境対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①エコドライブ等の啓

発事業の開催回数 
5回 5回 5 回 5 回 

②市民に対する公共交

通機関等への利用転換

の取組の効果測定 

― ― 
効果測定方法の検

討 

効果測定の実施 

指標設定 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン 

・さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画 

・さいたま市公共交通ネットワーク基本計画 

・さいたま市都市交通戦略 

・さいたま市バリアフリー基本構想 

・さいたま市無電柱化推進計画 

 ・さいたま市道路整備計画（第 3期） 

・さいたま市道路網計画 

 ・さいたま市環境基本計画（改訂版） 

・さいたま市交通環境プラン（改訂版） 
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第５章 産業・経済の分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める 

●多様な業務機能の集積を図るなど、都市機能の高度化を進め、自立都市づくりに取り組みます。 

●産学官連携、異業種交流などを通じた人や情報のネットワークづくりを促進し、地域産業の育

成を図るとともに、市内企業・事業所活動の活性化に取り組みます。 

●起業の支援や NGO・NPO 活動の活性化などにより、都市型生活関連産業や情報・環境関連産業、

コミュニティビジネスなどの新しい産業の創造に積極的に取り組みます。 

●人々が集い、出会い、買い物を楽しめる憩いと賑わいの空間を創出するとともに、時代の変化

に対応できるよう商業・サービス業の振興を支援します。また、地域資源を活用しながら、魅

力ある観光の振興を図ります。 

●農業の多面的な機能を重視しながら、市内に残された優良農地の維持を図り、都市農業の活性

化に取り組みます。 

●ライフスタイルに応じた多様な就業機会の創出、雇用促進の支援を図ります。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 活力ある地域産業を育てる環境の整備 

（１）中小企業者・創業者の経営基盤の強化 

（２）商業の活性化によるにぎわいづくり 

（３）都市農業の振興 

（４）地域と共生する事業活動の支援 

第２節 さいたま市の特性を生かした新たな産業の創造 

（１）さいたま市の強みを生かしたものづくり産業の競争力強化 

（２）成長分野におけるイノベーションの創出支援 

（３）さいたま市の優位性を生かした企業立地・集積の促進 

（４）地域資源などの魅力を生かした観光の振興 

第３節 地域経済を支える人材の育成と就労支援 

（１）地域経済を支える多様な産業人材の育成と活用 

（２）就労支援の充実 

（３）魅力ある就労環境の整備 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

地域産業の足腰を強化するための基盤づくりと活性化に取り組みます。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）中小企業者・創業者の経営基盤の強化 

（２）商業の活性化によるにぎわいづくり 

（３）都市農業の振興 

（４）地域と共生する事業活動の支援 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5101 

中小企業の事業承継や継続などへの支援                  【倍増 10-1 創生 31301】 

中小企業の経営安定化を図るために、公益財団法人さいたま市産業創造財団と連携して、窓口相談や出張相

談を実施し、相談内容に応じた専門家の派遣を行います。 

また、金融機関と連携し、成長志向の中小企業の支援も行うとともに、事業承継に当たっては、さいたま商工会

議所とも連携を図り、相談内容の充実を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 200 社 

[経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①課題解決社数 65 社 65 社 65 社 70 社 

  

第５章第１節 活力ある地域産業を育てる環境の整備 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5102 

女性と若者の創業支援体制の強化                        【倍増 10-3 創生 31302】 

創業を目指す女性や若者の創業の実現を図るため、窓口相談の実施、各種セミナーの開催、ビジネスプランコ

ンテストの実施などの各種創業支援メニューを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 41 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 32 件 

[経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①女性創業数 9件 13件 14 件 14 件 

②若者創業数 7件 10件 11 件 11 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5103 

中小企業経営基盤強化支援事業                              【創生 31303】

中小企業の経営基盤を強化するために、公益財団法人さいたま市産業創造財団と連携して、新商品開発、販

路開拓、マーケティング等の支援を行うとともに、社会経済情勢やニーズを勘案しながら必要に応じて、融資制度

の見直しを行いながら、円滑な資金調達を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,820 件 

 [経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①資金融資の受付件数 600 件 600 件 610 件 610 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5104 

東日本広域連携事業                                   【創生 32301】

東日本全体の地域活性化及び地方創生を推進するために、東日本の連携都市によるフォーラムを開催するとと

もに、フォーラムの協議内容等を基に、連携都市間の連携事業、東日本連携推進協議会による連携事業、その他

連携都市間のつながりを通じた民間による連携事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 30 事業 

[経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①連携事業数 12 事業 15 事業 28 事業 30 事業 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5105 

東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進               【成長 1-22 創生 32302】 

東日本の新たな経済圏創出のために、東日本連携拠点として、東日本連携センターを整備の上、広域での企

業マッチングを仲介するコーディネーターの配置や交流スペースの設置を行い、市内中小企業者等や東日本地

域の事業者にビジネス交流の機会を提供します。 

また、広域商談会の活用、商材の販路拡大支援等を実施し、市内中小企業者等や東日本地域の事業者のビジ

ネス交流を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 200 件 

 [経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①センター等での商

談・打合せ件数 
実施計画策定 50 件 70 件 80 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5106 

（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備                         【創生 31407】

交流人口の拡大や域内交流の活性化を図り、自律的で持続的な地域社会を実現するために、効果的なまちづ

くりの資源として地域振興、観光振興等につながる新たな地域経済活性化拠点と、老朽化し社会ニーズへの対応

が困難となった食肉中央卸売市場との一体的な整備・運営に向けて、調査等を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 整備・運営方針を調査・検討し、その結果に基づき目標値を設定 

 [経済政策課、食肉中央卸売市場・と畜場] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①拠点整備の事業進捗 調査・検討 
整備・運営方針の

決定 

整備・運営方針に基

づき目標値を設定 

整備・運営方針に基

づき目標値を設定 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5107 

商業活性化支援事業                                【創生 32101】

商店街の活性化及びにぎわい創出を図るために、商店街で実施する、販売促進、街路装飾、複数の商店会が

合同で実施する地域イベントのほか、街路灯のLED化及び防犯カメラの設置などの共同施設整備への補助による

支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 72％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 24 件 

[商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①商店街街路灯 LED 化

率 
68.7％ 69％ 71％ 72％ 

②共同施設整備支援件数 10 件 8 件 8 件 8 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5108 

大型イベント等と連動した商店街支援事業                【倍増 10-10 創生 32102】 

商店街の活性化を図るために、さいたまクリテリウムやさいたま国際マラソンを始めとする、にぎわいが創出できる

市内大型イベント等との連携事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 13,400 人 

[商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市内大型イベント等

と連動した連携事業の

参加者数 

5,775 人 10,000 人 12,900 人 13,400 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5109 

スポーツチームと連携した地域経済活性化                 【成長 3-4 創生 32103】 

地域経済の活性化及びスポーツ観光・産業の振興を図るために、継続開催するさいたまシティカップ、J リーグ

主催の試合などの活用や地元のプロ・アマトップスポーツチームとの連携による地域経済等活性化事業を行い、試

合当日の消費拡大と市内観光者数の増加を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 150％増 

[スポーツ振興課、商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①試合開催時の商店街

来訪者数（平成 29年度

比） 

― 3％増 140％増 150％増 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5110 

文化芸術を活用した商業振興事業                          【成長 7-6-3】

市内商業の活性化を図るために、商店街等において、盆栽、音楽、現代アートなどの文化芸術を活用した取組

を実施し来訪者を呼び込むことで、賑わいを創出します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で延べ 16 か所 

 [商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①取組実施商店街等数 取組内容の検討 2 か所 4 か所 10 か所 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5111 

農業用水路整備事業                        

安定した農業用水の確保、排水機能の強化及び風水害時における水路機能等の向上を図り、農業生産性を向

上させるために、農業用水路の整備を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 15 か所 

 [農業環境整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①水路整備箇所数 5 か所 5 か所 5 か所 5 か所 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5112 

都市農業担い手育成事業                              【創生 31204】

都市農業の振興に当たり、農業経営の安定化を図るために、農業経営者及び認定農業者の育成支援、法人化

を目指す農業者に対するフォローアップ事業による支援、新規就農者の育成及び農業法人化への推進に向けた

情報提供及び経営講習会を実施するとともに、農情報の発信及びランドコーディネーターなどの農業サポーター

の育成により、農業の担い手育成及び都市住民の農業への理解を深めます。また、幼少期からの農業体験が未

来の担い手育成にもつながることから、児童体験農園への参加者拡充に向けた取組を推進します。 

さらに、農業経営の安定化とともに、生産性の向上を図るために、研究機関等で取り組まれた新技術の実用化

に向けた試験栽培を行う IT 農業施設として見沼グリーンセンター展示温室を改修の上、IT 技術等を活用した先進

的な農業技術及び経営モデルの確立と、また農家への普及を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 203 経営体 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 49 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに 70 人 

(注)ランドコーディネーターとは、市が開催する講座を経て農業に関する専門的知識を習得した者のうち、本人の

意向に基づき市が認定する、農にかかわる幅広い分野で農業活動をサポートする者。 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 件 

 [農業政策課、見沼グリーンセンター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①認定農業者経営体数 189 経営体 176 経営体 201 経営体 203 経営体 

②新規就農者数 20 人 17 人 16 人 16 人 

③ランドコーディネー

ター数(注) 
47 人 54 人 62 人 70 人 

④農業者がIT技術等を

活用した農業技術又は

機器を導入した件数 

施設改修 0 件 3 件 3 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5113 

地産地消事業                                       【創生 31307】

地産地消の推進に当たり、新鮮で安全性に優れた市内産農産物の安定的な供給のために、直売所での販売

拡大、学校給食への導入など市内生産者への支援を行います。 

また、都市住民との交流を促進するために、農産物直売所、農業研修施設等を備えた農業交流施設を整備す

るとともに、物販イベントの開催など、ヒト、モノが交流する場としての卸売市場の活性化に取り組みます。 

また、地場産農産物の魅力を認知して頂き、更なる地産地消を推進するため、公共施設の他、イベント

等で農情報ガイドブック「トレトリ」を配布していきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 283 件 

(注)特別栽培農産物とは、農林水産省のガイドラインに基づき節減対象農薬及び化学肥料を慣行の 5 割以下に減

らして栽培され、県が認証した農作物。 

目標指標② 令和 2 年度までに基本設計（整備手法が PFI による場合、事業者選定） 

目標指標③ 令和 2年度までに農情報ガイドブック 22,500 部配布（※） 

 ※実際に手に取って頂いた数 

 [農業政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特別栽培農産物認証

数(注) 
322 件 276 件 279 件 283 件 

②農業交流施設整備 ― 整備手法決定 

基本設計に向けた

調査 

※整備手法が PFI

による場合、特定

事業選定 

基本設計 

※整備手法が PFI

による場合、事業

者選定 

③農情報ガイドブック

配布部数 

7,350部配布 7,500部配布 

 

14,500部配布 

 

22,500部配布 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5114 

地場産農産物の農商工連携やブランド化の推進               【成長 4-4 創生 31308】 

地場産農産物の魅力を高めるために、東京 2020 大会へ向けて、食材調達基準である GAP の取得を支援し、ヨ

ーロッパ野菜の更なる販路拡大を図ります。 

また、農商工連携により、紅赤などの特徴ある地場産農産物を活用した加工品開発を支援し、ブランド化農産物

の認知度向上を図り、さいたま市ブランドとして確立します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 件 

目標指標② 令和 2 年度までに検討結果に基づく取組の実施 

 [農業政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ブランド化農産物の

加工品販売店舗純増数 
1 件 3 件 3 件 3 件 

②ブランド化農産物の

認知度向上 
― 

ブランド化農産物

の認知度調査 

調査結果に基づく

取組内容検討 

検討結果に基づく

取組 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5115 

CSR チャレンジ企業認証制度                       【倍増 10-8 創生 11204】

CSR 経営を推進する市内中小企業を増加させるために、市が認証する「さいたま市 CSR チャレンジ企業認証制

度」を実施するとともに、認証企業の経営体質強化を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 75 社 

 [経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①CSR チャレンジ企業

認証企業数 
10 社 25 社 25 社 25 社 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5116 

ソーシャルビジネスの推進                        【倍増 10-4 創生 31309】 

ソーシャルビジネス（コミュニティビジネス含む）を推進するために、窓口相談の実施、セミナーの開催、ビジネス

プランコンテストの実施などの事業化支援を行うとともに、関係者のネットワークを構築します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5 件 

 [経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業化数 3 件 1 件 2 件 2 件 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市産業振興ビジョン 

 ・さいたま市田園環境整備マスタープラン 

・さいたま市農業振興ビジョン（改訂版） 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

本市の特性を生かし、経済のグローバル化に対応できる産業競争力の強化とともに、ブランド力

の強化などによる地域産業の付加価値の創出に積極的に取り組み、新たな産業の創造につなげます。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）さいたま市の強みを生かしたものづくり産業の競争力強化 

（２）成長分野におけるイノベーションの創出支援 

（３）さいたま市の優位性を生かした企業立地・集積の促進 

（４）地域資源などの魅力を生かした観光の振興 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5201 

産学連携推進事業                                 【創生 31202】

産学連携によるイノベーション創出やものづくり人材の高度化を促進するため、産学連携支援センター埼玉を中

心に、企業と大学等研究機関のマッチング、競争的資金獲得支援、高い技術力を有する専門的な人材育成のた

めの産学交流促進等を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 135 件 

[産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①産学連携マッチング

件数 
29 件 45 件 45 件 45 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5202 

リーディングエッジ企業認証支援事業                   【倍増 10-9 創生 31203】 

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の国際競争力の向上を図るとともに、さい

たま市地域発のイノベーション創出を促進するために、「さいたま市リーディングエッジ企業」として認証し、公益財

団法人さいたま市産業創造財団等の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

します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 30 件 

[産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①認証企業件数（継続

申請含む） 
15件 10件 10 件 10 件 

第５章第２節 さいたま市の特性を生かした新たな産業の創造 

172



第 5章第 2節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5203 

ドイツ・バイエルン州との経済連携の拡充                 【成長 6-2 創生 31304】 

市内研究開発型ものづくり企業の国際競争力の向上を図るために、技術大国ドイツ・バイエルン州の産業クラス

ターとの連携を中軸に、欧州での技術交流、展示会・商談会出展、産学連携等によるビジネス機会の拡充を支援

し、技術力の優れた外国企業との共同開発や高付加価値が求められる海外市場への販路開拓を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①成約件数 5 件 6 件 7 件 8 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5204 

海外新市場への販路拡大と企業支援拡充                  【成長 6-3 創生 31305】 

市内研究開発型ものづくり企業の国際競争力の向上を図るために、地域金融機関と連携し、海外展示会出展、

ビジネスマッチング等の支援を行い、縮小傾向の国内市場に代わり、市場規模、成長率、地理的近接性等から有

望なアジア市場での新たな販路開拓を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①成約件数 2 件 3 件 4 件 5 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5205 

医療ものづくり都市構想第２期行動計画の推進               【成長 5-1 創生 31101】 

本市経済の新たな成長エンジンを形成するとともに、臨床現場に技術面から貢献するために、「さいたま医療も

のづくり都市構想第２期行動計画」を推進し、さいたま地域の研究開発型ものづくり企業の医療機器関連分野への

新規参入や事業拡大を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①第 2 期行動計画に基

づく個別企業に対する

新規参入・事業拡大支

援件数 

19 件 15 件 15 件 15 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5206 

技術力を生かした医工連携による企業支援強化               【成長 5-2 創生 31102】 

地元企業が医療機器関連分野へ進出し、さいたま発の商品化を実現するために、市内研究開発型ものづくり企

業の高度な技術力や行政内外の各種ビックデータを活用しながら支援を行うとともに、試作開発から商品化までを

見据えた専門家による支援を行います。 

また、開発した商品の世界に通用するブランド力を確立するために、広く国内外へ情報発信します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 件 

 [産業展開推進課、健康増進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①医療機器関連分野・

ヘルスケア関連分野製

品の商品化 

0 件 3 件 3 件 3 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(1106) 

再掲 1106 ハイパーエネルギーステーション等の市内拡大          【成長 2-8 創生 41101】

省エネ・低炭素なまちづくりを推進し、暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する「環境未来都市」

を実現するために、住宅・民間施設・公共施設に、太陽光パネルや蓄電池等を設置し、災害時にも継続してエネ

ルギー供給のできるハイパーエネルギーステーション（ＨＥＳ）の「B（民間との協働、公共施設の活用）」、「C（電気

外部給電を可能とする住宅、事務所と協定を締結）」及び「V（次世代バスから VtoX による電気供給）」を整備しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 12 箇所 

目標指標② 令和 2 年度までに 14 箇所 

目標指標③ 令和元年度までの 2 年間の累計で 200 件とし、令和 2 年度に更なる拡大推進 

目標指標④ 令和 2 年度までに本格運行開始 

(注 1)数値目標についてはこれまでの実績を含めた累積値 

(注 2)公民館への設置箇所数 

 [環境創造政策課、未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①太陽光発電設備等設

置箇所数(注 1)(注 2) 
9 箇所 10 箇所 11 箇所 12 箇所 

②ＨＥＳ「Ｂ」の整備

箇所数(注 1) 
8 箇所 9 箇所 12 箇所 14 箇所 

③ＨＥＳ「Ｃ」の整備

件数(注 1) 
制度検討 40 件 200 件 拡大推進 

④ＨＥＳ「Ｖ」の整備 導入調査実施 
車両調達、インフ

ラ整備 
実証運行開始 本格運行開始 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(1107) 

再掲 1107 総合特区事業の推進                      【成長 2-2 創生 41201】

暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する「環境未来都市」を実現するために、国から地域指定を

受けた「次世代自動車・スマートエネルギー特区」事業として、（仮称）さいたま版グリーンニューディール事業の展

開、（仮称）レジリエンス住宅認証制度の創設、スマートホーム・コミュニティ先導的モデル街区コンセプトの市内展

開及び新しい低炭素型パーソナルモビリティの社会実装を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに先導的モデル街区を 2 街区整備し、令和 2 年度に更なる市内拡大 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 750 戸 

目標指標③ 令和元年度までに社会実装の開始 

 [未来都市推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①スマートホーム・コ

ミュニティの整備 

先導的モデル街区 2

街区整備済 

先導的モデル街区

1街区整備 

先導的モデル街区

1街区整備 
市内拡大 

②認証スマートホー

ム戸数 

レジリエンス住宅

認証制度の検討 

認証スマートホー

ム 250 戸 

認証スマートホー

ム 250 戸 

認証スマートホー

ム 250 戸 

③新たな低炭素型パ

ーソナルモビリティ

社会実装 

実証実験の実施 実証実験の完了 社会実装の開始 ― 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5207 

イノベーション推進事業                              【創生 31201】

環境・新エネルギー、医療・ヘルスケア、防災・減災、次世代自動車・スマートエネルギー特区計画重点プロジェ

クトなどに関わる社会課題解決に貢献する多様なイノベーション創出のために、市内企業の新技術創出の取組を

支援します。 

また、新技術や製品について、事業化を促進するとともに、本市において先行して導入していきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5 件 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①支援補助事業の実

施件数 
2 件 4 件 4 件 4 件 

②新技術や製品の事

業化件数 
2 件 1 件 2 件 2 件 

③本市における新技

術や製品の導入件数 
1 件 0 件 1 件 2 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5208 

産業交流推進事業                                  【創生 31205】

地域産業の活力を高め、広く事業機会の拡大を図るために、オープンイノベーションのビジネスマッチング「BIZ 

SAITAMA さいたま市産業交流展」を実施します。 

また、大宮を経由する新幹線エリアを中心に、東日本地域から企業・大学等を招致し、「東日本の“ビジネス”対

流拠点」として BtoB・BtoA のビジネスマッチングを創出します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 570 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,400 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①技術ニーズに対す

る技術提案件数 
184 件 190 件 190 件 190 件 

②商談数 781 件 800 件 800 件 800 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5209 

企業誘致支援の拡充とオフィス、産業用地創出                 【成長 6-1 創生 32201】 

財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るために、「さいたま市企業誘致基本方針」に基

づき、「まもり、まねいて、そだてます」を行動テーマに戦略的な企業誘致活動を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 30 件 

 [産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①企業誘致件数 10 件 10 件 10 件 10 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5210 

さいたまスイーツ等プロモーション事業                       【創生 31406】

消費の拡大や誘客の促進を図り、地域商業を活性化するとともに、本市のブランド力を向上させるために、イベ

ントや通年の取組により、さいたまスイーツを PR していきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 40％ 

（注）さいたまスイーツとは、市内で作られているおやつ（市内に本店、本社又はメイン工場があり、市内で食事や

購入ができるお菓子）。 

 [商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたまスイーツ

の市民認知度（注） 
31％ 33％ 36％ 40％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5211 

伝統産業活性化事業                                【創生 31306】

本市の伝統産業の振興を図り、地域経済を活性化するとともに、本市のブランド力を向上させるために、本市の

伝統産業及び伝統産業事業所を市内外に広く PR するとともに、出店による販売機会を提供します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 85％ 

（注）本市伝統産業：「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」 

目標指標② 令和 2 年度までに 184,000 件 

[商業振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①本市伝統産業の市

民認知度（3 産業平

均）（注） 

79％ 81％ 83％ 85％ 

②本市伝統産業 HP ア

クセス数 
31,024 件 39,000 件 148,000 件 184,000 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3407) 

再掲 3407 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興           【倍増 6-1 成長 7-4】

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に、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等を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに開館 

目標指標② 令和 2 年度に年間来館者数 7.4 万人 

[岩槻人形博物館開設準備室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①博物館の整備 博物館の着工 展示造作の着手 博物館の開館 ― 

②博物館来館者数 

人形博物館の周知

のための展覧会等

の開催 

プロモーションの

ためのロゴの作成 

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 

年間来館者数 7.4

万人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3408) 

再掲 3408 未来に向けた盆栽文化の継続・発展          【倍増 6-5 成長 7-3 創生 31405】 

「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に、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で約 233,000 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 9 コース開講 

目標指標③ 令和 2 年度まで計画に基づく具体的な取組実施 

目標指標④ 令和 2 年度までに来館者の満足度 94％ 

目標指標⑤ 令和 2 年度までに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％ 

目標指標⑥ 令和 2年度までに盆栽村内市有地等の活用に関する方針の設定 

[都市経営戦略部、大宮盆栽美術館、経済政策課、商業振興課、観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①盆栽美術館来館者数 96,001 人 約 76,000 人 約 77,000 人 約 80,000 人 

②盆栽アカデミーの開

講 

2コース開講 

(日本人向け初級･

中級) 

4コース開講 

(新たに在住外国

人向け初級･中級

開講) 

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) 

9 コース開講 

(新たに外国人向

け上級開講) 

③計画策定・進行管理 計画策定の検討 
計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

④来館者の満足度 91.54％ 92％ 93％ 94％ 

⑤大宮盆栽村、大宮盆

栽美術館の認知度 

大宮盆栽村認知度 

市内在住者79.0％ 

市外からの市内在

勤者54.9％ 

大宮盆栽美術館認

知度 

市内在住者49.8％ 

市外からの市内在

勤者29.8％ 

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％ 

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％ 

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％ 

⑥盆栽村内市有地等の

活用 

盆栽村内市有地等

の活用の検討 

盆栽村内市有地等

について民間団体

と協議 

盆栽村内市有地等

の具体的な活用案

の検討・調整 

盆栽村内市有地等

の活用方針の決定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5212 

にぎわい交流館いわつき整備事業                         

城下町のにぎわいと市内外の多様な交流を促進し、観光を始めとした岩槻のまちの活性化を図るために、岩槻

の新しい楽しみが見つかる場所をコンセプトとするにぎわい交流館いわつきを、同敷地内の岩槻人形博物館の開

館に合わせて整備します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に年間来館者数 15 万人 

 [経済政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①施設整備及び年間来

館者数 

基本構想・基本計

画策定 

設計業務 

建設工事契約準備 

建設工事着工 

開館 

年間来館者数 15

万人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5213 

観光客誘致促進事業                                       【創生 31401】

誘客を促進するために、観光 PR キャンペーンの開催などにより、市の観光資源の魅力を市内外に広く発信する

とともに、公益社団法人さいたま観光国際協会との連携により、観光案内所の充実や本市の観光資源を生かした

祭り等の開催を進めます。 

また、さいたまるしぇを活用した食のイベントを開催し、本市の食のブランドイメージを確立します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 52 か所 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22.1 万人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 2 年間（6 月～8 月）の累計で 22.6 万人 

[観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①観光PRキャンペーン

開催箇所数 
11 か所 15 か所 17 か所 20 か所 

②さいたまるしぇ来場

者数 
7 万人 7.2 万人 7.4 万人 7.5 万人 

③6月～8月の外国人訪

問客数 
― 

目標設定に向けた

分析 
111,000 人 115,000 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5214 

地域資源や食文化を活用した観光振興                   【成長 4-5 創生 31408】 

観光客の取り込みと地域経済の活性化を図るために、地域資源の掘り起しや商品開発等の企画を行う、観光振

興サポーターを構築するとともに、企業による地域資源を活用した新商品開発の支援やメディアを活用した食を絡

めた観光体験 PR の企画・実施を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 件 

 [観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①観光体験PR企画の実

施 
― 1 件 1 件 1 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5215 

東日本連携広域周遊ルート事業                        【成長 4-8 創生 32303】 

東日本連携自治体間の地域資源を相互活用した広域観光振興を促進するために、「東日本連携広域周遊ル

ート」を策定するとともに、周遊ルート及び連携自治体の認知度向上に向けて、国内を始め、国外についてもター

ゲットを設定の上、情報発信を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に 5％ 

[観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①東日本連携広域周遊

ルート策定研究会参加

自治体の延べ宿泊者数

対前年度伸び率 

― 3％ 4％ 5％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3304) 

オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業（再掲 5章 2節、7章 3節）            【創生 31504】 

オリンピック・パラリンピックの競技種目や東京 2020 大会自体に対する市民の関心・理解を高めるために、さいた

まスポーツフェスティバルを開催し、オリンピック・パラリンピック競技を中心とする各種スポーツを、市民に紹介する

とともに体験してもらうことで、東京 2020 大会の気運の醸成を図ります。 

 また、大会期間中、本市を訪れる人々をもてなし、本市の魅力をアピールするために、埼玉県とともに、ボランティ

ア人材の確保に努めます。また都市ボランティアの皆様に、ボランティア体験の機会を提供します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％以上 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 69,000 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに 100％ 

目標指標④ 令和 2 年度（東京 2020 大会）までに累計で 13 回 

 [オリンピック・パラリンピック部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①東京2020大会におい

て、本市がサッカー競

技・バスケットボール

競技の開催都市である

ことの市民認知度 

52.25％ 60％以上 70％以上 90％以上 

②さいたまスポーツフ

ェスティバルの来場者

数 

21,000 人 22,000 人 23,000 人 24,000 人 

③さいたま市における

都市ボランティアの必

要人数の確保割合 

― 60％ 80％ 100％ 

④都市ボランティアへ

の事前ボランティア体

験の提供回数 

― ― 10 回 
3 回 

（東京 2020 大会まで） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5216 

民間と連携したシティセールスの強化                   【成長 4-9 創生 31404】 

本市の都市イメージの向上を図るために、ガイドラインの策定などを通じ、本市の事業を効果的に発信する環境

を整備するとともに、シティセールスに繋がる事業を行う企業や団体との連携を図り、本市の魅力を発信します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 50.0％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 58.0％ 

 [シティセールス推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①首都圏におけるさい

たま市のイメージを

「住みやすい」と思う

人の割合 

37.0% 43.0％ 46.0％ 50.0％ 

②さいたま市を訪れて

みたいと思う人の割合 

調査による現状

値の把握 

（平成 29 年度調

査結果 47.7％） 

51.0％ 55.0％ 58.0％ 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市産業振興ビジョン 

・さいたま医療ものづくり都市構想 

・さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン～新エネルギー政策～ 

・さいたま市低炭素まちづくり計画 

・さいたま市文化芸術都市創造計画 

・岩槻まちづくりマスタープラン 

・さいたま市観光振興ビジョン 

・さいたま市ＰＲマスタープラン 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

学校教育とキャリア教育の連携を図り、地域経済を支える人材の育成、多様な就業機会の創出な

ど、産業活動の活性化に必要な環境づくりを進めます。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）地域経済を支える多様な産業人材の育成と活用 

（２）就労支援の充実 

（３）魅力ある就労環境の整備 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5301 

産業人材育成支援事業                               【創生 12202】

将来の地域経済を支える多様な産業人材を育成するとともに、市内中小企業の活性化を図るために、早期起業

家教育事業として、市内小中学生に対し、ビジネスの一連の流れを実践的に体験する教育プログラムを実施し、チ

ャレンジ精神、コミュニケーション能力、問題発見・解決能力などの起業家精神の醸成を図ります。 

また、地域技術人材育成事業として、市内工業高校生に対し、市内企業へのインターンシップ等を実施し、職業

観や勤労観の醸成を図るとともに、インターンシップ等受入先となる市内中小企業の活性化や採用支援につなげ

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,800 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,050 人 

[労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①早期起業家教育事業

参加者数 
643 人 600 人 600 人 600 人 

②地域技術人材育成事

業参加者数 
335 人 350 人 350 人 350 人 

  

第５章第３節 地域経済を支える人材の育成と就労支援 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3126) 

再掲 3126 未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）            【創生 12204】 

中学生に望ましい勤労観や職業観をはぐくみ、学ぶことの意義を考えさせるために、学区内の事業所等で「未来

（みら）くるワーク体験」を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 60 校（全市立中・特別支援学校） 

目標指標② 令和 2 年度までに 94.8％ 

 [生涯学習振興課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①中学生職場体験事業

「未来（みら）くるワ

ーク体験」の実施校数 

58 校 

59 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

60 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

60 校 

（全市立中・特別

支援学校） 

②仕事をすることは人

の役に立つことだと思

うと回答した生徒の割

合 

89.1％ 91.0％ 92.9％ 94.8％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2107) 

再掲 2107 子どもの社会参画推進事業                        【創生 12201】 

子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むために、子どもたちが自らの発想によって、子どもたちだけが市民

になれる仮想のまちをつくり、働き、お金を稼いで、物を買ったり、サービスを受けたりするなど、楽しみながら様々

な体験をすることができる「子どもがつくるまち ミニ○○(区)」を全区で実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで全区で 90％以上 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①参加してよかった等

と回答した参加者の割

合が 90％以上の区の数 

参加者アンケー

トを実施した 7区

中 7区 

全区 全区 全区 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2402) 

再掲 2402 生活困窮者等就労支援事業                          

生活保護受給者を含めた生活困窮者の経済的な自立を促すために、各区役所に配置した就労支援員による

就労支援として、定期的に面談を実施しながら、ジョブスポットと連携した求職活動や求人開拓による職業紹介を

行うとともに、相談者が短期間で離職しないように、相談者に対する就職後の相談支援を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 55％ 

(注) 生活保護の「その他の世帯」とは、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯、傷病者世帯のいずれにも該当しな

い世帯 

 [生活福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①生活保護の「その他

世帯」のうち就労して

いる世帯の割合(注) 

49％ 49％ 52％ 55％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5302 

就職支援体制整備事業                               【創生 11203】

働く意欲を持つ全ての人の就業のために、埼玉労働局との協定に基づき、共同で運営する就労支援施設「ワー

クステーションさいたま」において、国の職業相談・紹介と連携してキャリア・コンサルティングなどを実施すること

で、就職に至るまでのワンストップサービスを提供し、多様なニーズに応じた支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 9,600 人 

[労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ワンストップ就職支

援サービス利用者数 
8,019 人 9,300 人 9,400 人 9,600 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5303 

ニートの就労機会の創出                         【倍増 10-6 創生 12203】 

ニートの就労機会を創出するために、国が設置する「地域若者サポートステーションさいたま」と連携して、心理

カウンセリング、セミナー、就農体験、就業体験などの各種職業的自立支援事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 375 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 90％ 

 [労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業による就職等進

路決定者数 
127 人 120 人 125 人 130 人 

②セミナー等参加者満

足度 
― ― 90％ 90％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2113) 

再掲 2113 ひとり親家庭等福祉事業 

ひとり親家庭の生活基盤の安定と向上を図るために、資格取得を支援するために生活費の負担を軽減する高

等職業訓練促進給付金や、就業のための能力開発を支援する自立支援教育訓練給付金など切れ目のない就業

支援サービスを提供します。 

また、養育費の取決めなど、離婚前後の法律問題を抱えている方を対象に、弁護士による法律相談を実施しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 82％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 72 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 63 件 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①高等職業訓練促進給

付金受給者のうち、養

成機関を修了した者の

常勤就職率 

71％ 80％ 81％ 82％ 

②自立支援教育訓練給

付金の支給者数 
22 人 23 人 24 人 25 人 

③離婚前後の法律相談

の件数 
26 件 19 件 21 件 23 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

5304 

中小企業等の人材確保支援                        【倍増 10-2 創生 32401】 

中小企業等の人材確保を図るために、企業 PR の場の創出等によるマッチング支援、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などの各種就労支援を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 405 人 

 [労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業による就職者数 127 人 130 人 135 人 140 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2206) 

再掲 2206 シニアの社会参加促進事業                        【創生 22104】 

社会経験豊かな市民が生涯にわたって社会参加できる機会を確保するために、公益社団法人さいたま市シル

バー人材センターを支援し、また、1 年制の大学及び大学院の「さいたま市シニアユニバーシティ」事業を実施しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 5,400 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 92％ 

 [高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①シルバー人材センタ

ー会員数 
5,086 人 5,300 人 5,350 人 5,400 人 

②シニアユニバーシテ

ィ事業に満足した参加

者の割合 

80％ 83％ 91％ 92％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2306) 

再掲 2306 障害福祉サービス事業所等整備促進事業           

在宅及び特別支援学校卒業後の障害者の社会的自立の支援など､さまざまな障害者(児)の日中活動の場等を

確保するために、指導や訓練などを行う、障害福祉サービス事業所等の民間整備を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 150 人 

[障害政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害福祉サービス事

業所等（生活介護）の

整備人数 

34 人 50 人 50 人 50 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2308) 

再掲 2308 障害者の就労機会の創出                         【倍増 10-5】 

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に、ハローワークや障害者総合支援

センター等での就労相談、障害者総合支援センターによる講座やジョブコーチの職場派遣などを通じ、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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 255 人 

[障害者総合支援センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①障害者総合支援セン

ター登録者の就労増員

数 

85 人 85 人 85 人 85 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2309) 

再掲 2309 障害者の働く場づくりの推進                        【倍増 4-3】 

就労が難しい障害者の働く機会を拡大するために、企業が障害者の雇用を促進する目的でつくる特例子会社

への就労体験支援を行うとともに、一般就労が難しい障害者等に対して、企業的経営手法を用い最低限の公的支

援で就労の場を提供するソーシャルファームの創設を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3 事業者 

 [障害者総合支援センター、障害支援課、障害政策課、産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①特例子会社またはソ

ーシャルファームの新

規事業者数 

ソーシャルファ

ームに係る取組

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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2310) 

再掲 2310 「さいたまステップアップオフィス」の拡充                 【倍増 4-2】 

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に、「さいたまス

テップアップオフィス」の定員を増やし、就労に向けたスキル習得の支援、民間企業等へのマッチング、就職後のフ

ォローアップなどを行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 25％ 

[人事課、教育総務課、障害者総合支援センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

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 

10 人(定員) 4 人 2 人 2 人 

②民間企業等への就職

率 
30％ 25％ 25％ 25％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2418) 

再掲 2418 がん患者の就労機会の支援                   【倍増 10-7 創生 32402】

がんと診断された方の仕事の継続や就職のために、市内のがん診療連携拠点病院で仕事と治療の両立に必要

な相談支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 180 件 

[健康増進課、医事課、労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま市内のがん

診療連携拠点病院での

就労相談件数 

30 件 48 件 60 件 72 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

5305 

中小企業勤労者福祉事業                       

勤労者の生活の質向上、地域の中小企業振興及び地域社会の発展のために、公益財団法人さいたま市産業

創造財団勤労者福祉サービスセンターが実施する福利厚生事業に対し補助を行い、市内中小企業等に勤務する

者の福祉向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 8,300 人 

 [労働政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①会員数 7,344 人 7,800 人 8,100 人 8,300 人 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市産業振興ビジョン 

・さいたま市雇用対策推進計画 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

・さいたま市教育総合ビジョン 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・第 7期さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

・さいたま市障害者総合支援計画（2018～2020） 

・さいたま市がん対策推進計画 
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第６章 安全・生活基盤の分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

安全を確保し、市民生活を支える 

●市民の生命と財産を守るため、建築物の不燃化・耐震化、治水対策の推進など、災害に強い都市づ

くりを進めるとともに、市民活動と連携しながら消防・防災体制の充実を図ります。 

●交通事故や犯罪のない都市、高齢者や子ども、障害のある人をはじめ、すべての市民が安全に暮ら

せる都市を目指します。 

●水の安定的な供給、下水道の普及など、市民生活を支える基盤整備を進めます。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 災害に強い都市の構築 

（１）災害に強い都市基盤整備 

（２）地域と共に進める災害対策 

（３）消防体制の充実強化 

第２節 交通事故や犯罪の少ない生活環境の形成 

（１）交通事故の防止 

（２）地域と連携した防犯の推進 

（３）安全・安心な消費生活の確保 

第３節 安全・安心な生活基盤づくり 

（１）安全な水の安定供給 

（２）安全な都市（まち）をつくる下水道整備 

（３）住生活の充実 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

市民の生命と財産を守るため、災害に強い都市づくりを進めるとともに、市民活動と連携しなが

ら消防・防災体制の充実を図ります。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）災害に強い都市基盤整備 

（２）地域と共に進める災害対策 

（３）消防体制の充実強化 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6101 

さいたま市強靭化計画の推進                       【成長 2-1 創生 52111】 

大規模災害が発生しても市民の生命を最大限守り、地域社会の重要な機能を維持する「強さ」と、生活・経済へ

の影響、市民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減し、迅速な復旧・復興ができる「しなやかさ」を持ち、市

民の安全・安心を守るよう備えるために、「さいたま市国土強靭化地域計画」を策定し、「都市の強靭化」を推進しま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで毎年度 95％ 

 [防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま市国土強靭

化地域計画のアクショ

ンプランに位置付けら

れた事業の目標達成率 

― 

計画目標を達成す

る又は上回る事業

が全体の 95％ 

計画目標を達成す

る又は上回る事業

が全体の 95％ 

計画目標を達成す

る又は上回る事業

が全体の 95％ 

 

  

第６章第１節 災害に強い都市の構築 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6102 

防災都市づくり計画の推進                        【成長 2-4 創生 52102】 

大規模災害が発生した時に起こりえる被害を防止・軽減するために、災害リスクが高い地区が抱える課題に対応

する有効な施策等の検討を促進する「推進地区」を設定するなど、安全で住みやすい都市づくりを推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに推進地区を 2 地区設定 

 [都市総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①推進地区の設定 

推進地区候補の

現況調査 

 

(仮称)防災都市づ

くり地区別方針

（素案）の作成 

(仮称)防災都市づ

くり地区別方針の

策定 

推進地区数 2 地

区 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4313) 

再掲 4313 無電柱化の推進                        【成長 2-9 創生 52104】

都市災害の防止、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、情報通信ネットワークの信頼性の向上等

を図るために、「無電柱化推進計画」を策定し、計画的に無電柱化を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4.7 ㎞ 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①無電柱化推進計画の

策定及び電線共同溝整

備延長 

0.6km 
計画策定 

0.9km 
1.8km 2.0km 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(1307) 

再掲 1307 新“見沼セントラルパーク”の推進               【成長 2-3 創生 53101】

見沼田圃地域における既存の自然・歴史・文化をかけがえのない環境資産として次代に引き継ぎ、見沼田圃の

保全・活用・創造を先導するために、緑の核となり広域防災拠点の要として防災機能を有する都市公園の整備を

進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに都市計画事業認可の取得 

 [都市公園課、防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新見沼セントラルパ

ーク次期整備地区（約

12ha）整備 

 

環境影響評価の

実施（現況調査） 

環境影響評価の実

施（準備書等の作

成） 

・都市計画決定 

・見沼土地利用審

査会の承認 

都市計画事業認可

の取得 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6103 

区域線整備推進事業                                【創生 52206】

地震等による被災時に道路やライフラインを速やかに復旧するために、市が管理している道路や水路と民地との

境界線（区域線）の確定を進めていきます。また、旧基準で境界確定を実施した区域線のデータについて、現行の

国際基準に統一します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,763ha 

[土木総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①区域線整備面積 684.7ha 611ha 548ha 604ha 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6104 

橋りょう耐震化及び長寿命化修繕事業                        【創生 52302】

震災時の道路ネットワークを確保するために、埼玉県緊急輸送道路上に架かる橋りょう及び重要路線や鉄道を

跨ぐ跨道橋・跨線橋について、重点的、計画的に橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対策を実施します。 

また、橋りょうの長寿命化を図るため、「さいたま市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、修繕工事を進めるととも

に、定期的かつ継続的に橋りょうの現況診断（点検）を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4 橋 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 19 橋 

目標指標③ 令和 2 年度まで 190 橋 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①耐震化完了橋りょう

数 
0 橋 1 橋 2 橋 1 橋 

②修繕工事の実施数 7 橋 3 橋 6 橋 10 橋 

③点検実施橋りょう数 190 橋 190 橋 190 橋 190 橋 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4208) 

再掲 4208 大栄橋の耐震化の推進                     【成長 1-2 創生 52301】

震災時の道路交通ネットワークの確保を図るために、大宮駅周辺地区において、鉄道を跨ぐ重要な橋りょうであ

る大栄橋の耐震補強設計や耐震補強工事を、鉄道事業者との協議を行いながら、早期に実施します。（アーチ部

及び西側スロープ部：鉄道事業者施工、東側スロープ部：市施工） 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに東側スロープ部の耐震補強設計の完了 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①耐震化の事業進捗 

・鉄道事業者と工

事期間等につい

て協議 

 

・西側スロープ部

の耐震補強設計の

完了 

・アーチ部工事の

着手 

・東側スロープ部

の耐震補強設計の

完了 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6105 

さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業                      【創生 52107】

地震災害に強いまちづくりを推進するために、現行の耐震基準に適合しない民間の住宅や特定建築物(注)の

耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事などに要する費用の一部を助成するとともに、耐震化に関する情報

提供や啓発活動を実施し、民間建築物の耐震化を促進します。 

(注)建築物の耐震改修の促進に関する法律第 14 条第１号に掲げる建築物 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 95％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 95％ 

[建築総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①住宅の耐震化率 90.8％ 92.8％ 93.9％ 95％ 

②特定建築物の耐震化

率 
88.6％ 91.4％ 93.2％ 95％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6106 

市有建築物保全事業                                【創生 52303】

市有建築物を計画的に予防保全するために、長寿命化対策に適した建築物であるかを判断する躯体健全性調

査を実施します。 

また、市有建築物利用者の安全確保のため、耐震性の劣る建築物については、耐震化を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 150 棟 

目標指標② 令和 2 年度までに 100％ 

[保全管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①躯体健全性調査棟数 38棟 50棟 50 棟 50 棟 

②市有建築物耐震化率 99.3％ 99.4％ 99.5％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6107 

河川改修事業                                   【創生 52109】

水害を軽減し流域住民の安全を守るために、準用河川新川、黒谷川、普通河川宝来川などの川幅を拡幅する

などの改修を進めるとともに、準用河川油面川の排水機場を整備します。さらに、老朽化したポンプ施設の更新を

行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 50.3％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3.6km 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 施設 

目標指標④ 令和 2 年度までに電気設備工事の実施 

 [河川課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①準用河川整備率 49.7％ 49.9％ 50.1％ 50.3％ 

②普通河川整備延長 2.3km 1.2km 1.2km 1.2km 

③ポンプ施設更新数 2 施設 4 施設 4 施設 4 施設 

④油面川排水機場整備 整地工事 

排水機場下部工及

び上屋建築工事の

実施 

ポンプ設置工事の

実施 

電気設備工事の実

施 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(1305) 

再掲 1305 高沼用水路の整備                       【倍増 8-3 創生 41305】

市民が水と親しみ憩える親水空間を創出するために、市民と連携しながら、高沼用水路の水路や護岸の水辺環

境整備を行い、親水型歩行空間づくりを進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1.7 ㎞ 

 [河川課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①整備延長 0.8 ㎞ 0.7 ㎞ 0.5 ㎞ 0.5 ㎞ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6108 

流域貯留浸透事業                                 【創生 52110】

都市化の著しい河川流域における雨水流出量の増大等による被害を軽減するために、流域内の公共施設への

貯留浸透施設の設置を進め、治水安全度の向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5 施設 

[河川課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①貯留浸透施設数 2 施設 1 施設 2 施設 2 施設 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6109 

防災訓練事業                                   【創生 52201】

災害時における九都県市及び防災関係機関相互の連携、協力体制を強化するために、毎年度九都県市合同

での防災訓練を実施します。 

また、地域の防災意識及び災害対応力を高めるため、各避難所において、地域住民を主体とする避難所運営

委員会を中心に、子どもから大人まで参加する防災訓練を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 93％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 90％ 

[防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①九都県市合同防災訓

練（さいたま市会場） 

来場者満足度 

91.5％ 

（平成 28年度） 
92％ 92.5％ 93％ 

②各区避難所運営訓練

参加者数（過去最大年

度比） 

90％ 

（平成 26年度比） 

90％ 

（平成 26年度比） 

90％ 

（平成 30年度比） 

90％ 

（平成 30年度比） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6110 

自主防災組織育成事業                               【創生 52202】

災害時において地域住民が団結して地域を守る共助の力を強化・育成するために、自主防災組織の結成、育

成を推進するとともに、地域の防災活動のリーダーとなる防災リーダーに対する講座をとおして、啓発を行うとともに

地域防災力の向上につなげます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 25 件 

 [防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①防災リーダーに対す

る講座における満足度 
89％ 89％ 90％ 90％ 

②自主防災組織が実施

した DIG・HUG 訓練実施

件数 

3 件 5 件 10 件 10 件 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6111 

防災アドバイザーの活用による地域防災力の強化            【倍増 7-8 成長 2-6 創生 52203】

地域の防災力強化を図るために、防災アドバイザーを自主防災組織に派遣し、自主防災組織の平時の活動

や、災害時に特に配慮を要する高齢者、障害者、乳幼児等を含めた地域住民の避難行動等の活動のため、自主

防災組織が地区防災計画を策定する際の指導を行うとともに、防災アドバイザーのスキルアップ研修を実施するな

ど、防災アドバイザーの活動をサポートする体制を整えます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 36 件 

[防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

5 件 6 件 10 件 20 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6112 

防災対策事業                                     【創生 52204】

大規模災害に備え、避難所における良好な生活環境の確保等のために、災害用の資機材整備や備蓄物資の

充実を図ります。また、発生が予想される帰宅困難者に対して、民間事業者等へ一斉帰宅抑制の啓発など対策を

推進するとともに、関係機関等と連携し、市民の市外からの帰宅支援対策に取り組みます。 

さらに、災害時に、迅速かつ正確に情報を収集・発信するため、移動系・同報系防災行政無線やメール配信な

ど通信手段の整備に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 100 社 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 29,280 食 

[防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①一斉帰宅抑制登録事

業者数 
30 社 30 社 35 社 35 社 

②災害対応従事者の食

料備蓄純増数 
13,600 食 8,580 食 10,200 食 10,500 食 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6113 

防災機能を持った地域拠点の整備支援                       【倍増 7-6 創生 52205】 

身近な場所を防災拠点として活用するために、災害時に市民の一時集合場所となりうる公園を整備するととも

に、自治会館やマンション集会所等を身近な地域の防災拠点として登録し、その運営主体となる自主防災組織に

対し、収容人数に応じた災害用毛布やアルファ米の貸与や、太陽光発電設備の導入支援を行うほか、自主防災

組織の避難行動計画の策定に向けた支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 15 か所 

[防災課、環境創造政策課、都市公園課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①身近な地域の防災拠

点の登録・整備数 
3か所 5か所 5 か所 5 か所 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6114 

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

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に、専門的なケアが必要な要配慮者を受け入れる福祉

避難所の開設訓練を実施するほか、災害対策基本法上の福祉避難所指定施設を拡大し、また、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 74 回 

目標指標② 令和 2 年度の訓練参加者理解度 96％ 

 [防災課、福祉総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①福祉避難所開設訓練

の実施回数（図上訓練

含む） 

10 回 25 回 25 回 24 回 

②福祉避難所開設訓練

の参加者理解度 
― 85％ 96％ 96％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6115 

大規模火災から生命を守る広域避難場所の拡充               【成長 2-5 創生 52112】 

災害時に大規模な延焼火災が発生した際、地域住民が適切に判断して、市内に 21 か所指定されている広域避

難場所へ確実に避難行動をとれるようにするために、自治会館などを「身近な地域の防災拠点」として登録する自

主防災組織に対し、地域ごとに適切な広域避難場所を大規模延焼火災からの避難先として位置付けた避難行動

計画の策定を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 50 組織 

 [防災課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①広域避難場所までの

避難行動計画を策定し

た自主防災組織数 

策定基準整備 20 組織 15 組織 15 組織 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6116 

消防力等整備事業                           

大規模化、複雑多様化する災害に的確に対応するために、「さいたま市消防力整備計画」に基づき、必要な消

防力として消防署所、消防車両及び人員を整備します。 

また、災害に強い都市づくりを効果的に推進するため、当該計画の整備効果を検証し、その課題点を踏まえ、

今後の方策を検討します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 4 署所（うち令和元年度までに 2 署完了） 

目標指標② 平成 30 年度に 7 台 

 [消防企画課、消防施設課、警防課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①消防署所整備数 3 消防署整備継続 
1消防署整備完了、 

2 消防署整備継続 

1消防署整備完了、 

1 消防署整備継続 

1消防署整備継続、

1出張所着手 

②消防車両増強整備数 1 台 7 台 ― ― 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6117 

警防体制強化事業                                                    【創生 52210】

大規模災害による市民の被害を最小限にするために、消防活動を総括する警防本部室を整備し、大規模災害

発生直後の初動態勢を確立するとともに、応援部隊との連携強化による警防体制強化を図ります。           

また、更なる警防体制の強化のため、毎年度訓練を実施し、その検証結果を基に警防本部の運営に係る諸計

画（警防本部運営計画）を改正します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに警防本部運営計画の再改正 

[警防課、指令課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①警防本部体制強化 

震災対応訓練の実

施 

震災消防計画・受

援計画の改正 

運用開始 
警防本部運営計画

改正 

警防本部運営計画

再改正 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6118 

元消防職員による消防協力体制整備                 【倍増 7-7 成長 2-7 創生 52211】

大規模災害の対応に必要となる人員の確保のために、経験豊富な元消防職員による協力体制を確立し、消防

体制の充実を図るとともに、自主防災組織等との協働体制を構築し地域防災力を強化します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 25 名 

 [消防総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①協力員の新規登録者

数及び自主防災組織等

との協働体制構築 

68 名 

（平成30年4月1

日時点の登録者

数） 

6 名 

・8名 

・自主防災組織等

との協働体制の構

築 

11 名 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6119 

消防団充実強化事業                                【創生 52207】

 地域防災の中核として将来にわたり欠くことのできない消防団を充実強化するために、組織体制の強化や活動

能力の向上、消防団員の確保に必要となる事業を、地域住民や消防団と調整を図りながら推進していきます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 213 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 分団車庫 

[消防団活躍推進室、消防施設課、警防課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①消防団員の年間入団

者数 

73 人 

（※過去5年間の平

均退団者数 69人） 

70 人 71 人 72 人 

②消防団施設整備数

（建替・新設） 
2 分団車庫完了 3 分団車庫完了 1 分団車庫完了 2 分団車庫完了 

  

204



第 6章第 1節 
 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6120 

火災予防対策推進事業                                      【創生 52208】

住宅火災及び住宅火災による死傷者の発生を防ぐために、住宅防火訪問による住宅用火災警報器の設置促

進及び維持管理、高齢者家庭防火訪問による高齢者被害の低減対策などの直接的な指導を実施するほか、自治

会・関係機関等と連携し、市民の防火意識の高揚を図るための住宅防火対策事業を実施します。 

また、火災の発生を予防し、被害の軽減を図るため、法令改正後の防火対象物及び危険物施設における法令

適合率を向上させるとともに、計画的な査察及び関係部局と連携した指導を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 72,000 件 

目標指標② 令和 2 年度までに 90％ 

目標指標③ 東京 2020 大会開催までに 100％ 

 [予防課、査察指導課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①住宅防火訪問及び高

齢者家庭防火訪問件数 
― 24,000 件 24,000 件 24,000 件 

②法令改正基準適合率

の向上（平成 30 年度 

から施行となるもの） 

― 80％ 85％ 90％ 

③法令基準適合率の確

保（東京 2020 大会に関

するもの） 

― ― 90％ 100％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6121 

救急需要対策・応急手当普及啓発事業                        【創生 52209】

増加する救急要請に対応するために、「119 救急ガイド」の配布など、緊急度判定体系の確立に向けて段階的

に取り組みます。 

また、救命効果を高めるため、市民に対する応急手当講習の受講を促進するとともに、より多くの市民に応急手

当普及啓発を行うため、市民指導者を育成し心肺停止傷病者への応急手当実施率の向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに運用 

目標指標② 令和 2 年度までに 22.7％ 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 154,000 人 

 [救急課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①緊急度判定体系の確

立 

他都市の取組状

況調査 

プロトコル素案作

成 
試行的運用 運用 

②119 救急ガイド（冊子

版）及びさいたま市救

急受診ガイド（ｗｅｂ

版）の認知度 

― 
市民に対する認知

度調査を実施 
21.4％ 22.7％ 

③年間応急手当受講者

数 

35,255 人 

（平成 29年） 

39,000 人 

（平成 30年） 

55,000 人 

（令和元年） 

60,000 人 

（令和 2年） 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市国土強靭化地域計画 

・さいたま市国土強靭化地域計画アクションプラン 

・さいたま市地域防災計画 

・さいたま市防災都市づくり計画 

・さいたま市緑の基本計画（改訂版） 

・さいたま市緑の基本計画後期アクションプラン 

・改定さいたま市建築物耐震改修促進計画 

・市有建築物耐震化実施計画 

・さいたま市水環境プラン（第 2次改訂版） 

・さいたま市消防力整備計画 

・さいたま市消防団充実強化計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

交通事故や犯罪のない都市、高齢者や子ども、障害のある人をはじめ、すべての市民が安全・安

心に暮らせる都市を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）交通事故の防止 

（２）地域と連携した防犯の推進 

（３）安全・安心な消費生活の確保 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6201 

交通安全施設設置事業                                【創生 51107】

交通事故防止と防犯のために、市民からの設置要望が多い場所や事故が起こりやすい場所を中心に、公衆街

路灯及び道路反射鏡の設置を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,400 灯 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 750 基 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①道路照明施設設置数 870 灯 800 灯 800 灯 800 灯 

②道路反射鏡設置数 270 基 250 基 250 基 250 基 

  

第６章第２節 交通事故や犯罪の少ない生活環境の形成 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4119) 

再掲 4119 自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進                    【倍増 7-1 創生 42301】

「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」を実現するために、「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、「たのしむ」「まもる」「はしる」「とめる」の 4 つの施策を柱として、さいたま市コミュ

ニティサイクル事業の運営のほか、シェアサイクル普及事業実証実験の実施やサイクルサポート施設の認定・設

置、放置自転車の解消などに取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 480,000 回 

目標指標② 令和 2 年度までに実験データ分析、結果検証、評価 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 21 施設 

目標指標④ 令和 2 年度までに 360 台 

 [自転車まちづくり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①コミュニティサイク

ル利用回数 
157,865 回 159,000 回 160,000 回 161,000 回 

②シェアサイクル普及

事業実証実験の実施 
― 

実験開始、サイク

ルポート確保 
実験データ収集 

実験データ分析、

結果検証、評価 

③サイクルサポート施

設認定数（民間施設） 
6 施設 7 施設 7 施設 7 施設 

④放置自転車台数（市

内全駅・秋季平日午前

11 時調査） 

460 台 440 台 380 台 360 台 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4120) 

再掲 4120 自転車通行環境の整備                     【倍増 7-2 創生 42302】

自転車の安全かつ快適な通行環境を創出するために、「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」に基づき、自

転車通行環境の整備を速やかに進めるとともに、市民ニーズを踏まえ自転車ネットワーク路線の見直しを行いま

す。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 70 ㎞ 

目標指標② 令和 2 年度までに 12％減（対平成 28 年比） 

 [道路環境課、自転車まちづくり推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①自転車通行環境整

備延長 

24 ㎞（総延長 82

㎞） 

22 ㎞（総延長 112

㎞） 

23 ㎞（総延長 135

㎞） 

25 ㎞（総延長 160

㎞） 

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） 

4.5％減 

（平成 29年） 

6％減 

（平成 30年） 

9％減 

（令和元年） 

12％減 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4311) 

再掲 4311 道路環境整備事業                            【創生 52103】 

道路利用者の安全を確保するために、狭隘な踏切道や交通事故が多発している交差点における安全対策など

を実施するほか、道路補修の費用削減や平準化を図るために、路面性状調査を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 か所 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22 か所 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 295km 

 [道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①踏切の構造改良箇所

数 
1 か所 用地取得 1 か所 2 か所 

②事故危険箇所の緊急

対策箇所数 
計画策定 7 か所 7 か所 8 か所 

③路面性状調査の調査

延長 
99.5km 97km 100km 98km 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(4312) 

再掲 4312 ゾーン３０の整備推進                     【倍増 7-5 創生 52106】

生活道路での歩行者の安全な通行を確保するために、区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速30キロ

メートルとするとともに、地域の方々や交通管理者との協議を踏まえ、安全対策や通過交通の抑制等を行う「ゾーン

３０」を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 22 地区 

目標指標② 令和 2 年度までに 18％減（対平成 28 年比） 

[道路環境課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ゾーン３０の整備地

区数 
8 地区 9 地区 7 地区 6 地区 

②さいたま市内の交通

事故件数の減少率（対

平成 28年比） 

6.9％減 

（平成 29年） 

9％減 

（平成 30年） 

13.5％減 

（令和元年） 

18％減 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6202 

交通安全教室実施事業                                               【創生 42303】

交通事故の発生を防止し、交通安全に対する意識を高めるために、小学生までの子どもたちを対象とした交通

安全教室を実施するとともに、様々な周知、啓発を通じ、交通マナーの向上や交通ルールの遵守の徹底を促進し

ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで 23,000 人 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①交通安全教室の受講

者数 
22,287 人 23,000人 23,000 人 23,000人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6203 

高齢者の交通安全教室の拡充                       【倍増 7-4 創生 42304】     

高齢者の交通事故を減少させるために、高齢者を対象とした交通安全教室を実施するとともに、リーフレットを作

成し広く周知・啓発を行うことにより、交通マナーの向上や交通ルールの遵守の徹底を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 2,500 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 12％減 

 [市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①交通安全教室の受講

者数 
1,289 人 2,000 人 2,300 人 2,500 人 

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） 

4.5％減 

（平成 29年） 

6％減 

（平成 30年） 

10％減 

（令和元年） 

12％減 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3130) 

再掲 3130 自転車免許制度の全面実施                   【倍増 7-3 創生 42305】

児童生徒の安全を一層確保するために、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、新たに全ての市立中・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、引き続き市立中・高等学校においてスケアード・ストレイト教育技法を用いた交通安全教室を実施し、児童

生徒への交通安全に対する啓発を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに全市立中・高等学校で実施 

目標指標② 令和 2 年度までに 12％減 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①全市立中・高等学校 1

年生対象の「中・高等

学校生自転車運転免許

制度」 

19 校 実施 実施 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） 

4.5％減 

（平成 29年） 

6％減 

（平成 30年） 

9％減 

（令和元年） 

12％減 

（令和 2年） 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6204 

防犯対策事業                                   【創生 51106】

安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するために、市民、事業者、警察等関係機関との連携の下、広報啓発

活動を通じて市民の防犯や暴力排除意識の向上を図るとともに、自治会の防犯カメラ設置に対する支援を行うな

ど、地域における自主防犯活動の支援や暴力排除活動を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 90 台 

目標指標② 令和 2 年までに 3,600 件 

 [市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①防犯カメラ設置支援

台数 
9 台 20台 30台 40台 

②自転車盗件数 
3,266 件 

（平成 29年） 

3,800 件 

（平成 30年） 

3,700 件 

（令和元年） 

3,600 件 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6205 

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

安全で安心な市民生活を確保するために、警察機関との協議・連携等を行うとともに、自主防犯活動団体等に

よる自主的な取組への支援を行うなどにより、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに検討、見直しを踏まえた取組・支援等 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6206 

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

大宮警察署の移転に伴い、市北部地域の治安を確保するために、現況を把握しつつ、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ます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 1,400 件以下 

 [市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市北部地域における

刑法犯認知件数 

1,074 件 

（平成 29年） 

1,400 件以下 

（平成 30年） 

1,400 件以下 

（令和元年） 

1,400 件以下 

（令和 2年） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3127) 

再掲 3127 学校安全推進事業                            【創生 51102】 

児童生徒の事故等を防止するために、防災教育カリキュラムの実施、「ASUKA モデル」の実践等により、学校に

おける安全教育・安全管理に取り組むとともに、交通安全対策として、全市立小・中学校で、通学路の安全点検を

行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで全市立小・中・高等・特別支援学校で実施 

目標指標② 令和 2 年度まで全市立小・中学校で実施 

 [健康教育課、学事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①教職員を対象とした

傷病者発生時対応訓練

（全市立小・中・高等・

特別支援学校） 

実施 実施 実施 実施 

②通学路の安全点検

（全市立小・中学校） 
実施 実施 実施 実施 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3128) 

再掲 3128 「学校安全ネットワーク」の推進                 【倍増 7-10 創生 51101】

通学区域全体の安全性を高めるために、多くの人の目で子どもを見守る「学校安全ネットワーク」について、協力

者の確保のための積極的な広報活動や、新たな見守り活動制度などによる拡充を行い、更なる推進を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3,000 人 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3129) 

再掲 3129 ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及           【倍増 7-11 創生 51104】

学校における子どもの安全を確保するために、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ていくほか、研究指定校において、更なる学校安全

に向けた研究に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①慈恩寺小学校の取組

例の市立学校での実施

率(「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) 

40％ 70％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6207 

セーフコミュニティの推進（認証取得）(再掲第 7章 2節)          【倍増 7-12 創生 51103】        

「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に、行政、市民団体、事業

者が連携してＷＨＯが推奨するセーフコミュニティの取組を推進し、国際セーフコミュニティの認証を取得します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに活動報告会開催 

 [危機管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6208 

国民保護対策推進事業                         

2020（令和 2）年に開催される東京 2020 大会に向け、市民及び来訪者が安心して過ごせるようにするために、市

職員向け研修会と併せて、国民保護訓練を毎年実施するとともに、開催前年にあたる令和元年度においては当該

大会を想定した実動訓練を実施し、これまでの図上訓練での成果・課題を検証するなど、国民保護事態に対する

対処能力の向上を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までにオリンピック・パラリンピック体制の確立 

[危機管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①国民保護実動訓練実

施 

図上訓練（RP方式

シナリオ提示型） 

図上訓練（RP 方式

ブラインド型）の

実施 

実動訓練の実施 

オリンピック・パ

ラリンピック体制

の確立 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6209 

消費生活安全推進事業                    

消費生活における市民の安心・安全を確保するために、市民からの消費生活相談を受け、助言やあっせん等の

方法により、消費者被害の救済を図るとともに、悪質な事業者への指導、市民への消費者教育・啓発を実施するこ

とにより、消費者被害の未然防止と消費者の自立を支援します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10,350 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 300 件 

 [消費生活総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①消費生活講座・セミ

ナー参加者数 
3,616 人 3,150 人 3,600 人 3,600 人 

②事業者指導件数 106 件 100 件 100 件 100 件 

 

 

◆関連する個別計画 

・第 10 次さいたま市交通安全計画 

・さいたま市自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～ 

 ・さいたま市自転車ネットワーク整備計画 

・さいたま市バリアフリー基本構想 

・第 2次さいたま市防犯のまちづくり推進計画 

・さいたま市教育総合ビジョン 

・さいたま市国民保護計画 

・さいたま市第 2期消費生活基本計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

水の安定的な供給、下水道の普及など、市民生活を支える基盤整備を進め、住みたい・住み続け

たいまちを目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）安全な水の安定供給 

（２）安全な都市（まち）をつくる下水道整備 

（３）住生活の充実 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6301 

上水道施設整備事業                                     【創生 52306】

安全・安心な水道水を安定して供給していくために、水道施設の計画的な更新を進めつつ、地震等の災害に対

しても信頼性の高い強靭な水道を構築するとともに、民間的経営手法の導入や職員の技術力向上など、効率的な

事業運営に努め、健全な経営を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 50％ 

 [水道計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①水道管路の耐震化率 47.3％ 47.6％ 48.8％ 50％ 

  

第６章第３節 安全・安心な生活基盤づくり 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲

(7304) 

再掲 7304 水道事業の国際協力拡大                    【成長 6-4 創生 31310】

水道局で培った経験や技術力を広く海外で生かすとともに職員の人材育成を図るために、独立行政法人国際

協力機構(JICA)など国際機関との連携により、ラオスに対して職員を専門家として派遣するとともに、ラオス研修生

の受入を行います。 

また、これまで築き上げてきた国際協力に係るノウハウやネットワークを生かし、民間企業におけるラオス進出の

機会を支援するために、情報提供やサポート体制を強化します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 40 名を延べ 275 週間 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 27 名を延べ 36 週間 

 [経営企画課、産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①専門家派遣 3 名/21 週間 14 名/93 週間 14 名/93 週間 12 名/89 週間 

②研修生受入 0 名/0 週間 9 名/12 週間 9 名/12週間 9 名/12 週間 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6302 

下水道汚水事業               

都市の健全な発達や快適で衛生的な生活環境と公共水域の水質保全を図るために、市街化区域については、

区画整理などのまちづくり事業の進捗に合わせ、市街化調整区域については、人口分布や土地利用状況などを

踏まえ、順次、公共下水道の整備を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 94.0％ 

[下水道計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①下水道普及率 92.9％ 93.2％ 93.6％ 94.0％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6303 

下水道浸水対策事業                                【創生 52108】

浸水被害から市民の生命や財産を守るために、浸水被害の発生状況や市民からの要望を踏まえ、優先的に対

策を実施する整備促進エリアを設定し、雨水管や雨水貯留施設の整備を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 か所 

 [下水道計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①整備促進エリアの対

策完了数 
1 か所 4 か所 3 か所 3 か所 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6304 

下水道施設老朽化対策事業                              【創生 52307】

老朽化の著しい下水道施設による事故を未然に防止するために、施設の重要度や劣化状況を踏まえた老朽化

対策を計画的に進めるとともに、地震による被害の最小化を図るため、下水道施設の耐震化を進めます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 15km 

目標指標② 令和 2 年度までに 22％ 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 か所完了 

 [下水道計画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①老朽管渠の改築延長 6km 5km 5km 5km 

②重要な下水道管渠

（697km）の耐震化率 
15％ 17％ 20％ 22％ 

③耐震化を実施したポ

ンプ場・処理場数 
3 か所完了 2 か所完了 1 か所完了 3 か所完了 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

6305 

マンション管理適正化支援事業                           

分譲マンションの耐震化や適正な管理運営、大規模修繕等を促進するために、築年数の古いマンションから順

次、管理状況等のヒアリング調査を実施するとともに、必要に応じて、管理組合や区分所有者に対し、耐震化や適

正管理のための情報提供や相談等の支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 120 団地 

 [住宅政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①分譲マンション・ヒ

アリング調査数 
40 団地 40 団地 40 団地 40 団地 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6306 

市営住宅建替事業               

安心して暮らせる住まいづくりを推進するために、老朽化が顕著と認められる市営住宅について、「さいたま市市

営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的な建替えを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに 80 戸完成し、令和 2 年度に 85 戸着手 

[住宅政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①建替えに伴う市営住

宅の整備戸数 
115戸完成 80戸着手 80 戸完成 85 戸着手 

コード 事業名・事業概要・所管課 

6307 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業  

住宅の確保が困難な市民の居住の安定を確保するために、高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の入居を

拒まない賃貸住宅登録制度の周知を図るとともに、民間賃貸住宅の有効活用を促進します。 

また、総合的かつ効果的に施策を展開するため、「さいたま市賃貸住宅供給促進計画」を策定します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに「さいたま市賃貸住宅供給促進計画」の策定 

 [住宅政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

① 「さいたま市賃貸住

宅供給促進計画」の策

定 

登録制度の開始

（10/25～） 

基礎データの収

集、整理、分析 

供給促進計画素案

の作成 

供給促進計画の策

定 
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◆関連する個別計画 

・さいたま市水道事業長期構想 

・さいたま市水道事業中期経営計画 

・希望つなぐ下水道プラン（さいたま市下水道長期計画） 

 ・さいたま市下水道事業中期経営計画 

・さいたま市下水道事業実施計画 

 ・さいたま市住生活基本計画 

 ・さいたま市市営住宅等長寿命化計画 
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第７章 交流・コミュニティの分野 

 施策展開の方向（基本構想より） 

理解を深め合い、多彩な交流を広げる 

●コンベンション機能や情報発信機能など、広域的な交流機能を充実するとともに、産業・経済、文

化、スポーツなど幅広い分野で、国内外との交流を進めます。 

●異文化交流を進めながら、外国の人にも住みやすい、世界に開かれた都市を目指します。 

●男女共同参画社会の実現を図るとともに、年齢の違い、障害の有無などにかかわりなく、一人ひと

りを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を発揮し、共に参画できる地域社会を築きます。 

●地域におけるまつり、イベントの開催や世代間の交流などを進め、ふれあいのある地域社会を築き

ます。 

 

 施策体系（後期基本計画より） 

第１節 人権尊重社会の実現 

（１）人権を尊重する都市づくり 

（２）男女共同参画社会の実現 

（３）配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援 

第２節 ふれあいのある地域社会の形成と活性化 

（１）地域住民等の交流の促進 

（２）地域住民等の自主的活動の促進 

（３）地域住民等の活動環境の充実 

第３節 多文化共生・世界に開かれた都市づくり 

（１）国内外との多様な交流機会の充実 

（２）国際化の推進と多文化共生社会の実現 

（３）世界の恒久平和実現への貢献 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

人権に関する意識の向上と被害者への支援に積極的に取り組み、社会全体で不当な差別を許さな

い人権尊重社会を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）人権を尊重する都市づくり 

（２）男女共同参画社会の実現 

（３）配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

7101 

人権が尊重される社会の推進                             【倍増 9-7】

同和問題をはじめとする女性・子ども・高齢者・障害者・外国人などの様々な人権問題を解決するために、全庁

的な組織体制のもと、学校・社会における人権教育や各種啓発活動の実施により、あらゆる人々の人権尊重意識

の普及・高揚を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5,300 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 86,400 人 

目標指標③ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 75,000 人 

目標指標④ 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 回 

目標指標⑤ 令和 2 年度までに 96％ 

目標指標⑥ 令和元年度までに（仮称）パートナーシップ宣誓制度の創設及び周知 

 [人権政策・男女共同参画課、人権教育推進室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①人権啓発講演会参加

人数 
1,155 人 1,300 人 2,000 人 2,000 人 

②隣保館利用者数 24,257 人  26,400 人 28,800 人 31,200 人 

③人権教育集会所利用

者数 
22,237 人 24,000 人 25,000 人 26,000 人 

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 

九都県市共通メ

ッセージの作成 
講座等の開催 4回 講座等の開催 4 回 講座等の開催 4回 

⑤人権啓発講演会の参

加者理解度 
94.8％ 95％ 95.5％ 96％ 

⑥（仮称）パートナー

シップ宣誓制度の創設 
― 

（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 

（仮称）パートナ

ーシップ宣誓制度

の周知 

  

第７章第１節 人権尊重社会の実現 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7102 

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

犯罪被害者及びその家族又は遺族の方々が、身体的被害や精神的被害から回復し、日常生活を円滑に送るこ

とができるようになるために、埼玉県や埼玉県警等とも連携・協力し、総合的に対応できる全庁的な体制を整備し、

犯罪被害者等への支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに制度の見直し 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①犯罪被害者等への支

援体制の充実 

犯罪被害者等支援

要綱の制定 

総合的対応窓口の

設置 
制度の検証 制度の見直し 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2110) 

再掲 2110 パパサンデーなど父親の子育て参加の推進               【倍増 2-12 創生 11201】

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に、子育て支援センター（単独型）等で父親向け講

座、イベント等を開催するとともに、周知・啓発を行います。 

また、実施内容の質の向上を図り、講座・イベント等の参加機会を増やします。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 42,600 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 97％ 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

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 

13,260 人 13,700 人 14,200 人 14,700 人 

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 

90% 92％ 97％ 97％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2111) 

再掲 2111 １日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業                         【創生 11202】 

父親や祖父母の育児の参加を推進するために、子どもの多様性や成長過程における育児への理解を深めるこ

とや父親等が自分自身や子育てについて改めて考える機会を提供する、幼稚園、保育所等での１日保育士・幼稚

園教諭体験を実施します。 

また、生涯学習総合センター及び公民館で親の学習事業を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8,550 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 99％以上を維持 

目標指標③ 令和 2 年度までに 83.4％ 

[幼児政策課、保育課、生涯学習総合センター] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者数 
2,645 人 2,700 人 2,850 人 3,000 人 

②1日保育士・幼稚園教

諭体験参加者の中で育

児参加への意識が高ま

ったと回答した割合 

― 
アンケート調査の

実施 
99％ 99％ 

③親の学習事業の男性

参加者の中で「満足」

と回答した割合 

79.8％ 81.0％ 82.2％ 83.4％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7103 

男女共同参画のまちづくり事業                                       【創生 11205】

男女共同参画社会を実現するために、「第 4 次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」に基づき、男女共

同参画推進センターにおいて、男女共同参画社会についての学習機会（講座等）を提供するとともに、様々な悩

みに関する相談や市民の活動・交流支援を行います。 

また、男女共同参画によるまちづくりを推進するために、市の政策・方針決定過程の場である審議会等の委員に

女性を積極的に登用します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 42％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 0 件 

 [人権政策・男女共同参画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①男女共同参画推進セ

ンターで開催する講座

における、講座定員に

対する充足率 

81.7％ 82％ 86％ 90％ 

②審議会等委員への女

性登用率 
36.1％ 42％ 42％ 42％ 

③女性がいない審議会

等の数 
2 件 2 件 1 件 0 件 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7104 

ＤＶ防止対策及び被害者の自立支援事業           

配偶者、交際相手等からの暴力を未然に防ぐために、暴力を容認しない社会の風土・風潮を醸成するとともに、

若年層を対象とした予防啓発や教育・学習の充実に取り組みます。 

 また、男性 DV 被害者の相談体制の整備など配偶者暴力相談支援センターの更なる機能の拡充を図り、DV の

防止から、被害者の保護、自立支援まで、関係機関などとの連携により、切れ目のない取組を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3,600 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3,600 件 

 [人権政策・男女共同参画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①デートＤＶ防止出前

講座の受講者数 
1,105 人 1,150 人 1,200 人 1,250 人 

②ＤＶ被害者への相談

支援件数 
1,050 件 1,100 件 1,200 件 1,300 件 

 

 

◆関連する個別計画 

・人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計画 

・人権教育及び人権啓発推進さいたま市実施計画（平成 30～令和元年度） 

・同和問題の早期解決に関する基本方針～同和行政・同和教育の基本的なあり方～ 

 ・同和問題の早期解決に関する同和行政・同和教育実施計画（平成 30～令和 4年度） 

・第 4次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

 ・第 2次さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

地域住民等の交流や自主的な活動を促進し、ふれあいのある地域社会の形成と、地域住民が主体

的に地域課題の解決に取り組むまちを目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）地域住民等の交流の促進 

（２）地域住民等の自主的活動の促進 

（３）地域住民等の活動環境の充実 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

7201 

自治会加入促進                             【倍増 9-3 創生 51201】 

地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の推進に関する

条例」に基づき自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交付などの自治会活動に対する支

援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6,000 世帯 

       [コミュニティ推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①自治会加入世帯数の

増加 
2,473 世帯 2,000 世帯 2,000 世帯 2,000 世帯  

  

第７章第２節 ふれあいのある地域社会の形成と活性化 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7202 

市民活動及び協働の推進事業                             【創生 51202】

市民活動及び協働を推進するために、「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」に基づき、市民活動等に関

する情報提供、イベントなどによる相互交流の場の創出、マッチングファンド制度による助成等、自治会やボランテ

ィア団体を含む市民活動団体への支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 18 事業 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 300 団体 

目標指標③ 令和元年度から令和 2 年度までの 2 年間の累計で 12,550 人 

 [市民協働推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①マッチングファンド

制度による助成事業数 
4 事業 6 事業 6 事業 6 事業 

②市民活動サポートセ

ンターの新規利用登録

団体数 

90 団体 100 団体 100 団体 100 団体 

③市民活動サポートセ

ンターフェスティバル

来場者数 

5,879 人 ― 6,200 人 6,350 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2107) 

再掲 2107 子どもの社会参画推進事業                        【創生 12201】 

子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むために、子どもたちが自らの発想によって、子どもたちだけが市民

になれる仮想のまちをつくり、働き、お金を稼いで、物を買ったり、サービスを受けたりするなど、楽しみながら様々

な体験をすることができる「子どもがつくるまち ミニ○○(区)」を全区で実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度まで全区で 90％以上 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①参加してよかった等

と回答した参加者の割

合が 90％以上の区の数 

参加者アンケー

トを実施した 7区

中 7区 

全区 全区 全区 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2114) 

再掲 2114 多世代交流会食の支援強化                   【倍増 2-10 創生 11117】

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に、多世

代交流会食に継続的に取り組む団体等への支援を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 か所（令和 2 年度までに 14 か所） 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5,800 人 

 [子育て支援政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業実施箇所数の拡

大 
4 か所 6 か所 2 か所 2 か所 

②年間延べ利用者数 690 人 1,400 人 2,000 人 2,400 人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3121) 

再掲 3121 学校を核とした地域づくりの推進                        

 

学校と地域が連携・協働して未来を担う子どもたちをはぐくむとともに、小・中学校区における自立した地域社会

の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づくり」を行うために、令和 4 年度までに全ての市立学校にコミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度）を導入し、学校が地域住民等と一体となって特色ある学校づくりを進めていくため

の仕組みと、スクールサポートネットワーク等の様々な取組をより効果的に活用するための体制を構築します。 

また、学校と保護者・地域住民等の間で発生する多種多様な問題に対処するために、弁護士・精神科医・臨床

心理士・元警察官等による学校相談支援チームの相談活動の充実を図ります。 

なお、学校相談支援チームによる活動は、令和元年度に文部科学省の委託事業として実施する「いじめ防止等

対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究事業」の調査研究結果を踏まえ、令和 2 年度から、仮称「さ

いたま市スクールロイヤーチーム」の活動と統合し、実施する予定です。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに小・中学校 100％ 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度に全てのコミュニティ・スクール導入希望校で導入 

[教育政策室、生涯学習振興課、教職員人事課、指導２課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①さいたま市学習状況

調査における、「保護者

や地域の人の学校支援

ボランティア活動は、

学校の教育水準の向上

に効果がありました

か」の質問に、「そう思

う」「どちらかといえ

ば、そう思う」と回答

した学校の割合 

小学校 99.0％ 

中学校 91.2％ 

 

※平成 29 年度は

全国学力・学習状

況調査による 

小学校 100％ 

中学校 95.0％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

②学校相談支援チーム

（※）が、学校や保護

者等からの相談に対

し、解決及び解決の方

向性について指導・助

言した割合 

※令和 2 年度からは、

仮称「さいたま市スク

ールロイヤーチーム」 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③コミュニティ・スク

ール導入校数 
導入検討 

モデル校選定 

導入準備・調査 
7 校 

全てのコミュニテ

ィ・スクール導入

希望校で導入 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3128) 

再掲 3128 「学校安全ネットワーク」の推進                【倍増 7-10 創生 51101】

通学区域全体の安全性を高めるために、多くの人の目で子どもを見守る「学校安全ネットワーク」について、協力

者の確保のための積極的な広報活動や、新たな見守り活動制度などによる拡充を行い、更なる推進を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 3,000 人 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3129) 

再掲 3129 ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及           【倍増 7-11 創生 51104】

学校における子どもの安全を確保するために、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ていくほか、研究指定校において、更なる学校安全

に向けた研究に取り組みます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

 [健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①慈恩寺小学校の取組例

の市立学校での実施率

(「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) 

40％ 70％ 100％ 100％ 

コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(6207) 

再掲 6207 セーフコミュニティの推進（認証取得）             【倍増 7-12 創生 51103】

「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に、行政、市民団体、事業者

が連携してＷＨＯが推奨するセーフコミュニティの取組を推進し、国際セーフコミュニティの認証を取得します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに活動報告会開催 

 [危機管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(2215) 

再掲 2215 高齢者の見守り活動の支援           

高齢者の在宅生活を支えるために、地区社会福祉協議会が主体となった単身高齢者等への見守り活動や、見

守り活動の活性化に向けた研修、啓発事業を支援します。また、地区社会福祉協議会の活動実態の詳細を把握

し、単身世帯等の皆さんがより安心・安全に暮らせるよう、活動内容の充実・改善に向けて検討を行います。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 51 地区(全地区) 

目標指標② 令和 2 年度までに 2,100 人 

 

[高齢福祉課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①見守り活動を行う地

区社会福祉協議会数 
43 地区 46 地区 48 地区 51 地区(全地区) 

②見守りの活動者数 ― 調査 2,000 人 2,100 人 

 

 

◆関連する個別計画 

・「市民活動の推進」と「市民と行政の協働の促進」に関する指針 

・さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン－さいたま市子ども・子育て支援事業   

計画－ 

・さいたま市教育総合ビジョン 

・さいたま市第 2期保健福祉総合計画 

・第 7期さいたま市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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◆目指す方向性（後期基本計画より） 

文化の違いを互いに認め合い、地域社会の仲間として共に暮らしていくことができる多文化共生

社会の実現とともに、様々な分野での国内外との交流・協力を積極的に推進し、世界に開かれた都

市を目指します。 

 

◆施策展開（後期基本計画より） 

（１）国内外との多様な交流機会の充実 

（２）国際化の推進と多文化共生社会の実現 

（３）世界の恒久平和実現への貢献 

 

◆実施計画事業 

コード 事業名・事業概要・所管課 

7301 

MICE 施設の充実                               【成長 4-2 創生 31402】

国際化施策を進めることにより、経済の活性化など都市の活力向上を図っていくために、国際会議などのコンベ

ンションを始めとする MICE 開催に向けた市有施設の有効活用やコンベンション・宿泊施設の誘致に取り組み、

MICE 開催件数の増加や、インバウンド需要の取込み等による本市への宿泊を伴う観光客数の増加を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度に 5 施設 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4 件 

 [観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①MICE 誘致に向けた市

有施設の活用 

（収容人数100人以上） 

4 施設 5 施設 ― ― 

②宿泊施設開業件数

（客室数 100 室以上） 
1 件 1 件 1 件 2 件 

  

第７章第３節 多文化共生・世界に開かれた都市づくり 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7302 

MICE 推進事業                              【成長 4-3 創生 31403】

国際化施策を進めることにより、経済の活性化など都市の活力向上を図っていくために、情報収集、セールス活

動を行い、国際会議などのコンベンションを始めとする MICE 誘致を一層推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 450 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 305 億円 

 [観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①関東ブロック以上の

コンベンション開催件

数 

120件 140 件 150 件 160 件 

②関東ブロック以上の

コンベンション開催に

よる経済波及効果 

71.9 億円 95億円 100 億円 110 億円 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3304) 

再掲 3304 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業                           【創生 31504】 

オリンピック・パラリンピックの競技種目や東京 2020 大会自体に対する市民の関心・理解を高めるために、さいた

まスポーツフェスティバルを開催し、オリンピック・パラリンピック競技を中心とする各種スポーツを、市民に紹介する

とともに体験してもらうことで、東京 2020 大会の気運の醸成を図ります。 

 また、大会期間中、本市を訪れる人々をもてなし、本市の魅力をアピールするために、埼玉県とともに、ボランティ

ア人材の確保に努めます。また都市ボランティアの皆様に、ボランティア体験の機会を提供します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％以上 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 69,000 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに 100％ 

目標指標④ 令和 2 年度（東京 2020 大会）までに累計で 13 回 

 [オリンピック・パラリンピック部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①東京2020大会におい

て、本市がサッカー競

技・バスケットボール

競技の開催都市である

ことの市民認知度 

52.25％ 60％以上 70％以上 90％以上 

②さいたまスポーツフ

ェスティバルの来場者

数 

21,000 人 22,000 人 23,000 人 24,000 人 

③さいたま市における

都市ボランティアの必

要人数の確保割合 

― 60％ 80％ 100％ 

④都市ボランティアへ

の事前ボランティア体

験の提供回数 

― ― 10 回 

3 回 

（東京 2020 大会

まで） 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3407) 

再掲 3407 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興           【倍増 6-1 成長 7-4】

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に、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等を実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに開館 

目標指標② 令和 2 年度に年間来館者数 7.4 万人 

[岩槻人形博物館開設準備室] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①博物館の整備 博物館の着工 展示造作の着手 博物館の開館 ― 

②博物館来館者数 

人形博物館の周知

のための展覧会等

の開催 

プロモーションの

ためのロゴの作成 

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 

年間来館者数 7.4

万人 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3408) 

再掲 3408 未来に向けた盆栽文化の継続・発展          【倍増 6-5 成長 7-3 創生 31405】 

「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に、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で約 233,000 人 

目標指標② 令和 2 年度までに 9 コース開講 

目標指標③ 令和 2 年度まで計画に基づく具体的な取組実施 

目標指標④ 令和 2 年度までに来館者の満足度 94％ 

目標指標⑤ 令和 2 年度までに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％ 

目標指標⑥ 令和 2年度までに盆栽村内市有地等の活用に関する方針の設定 

[都市経営戦略部、大宮盆栽美術館、経済政策課、商業振興課、観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①盆栽美術館来館者数 96,001 人 約 76,000 人 約 77,000 人 約 80,000 人 

②盆栽アカデミーの開

講 

2コース開講 

(日本人向け初級･

中級) 

4コース開講 

(新たに在住外国

人向け初級･中級

開講) 

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) 

9 コース開講 

(新たに外国人向

け上級開講) 

③計画策定・進行管理 計画策定の検討 
計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

計画に基づく具体

的な取組実施 

④来館者の満足度 91.54％ 92％ 93％ 94％ 

⑤大宮盆栽村、大宮盆

栽美術館の認知度 

大宮盆栽村認知度 

市内在住者79.0％ 

市外からの市内在

勤者54.9％ 

大宮盆栽美術館認

知度 

市内在住者49.8％ 

市外からの市内在

勤者29.8％ 

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％ 

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％ 

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％ 

⑥盆栽村内市有地等の

活用 

盆栽村内市有地等

の活用の検討 

盆栽村内市有地等

について民間団体

と協議 

盆栽村内市有地等

の具体的な活用案

の検討・調整 

盆栽村内市有地等

の活用方針の決定 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

7303 

海外都市交流事業                      

本市の国際化を推進し、市民の国際的な視野を広げるとともに、国際感覚の醸成を図るために、スポーツ少年

団の相互派遣・受入れや自治体・市民による訪問団の派遣など姉妹・友好都市と幅広い交流を進めていくととも

に、海外都市との特定分野における交流や支援についての取組を推進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 85 人 

 [観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①海外都市との交流参

加者数（派遣者数） 
10 人 35 人 15 人 35 人 

コード 事業名・事業概要・所管課 

7304 

水道事業の国際協力拡大（再掲 6章 3節）                  【成長 6-4 創生 31310】 

水道局で培った経験や技術力を広く海外で生かすとともに職員の人材育成を図るために、独立行政法人国際

協力機構(JICA)など国際機関との連携により、ラオスに対して職員を専門家として派遣するとともに、ラオス研修生

の受入を行います。 

また、これまで築き上げてきた国際協力に係るノウハウやネットワークを生かし、民間企業におけるラオス進出の

機会を支援するために、情報提供やサポート体制を強化します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 40 名を延べ 275 週間 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 27 名を延べ 36 週間 

 [経営企画課、産業展開推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①専門家派遣 3 名/21 週間 14 名/93 週間 14 名/93 週間 12 名/89 週間 

②研修生受入 0 名/0 週間 9 名/12 週間 9 名/12週間 9 名/12 週間 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3110) 

再掲 3110 国際教育・交流事業                           【創生 12104】 

児童生徒への国際教育を推進するために、市立中学校の生徒を海外に派遣する生徒海外交流事業、日本語

指導が必要な帰国・外国人児童生徒が在籍する市立小・中学校への日本語指導員派遣事業、海外姉妹校等との

交流などを実施します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 191 人 

目標指標② 令和 2 年度まで 100％ 

目標指標③ 令和 2 年度までに 20％ 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①海外への市立中学校

生徒派遣数 
57 人 57 人 67 人 67 人 

②申請のあった市立

小・中学校への日本語

指導員派遣率 

100％ 100％ 100％ 100％ 

③市立小・中・特別支

援学校における姉妹校

等交流、国際交流の体

験実施率 

(実施校／全市立小・中・特

別支援学校)  

14％ 18％ 18％ 20％ 
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コード 事業名・事業概要・所管課 

再掲 

(3107) 

再掲 3107 「グローバル・スタディ」推進事業               【成長 7-2 創生 12103】

グローバル社会で主体的に行動し、たくましく生きる児童生徒を育成するために、平成 28 年度から全ての市立

小・中学校で実施している本市独自の英語教育「グローバル・スタディ」について、カリキュラムの改善、効果検証

及びその結果に基づく教職員研修、成果を発揮する体験活動などを行い、一層発展・充実させます。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 77％ 

目標指標② 令和 2 年度までに政令指定都市第 1 位 

 [指導１課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①中学校 3年生で英検 

3 級以上相当の英語力

を有すると思われる生

徒の割合 

58.9％ 60％ 76％ 77％ 

②全国学力・学習状況

調査の英語平均正答率 
― ― 

政令指定都市 

第 1位 

政令指定都市 

第 1位 

コード 事業名・事業概要・所管課 

7305 

多文化共生・国際交流事業                               

多文化共生社会の実現のために、日本語教室の実施や多言語による生活相談・情報発信など外国人市民が

暮らしやすいまちづくりを進めるとともに、ボランティアを活用した、互いの文化・習慣を学ぶ講座・体験事業や交流

の場を創出するイベントなどの実施により相互理解を促進します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 8,490 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 4,510 人 

目標指標③ 令和 2 年度までに満足度 90.0％ 

目標指標④ 令和 2 年度までに満足度 80.0％ 

 [観光国際課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①日本語教室受講者数 2,491 人 2,590 人 2,900 人 3,000 人 

②登録ボランティア数 1,288 人 1,390 人 1,500 人 1,620 人 

③日本語教室受講者の

教室に対する満足度 
― 満足度を調査 90.0％ 90.0％ 

④登録ボランティアの

活動に対する満足度 
― 満足度を調査 77.0％ 80.0％ 
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7306 

世界の恒久平和実現への貢献事業                            

国際社会の一員として、世界の恒久平和実現に貢献するために、「さいたま市平和展」及び「さいたま市平和図

画・ポスターコンクール」を開催し、戦争の悲惨さやおろかさ、平和の尊さや大切さを後世に伝えるとともに、市民の

平和意識の高揚を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 1,800 作品 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 7,800 人 

 [総務局総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①平和図面・ポスター

コンクール応募作品数 
588 作品 600 作品 600 作品 600 作品 

②平和展来場者数 2,403 人 2,600 人 2,600 人 2,600 人 

 

 

◆関連する個別計画 

・さいたま市観光振興ビジョン 

・さいたま市文化芸術都市創造計画 

・岩槻まちづくりマスタープラン 

・さいたま市国際化推進基本計画 

・さいたま市国際化推進基本計画アクションプラン 

・さいたま市水道事業長期構想 

・さいたま市水道事業中期経営計画 

・学びの向上さいたまプラン 

・第 2次さいたま市生涯学習推進計画 
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 第４編 計画推進の主な取組 

●第４編では、後期基本計画「第５部 計画推進の基本的な考え方」を踏まえた今後３年

間に実施する主な取組を「第１章 市民と行政の協働」と「第２章 将来を見据えた行

財政運営」に整理の上、掲げています。 

 

第１章 市民と行政の協働 

コード 取組名・取組概要・所管課 

101 

新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進                 【倍増 1-①-1】                        

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、専門家の知見を更に活用

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 270,000 件 

[広報課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

70,910 件 80,000 件 90,000 件 100,000 件 

コード 取組名・取組概要・所管課 

102 

出前講座の推進                                 【倍増 1-①-2】                  

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 2,700 回 

目標指標② 平成 30～令和 2 年度の利用者満足度 90％ 

[広報課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①出前講座の実施回数 733 回 800 回 900 回 1,000 回 

②利用者満足度 ― 90％ 90％ 90％ 
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103 

政策策定に資する広聴機能の充実                         【倍増 1-①-3】                      

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに市民の声レポート（年 4 回）において情報提供 

目標指標② 令和 2 年度までに 600 人 

（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。 

[広聴課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

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 

市民の声レポー

ト（年 4回）に

おいて情報提供 

②市民の声モニター

の登録者数（各年 9月

1日） 

135 人 200 人 400 人 600 人 

コード 取組名・取組概要・所管課 

104 

マッチングファンド制度など市民協働、市民参画の拡充               【倍増 1-①-4】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 18 事業 

[市民協働推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①マッチングファン

ド制度による助成事

業数 

4 事業 6 事業 6 事業 6 事業 
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コード 取組名・取組概要・所管課 

105 

ＣＳ９０運動の全市的推進                            【倍増 1-②-1】                  

「さいたま市を住みやすい」と思う人の割合を 2020 年までに 90％以上とすることを目指す「ＣＳ９０運動」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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 90％以上 

目標指標② 令和 2 年度までに 80 団体 

[都市経営戦略部、シティセールス推進課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

83.15％ 86％以上 87％以上 90％以上 

②運動に賛同する企

業・団体数 
6 団体 20 団体 50 団体 80 団体 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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大学連携の推進                                 【倍増 1-③-11】                  

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 285 事業 

（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。                                             

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市と大学の連携事

業数 
75 事業 90 事業 95 事業 100 事業 
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第２章 将来を見据えた行財政運営 

コード 取組名・取組概要・所管課 

201 

民間提案制度（注１）の推進                             【倍増 1-③-1】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 30 件 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 90 回 

（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。 

 [行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①民間提案制度にお

ける提案件数 
12 件 10 件 10 件 10 件 

②民間事業者との対

話回数 
23 回 30 回 30 回 30 回 

コード 取組名・取組概要・所管課 

202 

対話型市場調査の導入                              【倍増 1-③-2】                  

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などについて、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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 件 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①対話型市場調査の

実施 
制度化 1 件 1 件 1 件 
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コード 取組名・取組概要・所管課 
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企業との連携・協定による公共的サービスの充実                  【倍増 1-③-3】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに累計 14 社 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 540 事業 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①企業との連携・協定

の締結 

新規 4社 

（累計 8社） 

新規 2社 

（累計 10社） 

新規 2社 

（累計 12社） 

新規 2社 

（累計 14社） 

②企業と連携した取

組数 
180 事業 180 事業 180 事業 180 事業 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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ＰＰＰ手法によるサーマルエネルギーセンターの整備                【倍増 1-③-4】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに事業者の決定 

目標指標② 令和 2 年度までに評価書の作成 

（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。 

[環境施設整備課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①事業者決定の手続

き 
事業手法の決定 実施方針公表 事業者の決定 ― 

②環境影響評価の実

施 
― ― 準備書の作成 評価書の作成 
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コード 取組名・取組概要・所管課 

205 

民間事業活用による公衆街路灯一斉 LED 化                      【倍増 1-③-5】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 100％ 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

① LED 化灯数／割合 30,893 灯／40.6％ 31,281灯／41.0％ 77,102 灯／100％ 77,902 灯／100％ 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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下水処理センターにおける更なる民間力活用の推進                 【倍増 1-③-6】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度に実施 

（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。 

[下水道維持管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①包括的民間委託の

導入 

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 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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保育園用務業務等の委託化                            【倍増 1-③-7】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度に 1 人 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 10 人 

[保育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①用務業務の委託化

による人員効果 
1 人 ― 1 人 ― 

②給食調理業務の委

託化による人員効果 
1 人 3 人 3 人 4 人 
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コード 取組名・取組概要・所管課 

208 

小学校給食調理業務の委託化                           【倍増 1-③-8】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 9 人 

[健康教育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①小学校給食調理業

務の委託化による人

員効果 

3 人 2 人 3 人 4 人 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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学校用務業務の委託化                              【倍増 1-③-9】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 5 人 

[教育総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①学校用務業務の委

託化による人員効果 
1 人 2 人 2 人 1 人 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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一般廃棄物収集運搬業務の委託化                         【倍増 1-③-10】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度に 6 人 

目標指標② 令和元年度から実施 

 [資源循環政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①委託化による直営

人員の削減 
10 人 6 人 ― ― 

②業務の委託 ― ― 実施 実施 
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コード 取組名・取組概要・所管課 

211 

事務事業の見直し及び平準化による健全財政の維持                 【倍増 2-①-1】                          

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、市債に過度に依存することなく、すべての普通建設事業費の抑制及び平準化を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度から毎年度 40％ 

 [行財政改革推進部、財政課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①コスト削減をした

事務事業数の割合 
35％ 40％ 40％ 40％ 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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補助事業等の見直し                               【倍増 2-①-2】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度から成果指標の設定・効果検証 

目標指標② 令和元年度から見直しの実施 

(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。 

(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。 

[財政課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
成果指標の設定・

効果検証 

成果指標の設定・効

果検証 

成果指標の設定・

効果検証 

②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 見直しの実施 
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情報システムの最適化の推進                           【倍増 2-①-3】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度から運用開始・令和元年度までに機器移設完了 

目標指標② 平成 30 年度から運用開始 

（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。 

[情報政策部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①データセンターの

集約 

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 

②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 運用 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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市税の収納率の向上                               【倍増 2-②-1】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 98.2％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 4,360,686 千円 

[収納対策課、収納調査課、債権回収課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市税収納率 97.8％ 98.0％ 98.1％ 98.2％ 

②収入未済額 4,646,200 千円 4,423,385 千円 4,377,975 千円 4,360,686 千円 
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介護保険料の収納率の向上                            【倍増 2-②-2】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 96.9％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 1,500 件 

[介護保険課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①介護保険料の収納

率 
96.3％ 96.4％ 96.8％ 96.9％ 

②電話催告・訪問徴収

の実施件数 
1,155 件 1,318 件 1,450 件 1,500 件 
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保育料の収納率の向上                              【倍増 2-②-3】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 96.8％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 93.2％ 

[保育課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①収納率の向上 96.5％ 96.6％ 96.7％ 96.8％ 

②口座振替率の向上 92.6％ 93.0％ 93.1％ 93.2％ 
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公金の納付機会の拡大                              【倍増 2-②-4】                          

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）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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 6,344,000 件 

（注）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。 

[出納課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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） 

6,069,272 件 6,224,000 件 6,304,000 件 6,344,000 件 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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広告掲載による財源の確保                            【倍増 2-②-5】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 3 媒体 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 492 千円 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①新規広告掲載媒体

数 
14 媒体 1 媒体 1 媒体 1 媒体 

②新規媒体における

広告効果額 
5,382 千円 164 千円 164 千円 164 千円 
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ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用                 【倍増 2-②-6】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 各年度につき前年度比 10％増 

[都市経営戦略部、財政課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①ふるさと応援寄附

受入金額 
前年度同額 前年度比 10％増 前年度比 10％増 前年度比 10％増 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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未利用市有地の有効活用                             【倍増 2-②-7】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 6 件以上 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 12 件以上 

[資産経営課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①公募等による貸付

け件数 
0 件 2 件以上 2 件以上 2 件以上 

②一般競争入札によ

る売却件数 
5 件 4 件以上 4 件以上 4 件以上 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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水道事業の健全経営                               【倍増 2-③-1】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 毎年度 100％以上 

[経営企画課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①経常収支比率 123.6％ 100％以上 100％以上 100％以上 
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下水道事業の健全経営                              【倍増 2-③-2】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に 100.0％ 

[下水道財務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①経常収支比率 102.9％ 100.6％ 100.6％ 100.0％ 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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市立病院の健全経営                               【倍増 2-③-3】                          

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）への経営形態の移行を検討します。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度に 87.5％ 

目標指標② 令和 2 年度に 17,705 百万円 

（注）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。 

[財務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①経常収支比率 96.5％ 100.5％ 85.8％ 87.5％ 

②医業収益 14,570 百万円 15,197 百万円 15,489 百万円 17,705 百万円 

  

255



コード 取組名・取組概要・所管課 

224 

国民健康保険事業の健全化                            【倍増 2-③-4】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 92.8％ 

目標指標② 令和 2 年度までに 60.0％ 

[国民健康保険課、収納対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①収納率（現年課税

分） 
91.59％ 91.6％ 92.6％ 92.8％ 

②保険者努力支援制

度得点率（インセンテ

ィブ） 

62.4％ 58.0％ 60.0％ 60.0％ 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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外郭団体の健全経営                               【倍増 2-③-5】                          

「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。 

【最終目標】 

目標指標① 毎年度 80％ 

（注）外郭団体とは、市が団体の基本財産等の 25％以上出資等をしている法人や、市の人的、財政的援助の状況

などを考慮して市が指定する法人をいいます。 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①取組計画において

おおむね目標を達成

した項目の割合 

87.3％ 80％ 80％ 80％ 
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さいたまシティスタットの確立                           【倍増 1-②-2】                 

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） 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 30 件 

（注）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。 

[情報政策部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

1 件 5 件 10 件 15 件 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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働き方の見直しに資する取組の検討・調整・具体化                 【倍増 3-①-1】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 29 年度から令和 2 年度までの累計で 30 件 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①働き方の見直しに

資する新たな取組数

（累計） 

10 件 18 件 24 件 30 件 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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早出遅出勤務制度の導入                             【倍増 3-①-2】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度までに本格導入 

[人事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 
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庶務事務のシステム化の推進                           【倍増 3-①-3】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに開発開始 

[人事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 調達仕様書完成 開発開始 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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業務の集約化・委託化等の推進                          【倍増 3-①-4】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度から随時試行・実施 

目標指標② 令和 2 年度までの累計で 10 事業 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①業務の集約化・委託

化等 
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 

②集約化・委託化等を

行った事業数（累計） 
― ― 5 事業 10 事業 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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文書事務の電子化                                【倍増 3-①-6】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 65％ 

[総務局総務課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①文書の電子化率 58.3％ 62％ 64％ 65％ 
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働き方見直しミーティングの推進                         【倍増 3-②-1】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 平成 30 年度から全庁的に実施 

目標指標② 令和 2 年度までに 90% 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

②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 

― 80% 85% 90% 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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一職員一改善提案制度の推進                           【倍増 3-②-2】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 45,000 件 

[行財政改革推進部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①改善事例の報告件

数 
15,203 件 15,000 件 15,000 件 15,000 件 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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管理職への女性登用                               【倍増 3-②-3】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに 14.0％ 

[人事課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①一般行政職におけ

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） 

11.7％ 12.0％ 13.0％ 14.0％ 
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人材育成の強化と育成システムの充実                       【倍増 3-②-4】                          

「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、管理・監督職のコンプライアンス意識の向上も含めた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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までに年間 6 種類 

目標指標② 令和 2 年度までに年間 4 種類 

[人材育成課、法務・コンプライアンス課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

②職員のコンプライ

アンス意識向上を図

る研修の実施数 

3 種類 3 種類 4 種類 4 種類 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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公共施設マネジメントの推進                           【倍増 2-①-4】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和 2 年度までにハコモノ面積 218.8 万㎡ 

目標指標② 令和 2 年度までに策定 

[資産経営課、保全管理課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①第１次アクション

プラン 
プランの改定 ― ― 

ハコモノ施設総

面積 218.8 万㎡ 

②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 
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福祉施設の民間譲渡                               【倍増 2-①-5】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 毎年度検討 

[福祉総務課、障害政策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①福祉施設の譲渡に

むけた検討 
検討 検討 検討 検討 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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市民保養施設のあり方の検討・決定                        【倍増 2-①-6】                          

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。 

【最終目標】 

目標指標① 各年度につき前年度比増 

目標指標② 平成 30 年度に決定 

（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。 

[市民生活安全課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①施設の利用者総数 

54,880 人 

※中規模修繕工事

による長期休館期

間あり 

前年度比増 前年度比増 前年度比増 

②六日町山の家のあ

り方 
― 決定 ― ― 
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区役所窓口総合サービスの向上                           【倍増 1-②-3】                          

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）を図ります。 

【最終目標】 

目標指標① 毎年度好事例の共有・拡大 

目標指標② 毎年度 95％以上 

（注）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。 

[区政推進部、情報政策部] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①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 

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 

②窓口満足度アンケ

ートにおける満足度

の割合 

97.3％ 95％以上 95％以上 95％以上 

コード 取組名・取組概要・所管課 
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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                【倍増 3-①-5】                          

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。 

更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。 

【最終目標】 

目標指標① 令和元年度に開設 

目標指標② 令和 2 年度までの 3 年間の累計で 360,000 千円 

[税制課、収納対策課] 

目標指標 
現状 各年度目標 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

①市税事務所の開設 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 

②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 

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 
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１ 総合振興計画策定の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

平 
成 
13 
年 
度 

1 万人の市民意識調査（11 月） 

市民懇話会発足（１月）、「市民懇話会か

らの提案｣を市長に提出 (5 月) 

平 
成 
14 
年 
度 

審議会設置、諮問、基本構想審議（4 月～）

 

 

３市合併 
さいたま市誕生（5 月 1 日） 

経 過 市民参加の取組 本市を取り巻く動向 

基本構想（素案）の公表（8 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 309 件） 

基本構想議決 (12 月） 

基本計画審議 （1 月～） 

 政令指定都市移行、行政区設置 
    （4 月 1 日） 

 
平
成 
15 
年 
度 

区民会議発足（7 月）、｢区の将来像」の検討 

基本計画決定 (2 月） 

基本計画（素案）の公表（11 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 99 件） 

 
平 
成 
16 
年 
度 

前実施計画の策定 

 

前実施計画決定 (2 月） 

前実施計画策定の基本方針の公表（5 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 11 件） 

前実施計画（素案）の公表（10 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 179 件） 

検討委員会設置、改定の検討（4 月～） 

岩槻区の将来像の公表（10 月）、区民意見の募集・反映（意見項目数 20 件） 

岩槻区区民会議発足(7 月）、｢岩槻区の将来像」の検討 

「岩槻区の将来像」策定のための区

民意識調査（6 月) 基本構想改定の議決 （6 月） 

 
 
 
 

平 
成 
17 
年 
度 

前実施計画の改定 （11 月～） 

 前実施計画（改定素案）の公表（2 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 23 件） 

前実施計画［改訂版］の決定 （3 月） 

市民ワークショップの開催（9 月～１0 月） 

新実施計画決定 (3 月) 

平 
成 
20 
年 
度 

新実施計画の策定 

新実施計画（案）の公表（1 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 139 件） 

総合振興計画策定基礎調査（10 月～3 月）

職員意識調査  (11 月) 

岩槻市との合併 

岩槻区の設置 （4 月１日） 

基本計画［改訂版］の決定 （11 月） 

新実施計画［改訂版］の決定 (3 月) 

新実施計画の改定 

新実施計画［改訂版］（案）の公表（2 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 37 件） 

平 
成 
2１ 
年 
度 
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平 
成 
23 
年 
度 

新実施計画［平成 23 年度改訂版］の決定（3 月) 

新実施計画の中間見直しによる改定 

新実施計画［平成 23 年度改訂版］（素案）の公表（2 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 58 件） 

経 過 市民参加の取組 本市を取り巻く動向 

市民アンケートの実施（9 月） 

市民ワークショップの開催（10 月～11 月） 

 
 
 

平 
成 
24 
年 
度 

タウンミーティングの開催（5 月～7 月） 

市民ワークショップの開催（10 月～11 月） 

総合振興計画シンポジウムの開催（10 月） 

市民アンケートの実施（12 月） 

総合振興計画次期基本計画（区の将来像）

に係る各区検討懇話会の開催（2 月～3 月） 

 
 
 

平 
成 
25 
年 
度 

審議会設置、諮問、後期基本計画審議 

（4 月～11 月） 

 

 

後期基本計画（素案）の公表（9 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 457 件） 

後期基本計画議決 (12 月） 

後期基本計画実施計画の策定 

 後期基本計画実施計画（素案）の公表（2 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 24 件） 

後期基本計画実施計画の決定 

(４月） 

平 
成 
26 
年 
度 

市民アンケートの実施（2 月） 

インターネット市民モニターアンケート（11 月） 

インターネット市民モニターアンケート（12 月） 

市報による市民意見募集（6 月） 

策定に向けた基礎調査（通年） 

職員ワークショップ  (12 月～2 月) 

総合振興計画あり方懇話会（12 月～3 月） 

職員アンケート    （2 月） 

総合振興計画シンポジウムの開催（9 月） 

※終了後にワールドカフェの開催 

市民ワークショップの開催（2 月） 

平 
成 
27 
年 
度 

市民ワークショップの開催（1 月） 

平 
成 
28 
年 
度 

総合振興計画漫画版パンフレットの作成（1 月） ※市立高等学校生徒との連携 

総合振興計画の在り方等にかかる調査 

（通年） 

後期基本計画の点検（外部評価含む） 

（4 月～11 月） 

総合振興計画在り方検討委員会（8 月～） 平 
成 
29 
年 
度 

市民アンケートの実施（5 月） 

区の将来像の推進に係る懇話会（7 月） 

後期基本計画後期実施計画の決定(2 月） 

後期基本計画後期実施計画の策定 

 後期基本計画後期実施計画（素案）の公表（12 月）、市民意見の募集・反映（意見項目数 35 件） 
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２ 掲載事業等一覧 

  第３編 実施計画事業 

第１章 環境・アメニティの分野 

第１節 地域から取り組む「環境への負荷の少ない持続可能な社会」の実現 

1101 地球温暖化対策実行計画の推進 p.24～ 

1102 エコ・モビリティ推進事業 

1103 環境教育・学習推進事業 

1104 環境コミュニケーション推進事業 

1105 空き家等対策事業 

1106 ハイパーエネルギーステーション等の市内拡大 

1107 総合特区事業の推進 

1108 E-KIZUNA Project の推進 

第２節 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）の創造 

1201 ごみ減量・リサイクル事業 p.30～ 

1202 産業廃棄物適正処理推進事業 

1203 一般廃棄物処理施設の整備 

第３節 人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 

1301 自然環境・水環境保全事業 p.32～ 

1302 ホタル舞う水辺再生・サポート活動の推進 

1303 指定緑地等設置・保全事業 

1304 秋葉の森総合公園整備事業 

1305 高沼用水路の整備 

1306 見沼田圃基本計画の推進と新たな活用 

1307 新“見沼セントラルパーク”の推進 

1308 見沼田圃地域の公園整備 

1309 環境美化の推進 

1310 都市景観の形成 

第２章 健康・福祉の分野 

第１節 子育てしやすい都市の実現 

2101 妊婦・乳幼児健康診査 p.40～ 

2102 不妊治療支援の充実 

2103 妊娠・出産包括支援センターによる支援 

2104 新生児マス・スクリーニング事業 

2105 産後のケアの充実 

2106 児童虐待防止対策推進事業 

2107 子どもの社会参画推進事業 

2108 子ども家庭総合センターの整備・運営 

2109 子育て支援拠点施設整備・運営事業 

2110 パパサンデーなど父親の子育て参加の推進 

2111 １日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業 

2112 祖父母の子育て参加の推進 

2113 ひとり親家庭等福祉事業 

2114 多世代交流会食の支援強化 

2115 保育需要の受け皿の確保 

2116 「子育て支援型幼稚園」認定制度の創設・普及 

2117 障害児保育・幼稚園特別支援事業 

2118 保育コーディネーター事業・保育コンシェルジュ事業 

2119 保育人材確保対策の更なる強化  

2120 質の高い幼児教育・保育推進事業 

2121 病児保育事業 

2122 余裕教室等を活用した放課後児童クラブの増設 

2123 放課後児童クラブ整備・運営事業 

第２節 高齢となっても暮らしやすい都市の実現 

2201 介護予防事業 p.53～ 

2202 シルバーポイント（いきいきボランティアポイント）事業 

2203 シルバーポイント（長寿応援ポイント）事業 

2204 アクティブチケット交付事業 

2205 シルバー元気応援ショップ事業 

2206 シニアの社会参加促進事業 

2207 セカンドライフ支援センターの開設 

2208 宝来グラウンド・ゴルフ場の利用促進 

2209 東楽園の再整備 

2210 文化芸術を活用した福祉施策の拡充 

2211 
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 

2212 介護保険関連施設等整備促進事業 

2213 認知症サポーターの拡充と認知症高齢者等の支援 

2214 介護者支援体制充実事業 

2215 高齢者の見守り活動の支援 

2216 24 時間訪問介護サービスの推進 

2217 要介護状態の改善等に対する取組の促進 

2218 在宅医療・介護連携推進事業 

第３節 誰もが地域の中で自分らしく暮らせる都市の実現 

2301 障害者の権利の擁護の推進事業 p.62～ 

2302 ノーマライゼーション普及啓発事業 

2303 障害者相談支援体制整備事業 

2304 障害者の社会参加推進事業 

2305 グループホームの拡充 

2306 障害福祉サービス事業所等整備促進事業 

2307 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築 

2308 障害者の就労機会の創出 

2309 障害者の働く場づくりの推進 

2310 「さいたまステップアップオフィス」の拡充 

2311 障害者就労施設等からの物品等の優先調達 

2312 総合療育センターの機能の拡充 

再掲 特別支援教育の推進 

再掲 通級指導教室の拡充 

再掲 特別支援学級の全校設置 

2313 発達障害児（者）支援事業 

第４節 心身ともに健康で活力に満ちた社会の実現 

2401 だれもが住みよい福祉のまちづくり推進事業 p.71～ 

再掲 バリアフリー基本構想等推進事業 
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2402 生活困窮者等就労支援事業  

2403 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 

2404 生活保護適正化対策事業 

2405 健康づくり推進事業 

2406 健康マイレージの拡大 

2407 官民一体となった健幸都市づくり 

2408 食育推進事業 

2409 歯科口腔保健の推進 

2410 自殺対策推進事業 

2411 ひきこもり対策推進事業 

2412 地域医療啓発事業 

2413 小児・周産期医療の充実 

2414 新興再興感染症対策事業 

2415 市立病院の建替と救命救急センターの新設 

2416 ＪＣＨＯさいたま北部医療センターの移転建替 

2417 データヘルス計画に基づく施策の推進 

2418 がん患者の就労機会の支援 

2419 駅前公衆トイレのリフレッシュ計画の策定と推進 

2420 きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録制度創設 

2421 食の安全推進事業 

2422 動物愛護指導事業 

第３章 教育・文化・スポーツの分野 

第１節 希望をはぐくむ教育の推進と青少年の健全育成 

3101 スクールアシスタント配置事業 p.86～ 

3102 「さいたま市小・中一貫教育」の推進 

3103 確かな学力の育成 

3104 アクティブ・ラーニングの推進 

3105 さいたま市学習状況調査等の活用 

3106 教育の情報化推進事業 

3107 「グローバル・スタディ」推進事業 

3108 子どもの体力向上推進事業 

3109 学校・家庭・地域が連携した食育の推進 

3110 国際教育・交流事業 

3111 特別支援教育の推進 

3112 通級指導教室の拡充 

3113 特別支援学級の全校設置 

3114 心のサポート推進事業 

3115 スクールソーシャルワーカーの拡充 

3116 奨学金返済支援制度の創設 

3117 市立高等学校「特色ある学校づくり」事業 

3118 グローバル人材を育成する中等教育学校の整備 

3119 部活動指導員配置事業 

3120 大学連携コラボレーション事業 

3121 学校を核とした地域づくりの推進 

3122 
「すくすく のびのび 子どもの生活習慣向上」キャンペー

ン 

3123 子ども読書活動推進事業 

3124 チャレンジスクールの充実 

3125 未来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進 

3126 未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業） 

3127 学校安全推進事業  

3128 「学校安全ネットワーク」の推進 

3129 ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及 

3130 自転車免許制度の全面実施 

3131 学校のリフレッシュ計画の推進 

3132 学校トイレの洋式化等の推進 

3133 過大規模校等教育環境整備事業 

3134 子ども・若者育成支援事業 

3135 若者自立支援ルームの拡充 

再掲 ひきこもり対策推進事業 

第２節 生涯を通じた学びの充実とその成果の活用 

3201 公民館・図書館施設リフレッシュ事業 p.108～ 

3202 図書館整備事業 

3203 生涯学習人材バンク事業 

3204 さいたま市民大学事業 

再掲 １日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業 

再掲 シニアの社会参加促進事業 

第３節 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現 

3301 総合型地域スポーツクラブ支援事業 p.113～ 

3302 スポーツ施設の拡充とスポーツシューレの整備 

3303 次世代型スポーツ施設の誘致・整備 

3304 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 

3305 スポーツ振興基金を活用した選手の競技力向上 

3306 国際スポーツイベント等の開催支援事業 

3307 スポーツコミッション法人化推進事業 

3308 サッカーのまちづくりの推進 

3309 女子スポーツ支援事業 

3310 
ラグビーワールドカップ 2019公認チームキャンプ地整備事

業 

3311 さいたまクリテリウムの民間移行 

3312 さいたま国際マラソン開催事業 

第４節 生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市の創造 

3401 文化財保護事業 p.120～ 

3402 市史編さん事業 

3403 市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催 

3404 基金を活用した市民文化活動の支援の強化 

3405 文化芸術の創造拠点の設置 

再掲 大門町２丁目中地区再開発事業の推進 

再掲 浦和駅西口のまちづくりの推進 

3406 アート・イン・スクール 

3407 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興 

3408 未来に向けた盆栽文化の継続・発展 

第４章 都市基盤・交通の分野 

第１節 低炭素で質の高い生活環境を提供する市街地の形成 

再掲 だれもが住みよい福祉のまちづくり推進事業 p.128～ 

4101 参加と協働によるまちづくり推進事業 

4102 都市計画に関するマスタープラン推進事業 

4103 未利用地の利活用の推進 

4104 区画整理等の推進（東浦和駅周辺） 

4105 区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺） 
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4106 区画整理等の推進（組合土地区画整理事業）  

4107 長期未着手地区まちづくり推進事業 

4108 中央区役所周辺の公共施設再編 

4109 与野中央公園の整備 

4110 与野本町駅周辺の利便性の向上 

4111 与野本町小学校複合施設整備事業 

4112 歴史を伝える本町通りのまちづくり 

4113 芸術劇場と地域が連携したまちづくり 

4114 民有地における緑の創出事業 

4115 「四季の花に触れ合える街」づくりの推進 

4116 身近な公園整備事業 

4117 公園トイレのリフレッシュ計画の策定と推進 

4118 暮らしの道路・スマイルロード整備事業 

4119 自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進 

4120 自転車通行環境の整備 

4121 ICT利活用推進事業 

4122 官民一体となった Wi‐Fi環境の整備 

第２節 にぎわいや交流を創出する魅力的な都心・副都心の形成 

4201 大宮駅東口周辺地区まちづくり推進事業 p.141～ 

4202 大門町２丁目中地区再開発事業の推進 

4203 大宮区役所新庁舎の整備 

4204 氷川参道環境整備 

4205 大宮駅周辺の旧中山道歩道整備・無電柱化 

4206 大宮駅西口第三地区の再開発などの推進 

4207 大宮駅の機能高度化と交通基盤整備等の推進 

4208 大栄橋の耐震化の推進 

4209 桜木駐車場用地活用事業 

4210 民間活力を生かした大宮駅周辺等のまちづくり 

4211 さいたま新都心周辺地区まちづくり推進事業 

4212 浦和駅西口のまちづくりの推進 

4213 区画整理等の推進（武蔵浦和駅周辺） 

4214 区画整理等の推進（日進駅・西大宮駅周辺） 

4215 美園地区のまちづくりの推進 

4216 区画整理等の推進（浦和美園駅周辺） 

4217 副都心としての岩槻地区の都市機能の強化 

4218 岩槻歴史街道事業の推進 

4219 区画整理等の推進（岩槻駅周辺） 

第３節 暮らしや交流、活力を支える交通体系の構築 

4301 地下鉄７号線の延伸 p.152～ 

4302 コミュニティバス等利用しやすい公共交通の推進 

4303 七里駅舎改修事業 

4304 長距離バスターミナル整備推進事業 

4305 バリアフリー基本構想等推進事業 

4306 東京2020 大会に向けたバリアフリー化等の推進 

4307 幹線道路整備事業 

4308 新大宮上尾道路の整備促進 

4309 首都高速道路埼玉新都心線の延伸の推進 

4310 都市計画道路見直し事業 

4311 道路環境整備事業 

4312 ゾーン３０の整備推進 

4313 無電柱化の推進  

4314 総合交通体系の確立 

4315 ＬＲＴ（東西交通大宮ルート）の推進 

4316 空港アクセスの強化 

4317 新幹線大宮駅始発復活 

再掲 エコ・モビリティ推進事業 

第５章 産業・経済の分野 

第１節 活力ある地域産業を育てる環境の整備 

5101 中小企業の事業承継や継続などへの支援 p.164～ 

5102 女性と若者の創業支援体制の強化 

5103 中小企業経営基盤強化支援事業 

5104 東日本広域連携事業 

5105 東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進 

5106 （仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備 

5107 商業活性化支援事業 

5108 大型イベント等と連動した商店街支援事業 

5109 スポーツチームと連携した地域経済活性化 

5110 文化芸術を活用した商業振興事業 

5111 農業用水路整備事業 

5112 都市農業担い手育成事業 

5113 地産地消事業 

5114 地場産農産物の農商工連携やブランド化の推進 

5115 CSR チャレンジ企業認証制度 

5116 ソーシャルビジネスの推進 

第２節 さいたま市の特性を生かした新たな産業の創造 

5201 産学連携推進事業 p.172～ 

5202 リーディングエッジ企業認証支援事業 

5203 ドイツ・バイエルン州との経済連携の拡充 

5204 海外新市場への販路拡大と企業支援拡充 

5205 医療ものづくり都市構想第２期行動計画の推進 

5206 技術力を活かした医工連携による企業支援強化 

再掲 ハイパーエネルギーステーション等の市内拡大 

再掲 総合特区事業の推進 

5207 イノベーション推進事業 

5208 産業交流推進事業 

5209 企業誘致支援の拡充とオフィス、産業用地創出 

5210 さいたまスイーツ等プロモーション事業 

5211 伝統産業活性化事業 

再掲 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興 

再掲 未来に向けた盆栽文化の継続・発展 

5212 にぎわい交流館いわつき整備事業 

5213 観光客誘致促進事業 

5214 地域資源や食文化を活用した観光振興 

5215 東日本連携広域周遊ルート事業 

再掲 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 

5216 民間と連携したシティセールスの強化 

第３節 地域経済を支える人材の育成と就労支援 

5301 産業人材育成支援事業 p.183～ 

再掲 未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業） 

再掲 子どもの社会参画推進事業 
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再掲 生活困窮者等就労支援事業  

5302 就職支援体制整備事業 

5303 ニートの就労機会の創出 

再掲 ひとり親家庭等福祉事業 

5304 中小企業等の人材確保支援 

再掲 シニアの社会参加促進事業 

再掲 障害福祉サービス事業所等整備促進事業 

再掲 障害者の就労機会の創出 

再掲 障害者の働く場づくりの推進 

再掲 「さいたまステップアップオフィス」の拡充 

再掲 がん患者の就労機会の支援 

5305 中小企業勤労者福祉事業 

第６章 安全・生活基盤の分野 

第１節 災害に強い都市の構築 

6101 さいたま市強靭化計画の推進 p.194～ 

6102 防災都市づくり計画の推進 

再掲 無電柱化の推進 

再掲 新“見沼セントラルパーク”の推進 

6103 区域線整備推進事業 

6104 橋りょう耐震化及び長寿命化修繕事業 

再掲 大栄橋の耐震化の推進 

6105 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業 

6106 市有建築物保全事業 

6107 河川改修事業 

再掲 高沼用水路の整備 

6108 流域貯留浸透事業 

6109 防災訓練事業 

6110 自主防災組織育成事業 

6111 防災アドバイザーの活用による地域防災力の強化 

6112 防災対策事業 

6113 防災機能を持った地域拠点の整備支援 

6114 要配慮者が避難しやすい避難所の強化 

6115 大規模火災から生命を守る広域避難場所の拡充 

6116 消防力等整備事業 

6117 警防体制強化事業 

6118 元消防職員による消防協力体制整備 

6119 消防団充実強化事業 

6120 火災予防対策推進事業 

6121 救急需要対策・応急手当普及啓発事業 

第２節 交通事故や犯罪の少ない生活環境の形成 

6201 交通安全施設設置事業 p.207～ 

再掲 自転車のまちづくり「さいたまはーと」の推進 

再掲 自転車通行環境の整備 

再掲 道路環境整備事業 

再掲 ゾーン３０の整備推進 

6202 交通安全教室実施事業 

6203 高齢者の交通安全教室の拡充 

再掲 自転車免許制度の全面実施 

6204 防犯対策事業 

6205 客引き行為等防止に向けた取組 

6206 市北部地域の治安確保の取組  

再掲 学校安全推進事業 

再掲 「学校安全ネットワーク」の推進 

再掲 ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及 

6207 セーフコミュニティの推進（認証取得） 

6208 国民保護対策推進事業 

6209 消費生活安全推進事業 

第３節 安全・安心な生活基盤づくり 

6301 上水道施設整備事業 p.216～ 

再掲 水道事業の国際協力拡大 

6302 下水道汚水事業 

6303 下水道浸水対策事業 

6304 下水道施設老朽化対策事業 

6305 マンション管理適正化支援事業 

6306 市営住宅建替事業 

6307 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 

第７章 交流・コミュニティの分野 

第１節 人権尊重社会の実現 

7101 人権が尊重される社会の推進 p.222～ 

7102 犯罪被害者支援に向けた取組 

再掲 パパサンデーなど父親の子育て参加の推進 

再掲 １日保育士・幼稚園教諭体験・親の学習事業 

7103 男女共同参画のまちづくり事業 

7104 ＤＶ防止対策及び被害者の自立支援事業 

第２節 ふれあいのある地域社会の形成と活性化 

7201 自治会加入促進 p.227～ 

7202 市民活動及び協働の推進事業 

再掲 子どもの社会参画推進事業 

再掲 多世代交流会食の支援強化 

再掲 学校を核とした地域づくりの推進 

再掲 「学校安全ネットワーク」の推進 

再掲 ＷＨＯのセーフスクールの取組、成果の普及 

再掲 セーフコミュニティの推進（認証取得） 

再掲 高齢者の見守り活動の支援 

第３節 多文化共生・世界に開かれた都市づくり 

7301 MICE 施設の充実 p.233～ 

7302 MICE 推進事業 

再掲 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 

再掲 岩槻人形博物館の整備等による人形文化の振興 

再掲 未来に向けた盆栽文化の継続・発展 

7303 海外都市交流事業 

7304 水道事業の国際協力拡大 

再掲 国際教育・交流事業 

再掲 「グローバル・スタディ」推進事業 

7305 多文化共生・国際交流事業 

7306 世界の恒久平和実現への貢献事業 
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  第４編 計画推進の主な取組 

第１章 市民と行政の協働 

101 新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進 p.243～ 

102 出前講座の推進 

103 政策策定に資する広聴機能の充実 

104 マッチングファンド制度など市民協働、市民参画の拡充 

105 ＣＳ９０運動の全市的推進 

106 大学連携の推進 

第２章 将来を見据えた行財政運営 

201 民間提案制度の推進 p.246～ 

202 対話型市場調査の導入 

203 企業との連携・協定による公共的サービスの充実 

204 ＰＰＰ手法によるサーマルエネルギーセンターの整備 

205 民間事業活用による公衆街路灯一斉LED 化 

206 下水処理センターにおける更なる民間力活用の推進 

207 保育園用務業務等の委託化 

208 小学校給食調理業務の委託化 

209 学校用務業務の委託化 

210 一般廃棄物収集運搬業務の委託化 

211 事務事業の見直し及び平準化による健全財政の維持 

212 補助事業等の見直し 

213 情報システムの最適化の推進 

214 市税の収納率の向上 

215 介護保険料の収納率の向上 

216 保育料の収納率の向上 

217 公金の納付機会の拡大 

218 広告掲載による財源の確保 

219 ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用 

220 未利用市有地の有効活用 

221 水道事業の健全経営 

222 下水道事業の健全経営 

223 市立病院の健全経営 

224 国民健康保険事業の健全化 

225 外郭団体の健全経営 

226 さいたまシティスタットの確立 

227 働き方の見直しに資する取組の検討・調整・具体化 

228 早出遅出勤務制度の導入 

229 庶務事務のシステム化の推進 

230 業務の集約化・委託化等の推進 

231 文書事務の電子化 

232 働き方見直しミーティングの推進 

233 一職員一改善提案制度の推進 

234 管理職への女性登用 

235 人材育成の強化と育成システムの充実 

236 公共施設マネジメントの推進 

237 福祉施設の民間譲渡 

238 市民保養施設のあり方の検討・決定 

239 区役所窓口総合サービスの向上 

240 
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 
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

さいたま市PRマスタープラン 平成23～令和2年度
平成22年度
（平成29年度
改定）

― 市長公室 広報課

さいたま市ユニバーサルデザ
イン推進基本指針

─ 平成20年度 ― 都市経営戦略部

さいたま市教育大綱 平成27～令和2年度 平成27年度
地方教育行政の組織及び運営に
関する法律

都市経営戦略部

さいたま市まち・ひと・しごと創
生総合戦略

平成27～令和元年
度

（令和元年12月改定
により、計画期間は
令和2年度までとな

る。）

平成27年度
（平成30年度改
定）

まち・ひと・しごと創生法 都市経営戦略部

さいたま市成長加速化戦略 平成29～令和2年度
平成29年度
（平成30年度改
定）

― 都市経営戦略部

しあわせ倍増プラン2017 平成29～令和2年度
平成29年度
（平成30年度改
定）

―
都市経営戦略部
行財政改革推進部

さいたま市PFI等活用指針 ─
平成14年度
（平成29年度
改定）

― 行財政改革推進部

第四次さいたま市情報化計画 平成27～令和2年度 平成26年度 ― 情報政策部

さいたま市情報化アクション・
プラン2015

平成27～令和2年度 平成26年度 ― 情報政策部

浦和美園～岩槻地域成長・発
展プラン

平成24～令和2年度 平成24年度 ― 未来都市推進部

さいたま市低炭素まちづくり計
画

平成26～30年度 平成26年度
都市の低炭素化の促進に関する
法律

未来都市推進部

職員のマンパワー確保取組
計画

平成30～令和3年度 平成29年度 ― 人事課

子育ておもいやりプラン 平成27～令和6年度
平成26年度
（平成28年度
改定）

次世代育成支援対策推進法 人事課

第2次女性活躍推進プラン 平成29～令和2年度 平成29年度
女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律

人事課

さいたま市人財育成指針 平成25～令和2年度 平成25年度 地方公務員法 人材育成課

さいたま市危機管理指針 ─
平成18年度
（平成29年度
改定）

─ 危機管理課

さいたま市国民保護計画 ─
平成18年度
（平成27年度改
定）

国民保護法 危機管理課

さいたま市緊急事態等対処計
画

─
平成21年度
（平成26年度改
定）

─ 危機管理課

さいたま市新型インフルエン
ザ等対策行動計画

─ 平成26年度
新型インフルエンザ等対策特別措
置法

危機管理課

３　さいたま市の計画一覧

令和元年10月現在

都市戦略本部

総務局
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

さいたま市地域防災計画 ─
平成13年度
（平成29年度
改定）

災害対策基本法 防災課

さいたま市国土強靭化地域計
画

平成30～令和4年度 平成29年度
強くしなやかな国民生活の実現を
図るための防災・減災等に資する
国土強靭化基本法

防災課

さいたま市国土強靭化地域計
画アクションプラン

平成30～令和4年度 平成29年度 ― 防災課

さいたま市債権回収対策基本
計画

平成20～令和元年
度

平成20年度
（平成29年度
改定）

― 収納対策課

さいたま市公共施設マネジメ
ント計画【方針編】

平成24～令和32年
度

平成24年度 ― 資産経営課

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

平成26～令和2年度
平成25年度
（平成29年度
改定）

― 資産経営課

第3次さいたま市防犯のまち
づくり推進計画

令和元～5年度 平成30年度
さいたま市防犯のまちづくり推進
条例

市民生活安全課

第10次さいたま市交通安全計
画

平成28～令和2年度 平成28年度 交通安全対策基本法 市民生活安全課

第4次さいたま市男女共同参
画のまちづくりプラン

令和元～5年度 平成30年度
男女共同参画社会基本法、さいた
ま市男女共同参画のまちづくり条
例

人権政策・男女共同
参画課

第2次さいたま市配偶者等か
らの暴力の防止及び被害者
の支援に関する基本計画

平成28～令和2年度 平成27年度
配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律

人権政策・男女共同
参画課

人権教育及び人権啓発推進
さいたま市基本計画

─
平成13年度
（平成29年度
改定）

人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律

人権政策・男女共同
参画課

人権教育及び人権啓発推進
さいたま市実施計画

平成30～令和元年
度

平成29年度 ―
人権政策・男女共同
参画課

同和問題の早期解決に関す
る基本方針～同和行政・同和
教育の基本的なあり方～

─
平成15年度
（平成29年度
改定）

人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律、部落差別の解消の推
進に関する法律

人権政策・男女共同
参画課
（教育委員会）人権
教育推進室

同和問題の早期解決に関す
る同和行政・同和教育実施計
画

平成30～令和4年度 平成29年度
人権教育及び人権啓発の推進に
関する法律、部落差別の解消の推
進に関する法律

人権政策・男女共同
参画課
（教育委員会）人権
教育推進室

「市民活動の推進」と「市民と
行政の協働の促進」に関する
指針

─ 平成18年度 ― 市民協働推進課

さいたま市第2期消費生活基
本計画

平成26～令和2年度 平成26年度 さいたま市消費生活条例
消費生活総合セン
ター

さいたま市スポーツ振興まち
づくり計画

平成23～令和2年度 平成23年度
スポーツ基本法、さいたま市ス
ポーツ振興まちづくり条例

スポーツ政策室

さいたま市国際スポーツタウ
ン構想

─ 平成27年度 ─ スポーツ政策室

さいたま市スポーツコミッショ
ン基本計画

─ 平成22年度 ― スポーツ政策室

さいたま市文化芸術都市創造
計画

平成26～令和2年度 平成25年度 さいたま市文化芸術都市創造条例 文化振興課

財政局

総務局

スポーツ文化局

市民局
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けた
おもてなしアクションプラン

平成29～令和2年度 平成28年度 ― スポーツ文化局
オリンピック・パラリ
ンピック部

さいたま市ヘルスプラン21（第
2次）

平成25～令和4年度 平成24年度
健康増進法、誰もが安心して長生
きできるまちづくり条例

健康増進課

第3次さいたま市食育推進計
画

平成30～令和4年度 平成29年度 食育基本法 健康増進課

第2次さいたま市自殺対策推
進計画

平成29～令和5年度 平成28年度
自殺対策基本法、自殺総合対策
大綱（厚生労働省）

健康増進課

さいたま市歯科口腔保健推進
計画

平成27～令和4年度 平成26年度
歯科口腔保健の推進に関する法
律、さいたま市歯科口腔保健の推
進に関する条例

健康増進課

さいたま市がん対策推進計画 平成28～令和5年度 平成27年度
がん対策基本法、さいたま市がん
対策の総合的かつ計画的な推進
に関する条例

健康増進課

さいたま市墓地行政の基本方
針

─ 平成27年度 ― 生活衛生課

さいたま市食の安全基本方針 ─
平成16年度
（平成28年度
改定）

食品安全基本法 食品・医薬品安全課

さいたま市第2期保健福祉総
合計画

平成25～令和4年度 平成25年度 社会福祉法 福祉総務課

さいたま市福祉のまちづくり推
進指針

平成17～令和2年度
平成17年度
（平成27年度
改定）

さいたま市だれもが住みよい福祉
のまちづくり条例

福祉総務課

第7期さいたま市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画

平成30～令和2年度 平成29年度 老人福祉法、介護保険法
高齢福祉課
いきいき長寿推進課
介護保険課

さいたま市障害者総合支援計
画(2018～2020)

平成30～令和2年度 平成29年度

障害者基本法、障害者総合支援
法、児童福祉法、さいたま市誰も
が共に暮らすための障害者の権
利の擁護等に関する条例

障害政策課

第3期さいたま市国民健康保
険特定健康診査等実施計画

平成30～令和5年度 平成29年度
高齢者の医療の確保に関する法
律

国民健康保険課

さいたま市立病院中期経営計
画

平成29～令和2年度 平成28年度
新公立病院改革ガイドライン（総務
省）

財務課

さいたま子ども・青少年のび
のび希望（ゆめ）プラン－さい
たま市子ども・子育て支援事
業計画－

平成27～令和元年
度

平成26年度
（平成29年度
改定、平成31
年度改定予定）

子ども・子育て支援法、母子及び
父子並びに寡婦福祉法、子ども・
若者育成支援推進法、次世代育
成支援対策推進法

子ども未来局 子育て支援政策課

さいたま市環境基本計画（改
訂版）

平成15～令和2年度
平成15年度
(平成22年度
改定)

さいたま市環境基本条例 環境創造政策課

さいたま市環境教育基本方針 ─ 平成21年度

環境教育等による環境保全の取
組の促進に関する法律、さいたま
市環境基本条例、さいたま市生活
環境の保全に関する条例

環境創造政策課

さいたま市地球温暖化対策実
行計画（事務事業編）

平成25～令和2年度 平成24年度
地球温暖化対策の推進に関する
法律

環境創造政策課

さいたま市地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）

平成25～令和2年度 平成24年度
環境基本法、地球温暖化対策の
推進に関する法律

環境創造政策課

さいたま市エネルギー・スマー
ト活用ビジョン ～新エネル
ギー政策～

平成25～令和2年度 平成24年度

エネルギー政策基本法、新エネル
ギー利用等の促進に関する特別
措置法、地球温暖化対策の推進
に関する法律

環境創造政策課

さいたま市空き家等対策計画 平成30～令和3年度 平成29年度
空家等対策の推進に関する特別
措置法

環境創造政策課

環境局

保健福祉局
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

さいたま市水環境プラン（第2
次改訂版）

平成17～令和2年度
平成17年度
（平成28年度
改定）

さいたま市環境基本条例、さいた
ま市生活環境の保全に関する条
例

環境対策課

さいたま市交通環境プラン(改
訂版）

平成16～令和2年度
平成16年度
（平成22年度
改定）

さいたま市環境基本条例、さいた
ま市生活環境の保全に関する条
例

環境対策課

第4次さいたま市一般廃棄物
処理基本計画

平成30～令和9年度 平成29年度
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律

資源循環政策課

さいたま市災害廃棄物処理計
画

― 平成29年度

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律、廃棄物の減量その他その適
正な処理に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るための基
本的な方針

資源循環政策課

さいたま市産業廃棄物処理指
導計画

平成18～令和2年度
平成17年度
（平成27年度
改定）

― 産業廃棄物指導課

さいたま市産業振興ビジョン 平成16～令和2年度
平成15年度
（平成25年度
改定）

― 経済政策課

さいたま市雇用対策推進計画 平成26～令和2年度 平成25年度 ― 労働政策課

さいたま医療ものづくり都市構
想

平成24～令和3年度 平成23年度 ― 産業展開推進課

さいたま市観光振興ビジョン 平成19～令和2年度
平成18年度
（平成25年度
改定）

― 観光国際課

さいたま市国際化推進基本計
画

平成26～令和2年度 平成25年度 ― 観光国際課

さいたま市国際化推進基本計
画アクションプラン

平成26～令和2年度 平成26年度 ― 観光国際課

さいたま市農業振興ビジョン
（改訂版）

平成16～令和2年度
平成16年度
（平成25年度
改定）

さいたま市都市農業の振興に関す
る条例

農業政策課

さいたま市農業振興地域整備
計画

平成19～29年度 平成19年度
農業振興地域の整備に関する法
律

農業環境整備課

さいたま市田園環境整備マス
タープラン

平成19～令和2年度 平成18年度 土地改良法 農業環境整備課

さいたま市森林整備計画 平成30～令和9年度 平成29年度 森林法 農業環境整備課

さいたま市防災都市づくり計
画

─ 平成27年度
防災都市づくり計画策定指針（国
土交通省）

都市総務課

さいたま市都市計画マスター
プラン

平成17～令和12年度
平成17年度
（平成26年度
改定）

都市計画法 都市計画課

さいたま市都市景観形成基本
計画

─ 平成19年度 さいたま市景観条例 都市計画課

さいたま市景観計画 ─ 平成22年度 景観法、さいたま市景観条例 都市計画課

さいたま市道路網計画 平成24～令和12年度 平成24年度 ─ 都市計画課

大宮駅グランドセントラルス
テーション化構想

平成30年度～ 平成30年度 ─
東日本交流拠点整
備課

経済局

環境局

都市局
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

さいたま市総合都市交通体系
マスタープラン基本計画

平成16～令和7年度
平成16年度
（平成28年度
改定）

交通政策基本法 交通政策課

さいたま市公共交通ネット
ワーク基本計画

平成18～令和2年度 平成18年度 ― 交通政策課

さいたま市都市交通戦略 平成23～令和2年度
平成22年度
（平成29年度
改定）

交通政策基本法 交通政策課

さいたま市バリアフリー基本構
想

─ 平成25年度
高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律、移動等
円滑化の促進に関する基本方針

交通政策課

さいたま市自転車ネットワーク
整備計画

平成26～令和5年度 平成26年度 自転車活用推進法

自転車まちづくり推
進課
（建設局）道路環境
課

さいたま自転車まちづくりプラ
ン～さいたまはーと～

平成28～令和7年度 平成27年度 自転車活用推進法
自転車まちづくり推
進課

さいたま市緑の基本計画(改
訂版)

平成19～令和2年度 平成18年度 都市緑地法 みどり推進課

さいたま市緑の基本計画後期
アクションプラン

平成27～令和2年度 平成26年度 ─ みどり推進課

さいたま市見沼田圃基本計画 ─ 平成22年度 ─
見沼田圃政策推進
室

さいたま市見沼田圃基本計画
アクションプラン（平成29年度
～平成33年度）

平成29～令和3年度 平成29年度 ─
見沼田圃政策推進
室

与野本町駅周辺地区まちづく
りマスタープラン

平成27～令和17年度 平成27年度 ― まちづくり総務課

岩槻まちづくりマスタープラン 平成24～令和2年度 平成24年度 ―
岩槻まちづくり事務
所

さいたま新都心将来ビジョン ─ 平成25年度 ― 都心整備課

大宮駅周辺地域戦略ビジョン ─ 平成22年度 ―
大宮駅東口まちづく
り事務所

さいたま市無電柱化推進計画 平成30～令和10年度 平成30年度 無電柱化の推進に関する法律 道路環境課

さいたま市道路整備計画（第3
期）

令和元～令和5年度 平成30年度 ― 道路計画課

さいたま市総合雨水流出抑制
対策指針

─ 平成14年度 ― 河川課

改定さいたま市建築物耐震改
修促進計画

平成28～令和2年度 平成27年度
建築物の耐震改修の促進に関す
る法律

建築総務課

さいたま市住生活基本計画 平成26～令和5年度 平成25年度 住生活基本法 住宅政策課

さいたま市市営住宅等長寿命
化計画

平成28～令和7年度 平成28年度
公営住宅法、公営住宅等整備事
業対象要綱（平成17年8月1日付国
土交通省住宅局長通知）

住宅政策課

市有建築物耐震化実施計画 平成19～令和2年度 平成19年度
建築物の耐震改修の促進に関す
る法律

保全管理課

さいたま市下水道事業中期経
営計画

平成29～令和2年度 平成28年度 ― 下水道財務課

希望つなぐ下水道プラン（さい
たま市下水道長期計画）

平成19～令和2年度 平成19年度 ― 下水道計画課

都市局

建設局
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計画 計画期間 策定年度 根拠法令等 担当局 担当課所室

さいたま市下水道事業実施計
画

平成30～令和2年度 平成29年度 ― 建設局 下水道計画課

さいたま市消防団充実強化計
画

平成25～令和7年度 平成24年度
消防組織法、消防団を中核とした
地域防災力の充実強化に関する
法律

消防団活躍推進室

さいたま市消防力整備計画 平成23～令和2年度 平成23年度 消防組織法 消防企画課

さいたま市水道事業長期構想 平成16～令和2年度
平成16年度
（平成26年度
改定）

― 経営企画課

さいたま市水道事業中期経営
計画

平成28～令和2年度 平成27年度 ― 経営企画課

第２期さいたま市教育振興基
本計画

令和元～令和10年度 平成30年度 教育基本法 教育政策室

学びの向上さいたまプラン ─ 平成17年度 ― 指導1課

子どものための体力向上サ
ポートプラン(改訂版）

平成30～令和3年度 平成29年度 ― 指導1課

第3次さいたま市特別支援教
育推進計画

令和元～令和2年度 平成30年度 ― 特別支援教育室

第３次さいたま市生徒指導総
合計画（子ども輝きプラン）

令和元～令和2年度 平成30年度 ― 指導2課

市立高等学校「特色ある学校
づくり」計画

平成25年度～ 平成24年度 ― 高校教育課

第2次さいたま市生涯学習推
進計画

平成26～令和2年度 平成25年度 ― 生涯学習振興課

さいたま市子ども読書活動推
進計画（第三次）

平成28～令和2年度 平成27年度
子どもの読書活動の推進に関する
法律

資料サービス課

水道局

教育委員会

消防局
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４ 総人口の見通し 

 

●平成 27 年国勢調査の確定数が公表されたことを受け、平成 30 年 3 月に、国立社会保障・

人口問題研究所から将来推計人口が発表されました。 

●発表によると、本市の人口は、ピークが2030年頃で、その後減少に転じる見通しです。 

●そのため、本市の強みを有効に活用しながら、未来に向けた積極的な投資を行い、「さ

いたま市人口ビジョン」で示す「展望人口」のとおり、人口減少を少しでも緩やかなも

のにしていくとともに、人口減少への備えを十分に進めていきます。 

 

 

 

資料 ・「H30 国立社会保障・人口問題研究所推計」は、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「日

本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」における市区町村別の将来人口推計結果

から引用 

備考 ・「展望人口」は、「平成 22年国勢調査結果に基づく将来人口推計」に対し、出生率が令和 17（2035） 

年までに 1.6 まで上昇し、社会動態の縮減が 0.8 倍まで上昇したと仮定した場合の推計。 
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