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 本報告書は、さいたま市外部評価委員会の活動実績と、その活動の結果が

市政にどのように反映されるのかを取りまとめ、市民向けに広く公表するこ

とを目的として作成されたものです。 
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  さいたま市外部評価委員会の位置付け 

さいたま市外部評価委員会（以下「委員会」という。）は、「さいたま市総

合振興計画後期基本計画実施計画、しあわせ倍増プラン２０１７、さいたま市

成長加速化戦略及びさいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲載された

施策及び事業に関する進捗度及び成果等について意見を聴取するため」（設置

要綱より）に、平成３０年５月に設置されました。 

 

 

図１－１－１ さいたま市の４つの計画 

 

  外部評価と市のＰＤＣＡサイクルとの関係 

 各事業の前年度の実施状況については、事業所管課が自ら、事業評価シート

を用いた点検を実施しており、各事業について、達成度の評価（Ａ、Ｂ、Ｃ評

価）を行うとともに、組織連携や広報・周知活動の状況など多面的な観点での

振り返りを行っています。（以下「内部評価」という。） 

 委員会は、市民目線や専門的見地により、事業等に対する意見交換を行いま

す。（以下「外部評価」という。） 

 内部評価及び外部評価はいずれも、市の４つの計画をＰＤＣＡサイクルに基

づき進行管理する上での「Ｃｈｅｃｋ（チェック、評価）」に当たるもので、市

はこれらの結果を踏まえて事業等の見直し・改善（「Ａｃｔｉｏｎ（アクション）」）

を検討していくこととなります。  

第１章 はじめに 
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 委員会開催スケジュール 

令和元年度の委員会では、次の２つの議題について取り扱いました。 

  議題  事業に対する意見交換 

  議題  「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改定案に対する

意見交換 

 

 開催スケジュールは表１－３－１のとおりです。 

 

 

表１－３－１ さいたま市外部評価委員会 令和元年度開催スケジュール 

 日  時 内  容 

第

１

回 

７月８日（月） 

９：００ 

～１２：００ 

・委員長、副委員長及び委員長職務代理者の選出 

・議題 （環境・アメニティの分野） 

○「地球温暖化対策実行計画の推進」 

○「環境教育・学習推進事業」 

第

２

回 

７月１１日（木） 

９：００ 

～１１：３０ 

・議題 （環境・アメニティの分野） 

○「エコ・モビリティ推進事業」 

○ 環境・アメニティの分野の事業群 

第

３

回 

７月１２日（金） 

１７：３０ 

～２１：００ 

・議題 （交流・コミュニティの分野） 

○「自治会加入促進」 

○「市民活動及び協働の推進事業」 

○ 交流・コミュニティの分野の事業群 

第

４

回 

７月２４日（水） 

１３：００ 

～１６：００ 

・議題 （高品質経営プログラム） 

○「新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進」 

○「企業との連携・協定による公共的サービスの充実」 

第

５

回 

７月２６日（金） 

１５：００ 

～１８：００ 

・議題 （東日本連携（地方創生推進交付金を活用している事業）） 

○「東日本広域連携事業」 

○「東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進」 

・議題  

○「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の 

計画期間の１年延長に係る改定案について 

（全５回、いずれもエコ計画浦和ビル３階西会議室にて開催） 
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 外部評価（事業に対する意見交換）の進め方 

（１）主眼 

外部評価は、市側と委員が“対立”するのではなく、“ともに”事業をより良

くすることに主眼を置いて行いました。多くの専門的な意見、さいたま市の事

情に通じた視点からの意見、さいたま市への期待やアドバイスなどを引き出す

仕掛けとして、市側も委員も一つのテーブルを囲んで、付箋や模造紙などを使

いながら意見交換を行う、ワークショップ形式を採用しました。 

 

 

委員会の様子 
【撮影情報】令和元年度第１回さいたま市外部評価委員会 

（令和元年７月８日（月）エコ計画浦和ビル３F西会議室にて） 

 

 

（２）意見交換の前提となる用語の整理 

 第１回委員会で、さいたま市総合振興計画の施策体系について、市から説明

がありました。意見交換の前提となる施策体系とその中で出てくる用語につい

て、ここに整理します。（一般的又は学術的な用語としてではなく、さいたま

市の施策体系における用語として掲載するものです。） 

 

 

４ 
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図１－４－１ 総合振興計画の施策体系 

【出典】令和元年度第１回さいたま市外部評価委員会におけるさいたま市からの説明資料 

 

●「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」 

 総合振興計画は、本市の将来都市像や行政施策の大綱を掲げる「基本構想」、

基本構想に基づき各行政分野の施策を総合的・体系的に示す「（後期）基本計

画」、（後期）基本計画に定められた施策を展開するため、具体的な事業を定

める「実施計画」の３層から構成されています。 

 このうち、「実施計画」については、内部評価及び外部評価の結果等を踏ま

えて、必要に応じて年次改定を行っています。 
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●「施策」、「目指す方向性」及び「事業」 

 総合振興計画では、市の描く将来都市像の実現に向けて、７つの行政分野に

整理してさまざまな「施策」が示されています。 

各「施策」に対しては、「目指す方向性」が掲げられており、市の目指して

いく方向性が定性的に述べられています。 

市は、各「施策」を「目指す方向性」に向けて推進していくために、さまざ

まな「事業」を実施しています。 

 

●「成果指標」と「目標指標」 

 施策や事業の進捗状況を可視化して把握するため、各施策の目指すゴールと

して「成果指標」が、各事業の目指すゴールとして「目標指標」が設定されて

います。（成果指標は、市の事業実施による成果が必ずしも数値の増減に直結

するものではないため、一つの“物差し”としてとらえる必要があります。） 

 

 

（３）事業の評価・事業群の評価における観点 

事業の評価は、個々の事業がその上位の施策の「目指す方向性」や「成果指

標」の実現・達成に結び付くように実施されているかという観点で行いました。 

また、個々の事業の評価のほか、成果指標に進捗の遅れの見られる事業につ

いては、その成果指標に紐づく事業を「事業群」としてとらえた評価も実施し

ました。事業群の評価は、施策の「目指す方向性」や「成果指標」を実現・達

成していくために、事業構成をどう改善していくべきかなど、個々の事業の枠

を飛び越え俯瞰した観点で行いました。 

以上の観点を踏まえた評価の視点を具体的に示すと、次のようになります。 

 

◇ 事業の評価（個々の事業を評価する） 

例えば… 

  事業の目標指標は適切か 

  事業ターゲットが施策の目指す方向性からずれていないか 

  事業の進め方は適切か 

  事業をより良くするための方策（アイデア）はあるか 
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◇ 事業群の評価（複数の事業を事業群としてとらえて評価する） 

例えば… 

  不足している事業はないか 

  事業の重複はないか 

  より注力すべき事業はあるか 

  施策の成果指標を達成するための新たなアプローチはあるか 

 

 

（４）具体的な進め方 

事業の評価では、まず市から委員へ対象事業についての説明があり、その説

明に対して事実確認のための質疑応答を行いました。その後、各委員が、その

事業の問題点を付箋に書き出し、模造紙に貼っていきました。問題点について

の各委員の意見を委員会全体で共有した上で、解決策についても同様に付箋に

意見を書き出し、模造紙に貼って委員会全体で共有しました。その後、出され

た意見をもとに意見交換を行いました。 

事業群の評価では、関連する個々の事業の評価を終えたあとに、付箋への意

見の書き出し以降を事業の評価と同様に実施しました。 

 

 

市から委員へ、対象事業の施策上の位置付け及び事業内容を説明 
 

委員から市に対する質疑（事実確認） 
 

対象事業の問題点と解決案について、意見の書き出し 

  １）問題点についての意見出し 

     各委員が付箋記入→発表→まとめ（意見のグループ分け） 

  ２）解決策についての意見出し 

     各委員が付箋記入→発表→まとめ（意見のグループ分け） 
 

出された意見をもとに意見交換 ⇒この結果を「委員会からのメッセージ」として成文化 

 

図１－４－２ 事業の評価の流れ（事業群の評価は  以降を実施） 

 

 なお、事業の評価では、図１－４－３のような枠を設け、意見を整理しまし

た。これは、事業の実施段階を３段階（①現状認識（現状分析、ニーズ把握）、

②目標・対象・目標指標の設定（事業の方向づけ）、③具体的な取組（取組内容、

ＰＲ、連携・協働、効率化、その他の工夫））に分け、問題点と解決策とを縦に

並べたものです。このような枠で意見を整理することで、事業のどの段階に課

題があり改善の必要があるのかを委員会の場で把握・共有しやすくなるよう工

夫しました。 

１ 
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図１－４－３ 事業の評価における意見の整理方法 

 

 

（５）意見交換の結果の取りまとめ 

 各事業及び事業群について、意見交換（図１－４－２の  ）の結果を、委

員会による外部評価の結論として、「委員会からのメッセージ」という形で取り

まとめました。  

４ 
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 外部評価（事業に対する意見交換）の対象事業 

 外部評価（事業に対する意見交換）の対象となる事業は、さいたま市により

表１－５－１のとおり選定されました。 

 

表１－５－１ 令和元年度の外部評価対象事業 

選定の観点 外部評価対象事業 

ａ 進捗の遅れの

見られる成果指標

に紐づく事業 

（環境・アメニティの分野（成果指標「市民一人当たりの温室効果

ガス排出量」に紐づく事業）） 

① 地球温暖化対策実行計画の推進 

② 環境教育・学習推進事業 

③ エコ・モビリティ推進事業 

以上の３事業について、「環境・アメニティの分野の事業群」

としての評価も実施。 

（交流・コミュニティの分野（成果指標「地域の活動に参加してい

る市民の割合」に紐づく事業）） 

① 自治会加入促進 

② 市民活動及び協働の推進事業 

以上の２事業について、「交流・コミュニティの分野の事業

群」としての評価も実施。 

ｂ 高品質経営プ

ログラムに掲げら

れている事業 

（高品質経営プログラム） 

① 新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進 

② 企業との連携・協定による公共的サービスの充実 

ｃ 国の地方創生

推進交付金を活用

している事業 

（東日本連携（地方創生推進交付金を活用している事業）） 

① 東日本広域連携事業 

② 東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進 

 

【事務局注記】 
ａ 進捗の遅れの見られる成果指標に紐づく事業について 
総合振興計画後期基本計画に掲げる７つの分野のうち、今年度は「環境・アメニティ

の分野」及び「交流・コミュニティの分野」を評価対象とし、これら２分野から進捗に
遅れの見られる成果指標を１つずつピックアップしました。 

 
ｂ 高品質経営プログラムに掲げられている事業について 
高品質経営プログラムは、しあわせ倍増プラン２０１７の中で掲げられている、高品

質経営市役所への転換（行財政改革）に向けた取組です。今年度は、３つの柱のうち「見
える改革」の中で掲げている事業をピックアップしました。 

 
ｃ 国の地方創生推進交付金を活用している事業について 

東日本連携に係る２事業で地方創生推進交付金を活用しており、これら２事業はさい
たま市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で位置付けているものです。 

 

５ 
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○ 施策体系図： 

  対象とする事業の位置付けが示された図。（東日本連携については、これに

代わり、さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要資料を使用） 

図１－４－２「事業の評価の流れ」の  で、対象事業の施策上の位置付け

を説明するために市が提示したもの。 
 

○ 事業の説明シート： 

  事業概要、事業イメージ、具体的な事業内容、事業の結果、内部評価概要

及び委員会開催時点で事業所管課が考えていた今後の方向性についてまとめ

られた資料。 

図１－４－２「事業の評価の流れ」の  で、事業内容を説明するために市

が提示したもの。 
 

○ 平成３０年度事業評価シート： 

  市が実施した内部評価の結果。（委員会開催時点の暫定稿） 
 

平成３０年度事業評価シートの最終決定稿は市ホームページでご覧になれます。 
   トップページ > 市政情報 > 政策・財政 > 計画・構想 > 総合振興計画  

> 実施計画 > 後期基本計画後期実施計画 > さいたま市／総合振興計画
後期基本計画 後期実施計画の平成 30 年度実施状況について 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/003/006/p067423.html 

 

 

 

 

〇 委員会からのメッセージ： 

  委員会での意見交換を踏まえて取りまとめた、対象事業又は事業群に対す

る委員会の総意を、「委員会からのメッセージ」として掲載しています。 
 

〇 委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性： 

  委員会からのメッセージを踏まえて、事業や施策の今後の進め方について、

市の令和元年１２月現在での方向性や考えを示しています。 
 

〇 委員の意見： 

図１－４－２「事業の評価の流れ」の  で委員が付箋に書き出した意見を

掲載しています。（相反する意見がある場合も含めて掲載しています。） 

第２章 外部評価の結果 

「市の説明資料」の見方 

「委員会からのメッセージと市の今後の方向性」の見方 

１ 

１ 
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  環境・アメニティの分野 

（成果指標「市民一人当たりの温室効果ガス 

排出量」に紐づく事業） 

 

（１）市の説明資料 
 

 

 

 

  

１ 
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[環境・アメニティ①] 地球温暖化対策実行計画の推進

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律の定めにより、「さいたま市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編・事務事業編）」を策定し、市域及び市役所の事業活動における温室効果ガス

排出量の削減に向けた取組を行っている。

○ 本市における部門別温室効果ガス排出量割合（平成28年度推計値）は、民生業務部門が

27.4%、民生家庭部門が26.3%、運輸部門が23.1%、産業部門が18.1%の順となっており、工

場やオフィス等の事業所系（民生業務部門・産業部門）が45.5%を占めることから、事業者

への働きかけが重要となる。

〔目的〕

○ 「実行計画（区域施策編）」では、事業者向けの施策の一つとして、環境負荷低減計画制

度を実施しており、事業者の自主的な環境保全活動を促すことで、本市における民生業務部

門及び産業部門への温暖化対策を推進している。

○ 「実行計画（事務事業編）」では、市内でも大規模な温室効果ガス排出事業者である市役

所自らが率先して、全職員及び全公共施設が一丸となった省エネ・節電等を実施している。

〔事業費〕

○ 118,507千円（うち特定財源：10,603千円）

さいたま市

さいたま市環境負荷低減計画制度の概要

【計画の提出義務者とは】

①年間の原油換算エネルギー使用量

の合計が1,500kl以上

②大規模小売店舗立地法で規定する

大規模小売店舗のうち、店舗面積

が5,000㎡以上

計画書の提出

省エネ診断の実施

市民・消費者・取引先・金融機関等

・環境コミュニケーションの促進

・自主的な環境保全活動の促進

計画の公表

計
画
の
提
出

調
査
書
の
提
出

(

任
意
提
出)

省
エ
ネ
診
断
の
実
施

【今後の課題】

計画の提出義務はないが、

より多くの事業所に本制度へ

の参加を促し、自主的な環境保全

活動を広めていく必要あり。

大規模事業所（100者）

中・小規模事業所（68者）

計画等を提出した事業者

名を市ＨＰで公表

※「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に基づく計画制度
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環境局環境共生部環境創造政策課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○ 環境への負荷が相当程度大きい事業者に対し、環境負荷低減計画書の提出及び公表を

義務付け、事業者の自主的な環境保全活動を促すとともに、昨年度と比較しエネルギー

使用量が増加した事業者を中心に省エネ診断を実施し、今後の環境保全活動に係るアド

バイスを行う。

○ 環境負荷低減計画書の提出義務のない中・小規模の事業者に対し、エネルギー使用量

調査を実施し、本計画制度への参加を促すとともに、同様に省エネ診断を実施し、アド

バイスを行う。

○ 目標指標とする環境負荷低減計画提出者数について、目標158件に対し、168件（うち提出

義務者100件）の提出を得た。

○ 省エネ診断について、提出義務者に対し4件、エネルギー使用量調査書の提出者に対し3件、

計7件実施した。その結果を診断報告書としてまとめ、今後の環境保全活動に係るアドバイス

を行った。

○ 各事業者が実施している省エネ設備の導入や従業員への意識啓発等、先進的な環境保全活

動について市ＨＰ等にて広報を行い、他の事業者に波及していくよう働きかけを行っていく。

○ 計画の提出義務のない中・小規模事業者に対し、事業者向けの研修会等を通じ、本制度に

参加することの有用性を説明し、民生業務部門・産業部門のさらなる温室効果ガス排出量削

減を目指す。

５ 内部評価（成果指標への貢献度等）

〔成果指標への貢献度〕

○ 成果指標である「市民一人あたりの温室効果ガス排出量」は、平成30年度公表値（平成28

年度実績）において、前年度比3.5%の削減となった。

○ 環境負荷低減計画提出者数は前年度比で13件増加し、より多くの事業者が環境保全活動を

通じ、温室効果ガス排出量の削減に取り組んだことから、成果指標へ貢献していると考えら

れる。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○ 環境への負荷が大きい事業者向けの制度のため、民生業務部門・産業部門における波及効

果は限定的であり、今後、中・小規模事業者向けに同様の自主的な環境保全活動を広めてい

けるかが課題となる。

※参考：さいたま市の事業所数 41,330事業所（平成30年版さいたま市統計書）

事業の説明シート
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[環境・アメニティ①] 平成30年度 事業評価シート

実績 155件 168件

158件 161件 165件

改定情報 平成30年度目標指標上方修正

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

　 o（結果）

事業の達成度 B
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】　「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）」に基づいた各施
　　　　策の推進、ライフスタイルキャンペーン、環境負荷低減計画制度等を実施しました。

【未達成】　なし

①
環境負荷低減計画提出者数 B+

目標

平成30年度目標指標上方修正 平成30年度目標指標上方修正総合戦略ＫＰＩ

事業に関連する
民間資金

―

0.0%

地方債 0.0% 0.0%

124,911,000 100% 118,506,400 100%

財
源
内
訳

一般財源 114,308,000 91.5% 107,902,900 91.1%

国・県支出金 0.0%

その他特定財源 10,603,000 8.5% 10,603,500 8.9%

―

事業の対象 市民、事業者及び市

事業の目的
「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の削減に
向けた施策を推進します。

事業の内容 再生可能エネルギー等の導入促進、省エネルギー化の推進及び環境負荷低減計画制度等を実施します。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

環境創造政策課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

①「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）」の進行管理
②ライフスタイルキャンペーンの実施
③環境負荷低減計画制度の実施

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

　施策情報
分野・節 環境・アメニティの分野 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

目指す方向性
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。

成果指標

指標項目 平成25年度

エネルギースマート活用率
2.2%

（H21）
14.3%
（H28）

20%

施策展開

環境負荷の少ないまちづくり

再生可能エネルギー等の導入促進

―

平成30年度 令和２年度（目標）

市民一人あたりの温室効果ガス排出量
4.07t-CO2

（H21）
4.05t-CO2

（H28）
3.13t-CO2

― 総合戦略 41102 KPI有 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 1101 地球温暖化対策実行計画の推進

関連計画コード 倍増 ― 成長
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⑥現状では、一部の事業者のみが本制度に参加している状況にあり、波及効果が限定的となっ
ています。そのため、本制度に未参加の中・小規模事業者に対し本制度に参加することの有用性
を説明し、より多くの事業者の参加を促していく必要があります。⑥

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて
努力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

⑥各事業所で行っている先進的な省エネの取組について、HP等で広報を行い、事業所における
省エネ機器の導入や従業員への意識啓発につなげます。

改善理由

環境負荷低減計画制度への参加事業所を増加させるため、他部局と連携し抽出した中・小規
模事業者237者に調査票を送付し、その内61者から提出があり、目標件数158者の達成に寄
与しました。また、他課が開催する事業者向けの研修会に１回参加し、環境負荷低減計画制
度の説明を行い、本制度への参加を促しました。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している

環境負荷低減計画制度において実施している事業所の省エネ診断について、平成29年度は
５者実施し、１者あたりの委託料は73,440円でした。平成30年度は、より多くの事業所に省エネ
診断を実施するため、委託業者と協議し、省エネ診断の実施時期を集中させることで、７者実
施することができ、１者あたりの委託料は57,548円となり、費用対効果として１者あたり15,892
円圧縮することができました。Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

本市のライフスタイルキャンペーンの一環として、省エネ・節電を推進するための広報用ポス
ターを計２回（夏期及び冬期）作成しました。市民向けには全自治会へ、また、事業者向けに
は環境負荷低減計画制度の参加企業や外郭団体等へ配布し広報を行いました。

Ⅰ

温室効果ガス削減の取組の一つである、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に基づく
環境負荷低減計画制度において、義務として計画書を作成し提出している提出義務事業者が
100者、提出義務のない提出任意事業者が68者となっており、波及効果としては計画書提出
事業者に限定されています。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅱ

成果指標「市民一人あたりの温室効果ガス排出量」は平成30年度公表値（平成28年度実績）
において、前年度比3.5％の削減となりました。目標指標としている「環境負荷低減計画提出者
数」は前年度比で13件増加し、より多くの事業者が環境保全活動を通じ、温室効果ガス排出
量の削減に取り組んだことから、成果指標の向上に貢献しているものと考えています。

Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

他部局と連携し、地球温暖化対策に係る啓発イベントを商業施設等において４回実施しまし
た。また、市民・事業者・行政が連携して地球温暖化対策に取り組んでいる地球温暖化対策
地域協議会において、普及啓発イベントを15回実施しました。

Ⅰ

環境負荷低減計画制度において、任意事業者向けのエネルギー使用量調査等を活用し、提出者数を増加させるため、調査対象事業
所をリスト化して調査依頼を通知し、他部局が開催する事業者が対象の会合での周知依頼を実施します。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

成果指標である「市民一人あたりの温室効果ガス排出量」について、令和２年度目標3.13t-
CO2に対し、平成30年度実績が4.05t-CO2となっています。目標を達成するためには、さらなる
温室効果ガス排出量の削減対策が求められることから、引き続き、市が計画に掲げる各施策
を推進していく必要があります。

Ⅰ

取組結果 エネルギー使用量調査等の活用により、提出事業者数が増加しました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

国では、地球温暖化対策計画を策定し、2030年度に2013年度比で26％、2050年までに80％の温室効果ガスの排出量
削減を目標としています。

定性的
変化

近年、地球温暖化の影響と見られる猛暑や集中豪雨等、かつて経験したことのない気候変動の影響が生じています。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する取
組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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[環境・アメニティ②] 環境教育・学習推進事業

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

し２ 事業イメージ

〔背景〕

○ 本市環境白書作成に伴い実施しているWEBアンケートでは、環境教育・学習に関する施策への

関心度が昨年よりやや低下しており、アンケート開始の平成23年を下回って推移している。

○ 平成30年に環境省が策定した第五次環境基本計画は、持続可能な開発目標（SDGs）や「パリ

協定」の採択を踏まえた内容になっており、地球規模の環境問題は我が国においても大きな課題

となっている。

○ 市民、事業者、学校、行政など、すべての主体が連携・協働して、環境教育の推進に取り組

んでいくことが重要である。また、より多くの市民が環境への関心を高めるきっかけや、身近

な場所で環境学習に取り組むことができる機会を創出し、提供していく必要がある。

〔目的〕

○ 小中学校における環境教育の活性化を図る。

〇 多くの市民が環境学習に取り組める場を提供する。

〔事業費〕

○ 1,371千円

小中学校における環境教育の活性化

○
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減

○
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
転
換
に
つ
な
が
る
行
動
を

積
極
的
に
実
践
し
て
い
る
市
民
の
増
加

さいたまこどもエコ検定の実施環境保全標語・ポスター作品

コンクールの実施

多くの市民が環境学習に取り組める場の提供

ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITYのネットワーク拡充

○環境教育を行っている施設の

登録

○各施設の環境学習情報を発信

○担当者会議等による連携強化

○各施設で施設見学や学習会、

出前講座を実施

【登録施設数 (R1.5 時点)】
市有施設10、市内民間施設10
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環境局環境共生部環境創造政策課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○ 市内の中学２年生を対象に標語を、小学５年生を対象にポスターを募集し、「環境保全標語・

ポスター作品コンクール」を実施する。また、入賞者表彰式、入賞作品展示会を開催するととも

に、入賞作品集を作成する。

〇 子どもたちの環境への関心を高めるとともに、地域への愛着を深めるきっかけをつくるため、

各小学校が環境教育等の状況に併せて活用することができる「さいたまこどもエコ検定」を実施

する。

○ 既存の環境教育資源を有効活用し、多くの市民が環境への関心を持つ機会を提供する「ネット

ワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」のネットワーク拡充を図る。

○ 「環境保全標語・ポスター作品コンクール」については、標語1,803人、ポスター245人、合計

2,048人から応募があった。

○ 市立小学校全103校へ「さいたまこどもエコ検定」の実施を呼びかけたことで、38校から申込

があり、児童5,452人が検定に取り組んだ。

〇 「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、市内20施設がそれぞれの特色を活

かした施設見学や学習会、出前講座を実施し、総計69,433人が利用した。

〇 「環境保全標語・ポスター作品コンクール」及び「さいたまこどもエコ検定」については、よ

り効果的な広報・周知活動として、小中学校への依頼文送付、教科別担当教員の研修会での周知

に加えて、小中学校への直接訪問による依頼などを実施することで、応募者数の増加を図る。

○ 「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、施設間での連携した取組を一層進

めていくため、担当者会議を開催するとともに、各施設で実施している「環境教育・学習に関す

る事業・イベント」情報を施設間で共有していくことで、より多様な環境学習の機会を提供して

いく。

５ 内部評価（成果指標への貢献度等）

〔成果指標への貢献度〕

○ 「環境保全標語・ポスター作品コンクール」及び「さいたまこどもエコ検定」を実施したこと

で、市内の児童・生徒に環境へ関心を持つ機会を提供することができ、成果指標である「ライフ

スタイルの転換につながる行動を積極的に実践している市民」の増加及び「温室効果ガスの排出

量」の削減に貢献した。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○ 「環境保全標語・ポスター作品コンクール」では、市内小中学校180校あてに応募依頼文を送付

したほか、図工・美術、国語担当教員の研修会において周知を行ったが、応募数が伸びなかった

ため、より効果的な広報・周知活動を検討していく必要がある。

〇 「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、施設単独で実施した取組が多かっ

たため、施設間での連携した取組を進めていく必要がある。

事業の説明シート
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[環境・アメニティ②] 平成30年度 事業評価シート

実績 4,813人 5,452人

改定情報 ―

5,350人 5,500人

― ―

実績 2,474人 2,048人

2,500人 2,500人 2,500人

改定情報 ―

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

　 o（結果）

事業の達成度 B
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】
・環境保全標語作品応募者数1,803人、ポスター作品応募者数245人
・さいたまこどもエコ検定実施児童数5,452人
・環境教育拠点施設20施設
【未達成】　環境保全標語・ポスター作品コンクール応募者数は昨年と比較すると426人減少し
ており、広報・周知不足が原因と考えています。

①

環境保全標語・ポスター作品コン
クール応募者数 C

目標

― ―

②
さいたまこどもエコ検定実施児童数 B

目標 5,200人

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

1,540,000 100% 1,370,775 100%

財
源
内
訳

一般財源 1,540,000 100.0% 1,370,775 100.0%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

―

事業の対象 市民

事業の目的
・小中学校における環境教育の活性化
・多くの市民が環境学習に取り組める場の提供

事業の内容
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。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

環境創造政策課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

市内の中学２年生を対象に標語を、小学５年生を対象にポスターを募集し、入賞者表彰式、入賞作品展示会を開催します。また、各
小学校が環境教育等の状況にあわせて活用することができる、「さいたまこどもエコ検定」を実施します。さらに、既存の環境教育資
源を有効利用し、多くの市民が環境への関心を持つ機会を提供する「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」のネット
ワークの拡充を図ります。

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

　施策情報
分野・節 環境・アメニティの分野 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

目指す方向性
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。

成果指標

指標項目 平成25年度

市民一人あたりの温室効果ガス排出量
4.07t-CO2

（H21）
4.05t-CO2

（H28）
3.13t-CO2

施策展開

環境の保全と創造に向けた環境教育や活動の推進

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

節電・省エネなど、ライフスタイルの転換につながる行動を積極的に実践
している市民の割合

90.7% 86.1% 90.7％以上

― 総合戦略 ― ― 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 1103 環境教育・学習推進事業

関連計画コード 倍増 ― 成長
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②施設単独で実施した取組が多かったため、施設間での連携した取組を進めていく必要がありま
す。
④「さいたまこどもエコ検定」では、学校への直接訪問が実施児童数の増加につながっていること
から、「環境保全標語・ポスター作品コンクール」においても、直接訪問を同様に実施することで、応
募者数の増加につながるものと考えています。

②④

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて努
力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

②「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、担当者会議を開催するとともに、各施
設で実施している「環境教育・学習に関する事業・イベント」情報を施設間で共有します。
④「さいたまこどもエコ検定」と同様、「環境保全標語・ポスター作品コンクール」についても、小中学
校へ直接訪問して、応募の依頼を行います。

改善理由

「さいたまこどもエコ検定」については、市内小学校103校あてに実施依頼文を送付したほか、
未実施の14校へ直接訪問して依頼を行いました。また、教育委員会が実施する理科担当教員
の研修会やチャレンジスクール運営会議においても周知を行い、さらに学校掲示板へ実施依
頼を３回掲示するなどの結果、目標数値を上回ることができたと考えています。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している

「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、市有施設や民間事業者における既
存の環境教育資源を活用しており、また、参加する民間事業者に対し費用負担も行っていない
ことから、費用対効果の高い効率的な事業運営を行っています。

Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

「環境保全標語・ポスター作品コンクール」では、市内小中学校180校あてに応募依頼文を送付
したほか、教育委員会が実施する図工・美術、国語担当教員の研修会等において周知を行い
ましたが、応募数が前年度から426人減少しており、広報・周知活動に課題があると考えていま
す。

Ⅱ

「環境保全ポスター作品コンクール」の特選作品を公用車にラッピングし市内を走行すること
で、より幅広い年齢層に市が実施している環境保全のための取組をＰＲすることができたと考え
ています。また、「さいたまこどもエコ検定」実施後の教員へのアンケートによると、69％が「検定
実施後の学校での授業・学習や、児童の行動につながった」と回答しており、一定の波及効果
があったと考えています。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

環境保全への行動につなげるためには、環境に関心を持ってもらうことから取り組む必要があり、
「環境保全標語・ポスター作品コンクール」（応募者数：2,048人）及び「さいたまこどもエコ検定」（実施
児童数：5,452人）を実施したことで、市内の多くの児童・生徒に環境へ関心を持つ機会を提供するこ
とができ、成果指標である「ライフスタイルの転換につながる行動を積極的に実践」することに向けた
意識付けに貢献していると考えています。Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

「ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたまCITY」では、環境教育拠点施設として20施設が
参加（うち市内事業者が10施設）しており、市が主催するイベントに参加して連携を図るなど、
新たな環境学習の提供に貢献していると考えています。

Ⅰ

「環境保全標語・ポスター作品コンクール」の応募者数の更なる増加を図るとともに、小学生を対象とした「さいたまこども
エコ検定」を多くの児童に実施してもらうことで、学校向けの環境教育・学習事業の充実を図ります。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

2020年以降の温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」を受けて、 日本でも、2030年に向けて、
温室効果ガス排出量を26％削減（2013年度比）を掲げています。地球温暖化などの環境問題
に対応するためには、市民、事業者、行政など全ての主体が環境問題を自らの問題ととらえ、
行動することが重要であり、そのきっかけづくりとして環境に関心を持つ機会を提供すること
は、必要性のある取組だと考えています。Ⅰ

取組結果
「環境保全標語・ポスター作品コンクール」及び「さいたまこどもエコ検定」について、文書にて学校へ依頼し、教育委員会が実施する研
修会等においても周知を行いました。また、「さいたまこどもエコ検定」では、未実施の学校に直接訪問して実施を依頼しました。その結
果、本事業の着実な実施につながり、学校向けの環境教育・学習事業の充実を図ることができました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

平成30年に本市環境白書作成に伴い実施したWEBアンケート（市民1,000人から回答）では、環境教育・学習に関する施
策への関心度が昨年よりやや低下しており、アンケート開始の平成23年を下回って推移しています。

定性的
変化

平成30年に環境省が策定した第五次環境基本計画は、持続可能な開発目標（SDGs）や「パリ協定」の採択を踏まえた内
容になっており、地球規模の環境問題は我が国においても大きな課題となっています。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する取
組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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[環境・アメニティ③] エコ・モビリティ推進事業

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

○ 現代社会において、自動車は、日々の市民生活と社会経済活動を支える重要な交通手段で

ある。一方で、首都圏をはじめとする大都市において、交通量の増加や集中する自動車交通

による大気汚染や騒音・振動などが、大きな社会問題となっている。

○ 本市の二酸化炭素排出量の約２割が自動車に起因していることから、地球温暖化対策を進

めるためには、自動車から排出される二酸化炭素を削減することが大変重要である。

○ 本市における自動車（四輪車）登録台数は約57万台（平成29年度末現在、最新データ）で

あり、年々増加している。

〔目的〕

○ 自動車由来の大気汚染物質・二酸化炭素排出の低減、騒音・振動の低減を目指す。

〔事業費〕

○ 1,268千円

エコドライブ等啓発事業の開催

エコドライブ講習会開催

実技運転走行による講習等

鉄道ふれあいフェア出展

パネル展示・啓発品配付等

タイヤチェックイベント開催

タイヤ空気圧チェック

エコドライブシミュレーター体験等

ファインモータースクール

日本自動車連盟（ＪＡＦ）

ＪＲ東日本 埼玉県タイヤ商工協同組合、日本

自動車タイヤ協会、日本自動車連

盟（ＪＡＦ）、ファインモータースクー

ル、イオンリテール

エコドライブの推進

自動車から公共交通機関等への転換（モビリティ・マネジメント）の推進

公民連携 公民連携

イベントの例

公民連携

温室効果ガスの排出削減
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環境局環境共生部環境対策課

３ 具体的な事業内容

４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○ エコドライブ及び公共交通機関等への転換を推進するための啓発事業を開催

○ 具体的には、市民及び事業者を対象としたイベントやセミナーの開催、環境関連イベントへの

ブース出展を行う。

○ 平成30年度における啓発事業の開催回数：６回

① エコドライブ講習会開催（４月23日）

エコドライブ運転を学び、燃費等を普段の運転との比較（参加者：12名）

② 鉄道ふれあいフェア出展（５月26日）

パネル展示やクイズ、アンケートによる啓発を実施（ブース来場者：約1,700名）

③ タイヤチェックイベント開催（６月９日）

タイヤ空気圧等の点検（37台）やエコドライブシミュレータ体験（41名）などを実施

④ さいたまカーフリーデー出展（９月23日）

パネル展示やクイズ、アンケートによる啓発を実施（アンケート回答者：255名）

⑤ さいたま市環境フォーラム出展（10月26日～27日）

パネル展示やエコドライブシミュレータ体験（103名）などを実施（アンケート回答者：70名）

⑥ 九都県市エコドライブセミナーinさいたま開催（３月８日）

企業の担当者にエコドライブ取組事例を紹介し、企業の活動を促進（参加者：53社69名）

○ 市主催の環境関連イベントの出展等に限らず、民間企業主催のイベントにおいてエコドライブ等

の啓発事業を実施するなど新たな啓発の場を創出することで、事業の拡大及び公民連携の更なる推

進を図る。

○ 子供連れの家族をターゲットとした出展内容を検討し、若年層及び次世代を担う子供たちへエコ

ドライブ等の周知を図る。

５ 内部評価（成果指標への貢献度等）

〔成果指標への貢献度〕

○ イベント等の啓発事業を通じて、モビリティ・マネジメントの推進やエコドライブの実践につい

て、市民及び事業者の認知度が向上し、環境負荷の少ないまちづくりへの意識が醸成していると考

える。

○ エコドライブ講習会参加者のエコドライブ運転時の平均CO2排出量は、普段の運転時と比較して約

２割削減した。講習の成果を日常での運転で実践していただくことにより、成果指標「市民一人あ

たりの温室効果ガス排出量」の削減への貢献が期待される。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○ 自動車保有台数は年々増加し、運輸部門の二酸化炭素排出量は、ごく緩やかな増加傾向で推移し

ているため、事業の拡大を検討していく必要がある。

○ エコドライブの認知率及び実施率が比較的低い傾向にある若年層への啓発が課題である。

事業の説明シート
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[環境・アメニティ③] 平成30年度 事業評価シート

― 総合戦略 ― ― 再掲 （再掲4章3節）

　基本情報

事業コード・事業名 総振 1102 エコ・モビリティ推進事業

関連計画コード 倍増 ― 成長

　施策情報
分野・節 環境・アメニティの分野 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

目指す方向性
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。

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

環境負荷の少ないまちづくり

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

市民一人あたりの温室効果ガス排出量
4.07t-CO2

（H21）
4.05t-CO2

（H28）
3.13t-CO2

―

事業の対象 市民、市内事業者、市職員

事業の目的 自動車由来の大気汚染物質・二酸化炭素排出の低減、騒音・振動の低減を目指します。

事業の内容
自動車による大気汚染物質や二酸化炭素の排出削減のため、「さいたま市交通環境プラン」に基づき、自動車から公共交通機関等
への転換を促進するとともに、エコドライブを推進します。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

環境対策課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）
エコドライブ等の啓発事業の開催

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

1,855,000 100% 1,268,000 100%

財
源
内
訳

一般財源 1,855,000 100.0% 1,268,000 100.0%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

　 o（結果）

事業の達成度 A
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】　エコドライブ等の啓発事業の開催回数６回／年度
【未達成】　なし

①

エコドライブ等の啓発事業の開催回
数 A

目標

― ―

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

実績 5回 6回

5回 5回 5回

改定情報 ―
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取組結果
九都県市エコドライブ講習会を実施するとともに、エコドライブシミュレーターを活用し、地域ごとに啓発活動を実施しまし
た。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

本市における自動車（四輪車）登録台数は約57万台（平成29年度末現在、最新データ）であり、年々増加しています。

定性的
変化

エコドライブは、国や九都県市大気保全専門部会、自動車メーカーでも周知しており、市民の認知度は向上していると思
われます。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する取
組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

環境負荷の少ないまちづくりのため、モビリティ・マネジメントの推進、エコドライブの実践につい
て、６回のイベント等を通じて啓発しました。エコドライブ実技運転講習会参加者のエコドライブ
運転時の平均CO2排出量は、通常の運転時と比較して約２割削減しました。

Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している 埼玉県タイヤ商工協同組合や市内自動車学校等に御協力いただきイベントを２回開催しまし

た。

Ⅰ

本市が平成16年度に策定した「さいたま市交通環境プラン」をより一層推進するとともに、九都県市大気保全専門部会と
連携し、広域的な取組についても強化します。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている 本市の二酸化炭素排出量の約２割が自動車に起因していることから事業の必要性が高いと考

えられます。

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している 埼玉県タイヤ商工協同組合等の広告を市のチラシに入れることで、イベントで必要な人員や機

器を提供いただき、開催費用16万円の削減につながりました。

Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

・イベントの周知のため、様々な媒体を用いて周知活動を行いました。
（市報３回、市フェイスブック・ツイッター各１回、ホームページ２回掲載、チラシ配布5,000枚、ラ
ジオ・テレビ各１回放送、民間ホームページ６回掲載）
・エコドライブは、若年層の認知率及び実施率が比較的低い傾向にあります。

Ⅰ

エコドライブは、環境負荷の低減のみならず、燃料費の削減効果があります。エコドライブ実技
運転講習会参加者のエコドライブ運転時の平均燃費は、通常の運転時と比較して24.4％向上し
ました。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

②④⑤自動車保有台数は年々増加し、運輸部門の二酸化炭素排出量は、ごく緩やかな増加傾向
で推移しているため、事業の拡大を検討していく必要があります。また、エコドライブの認知率及び
実施率が比較的低い傾向にある若年層への啓発が課題です。②、④、⑤

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて努
力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

②④⑤市主催の環境関連イベントで出展等に限らず、民間企業主催のイベントにおいてエコドライ
ブ等の啓発事業を実施するなど新たな啓発の場を創出することで、事業の拡大及び公民連携の更
なる推進を図ります。また、子供連れの家族をターゲットとした出展内容を検討し、若年層及び次世
代を担う子供たちへエコドライブ等の周知を図ります。

改善理由

積極的に環境負荷低減活動に取り組んでいる環境コミュニケーションを実施した４事業所にお
いて、エコドライブ等の啓発事業を実施しました。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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（この事業評価シートは、委員会開催時点での暫定稿です。）
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  環境・アメニティの分野 

（成果指標「市民一人当たりの温室効果ガス 

排出量」に紐づく事業） 

 

（２）委員会からのメッセ―ジと 

          市の今後の方向性 
  

１ 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

環境・アメニティ①「地球温暖化対策実行計画の推進」 
 
 

 

さいたま市環境負荷低減計画制度においては、全事業所数に対して計画書

の提出者数が少ない現状がある。こうした取組に多くの事業者に関与しても

らうためには、事業者にとってのメリット（ＣＳＲに優れた企業としての公

表、ビジネス上のメリット付与等）を打ち出す工夫が必要である。その上で、

計画書の作成方法などについて、広く情報発信し、理解を広めていく必要があ

る。 

また、業種や規模によるターゲティングが必要である。削減効果の高い業種

への優先的なアプローチや作成負担の大きい個人事業主等の小規模事業者へ

のアプローチ手法の見直しなど、戦略的な事業展開を図るべきである。 
  
 

 

（環境局 環境共生部 環境創造政策課の回答） 

委員会からの御意見を踏まえ、より多くの事業者に本制度への参加を促す

ため、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くこと及び

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て働きかけを行っ

ていくことを実施計画に追記しました。 

参加事業者にとってのメリットを打ち出す工夫としては、環境意識の高い

事業者としての公表や、省エネ診断における優良事例の紹介等を実施し、より

多くの中・小規模事業者に本制度への参加を促していきます。 

また、業種や事業規模によるターゲティングについては、今年度新たに、経

済局と連携し、エネルギー使用量が多いと見込まれる製造業が多く加入する

工業団地組合に対し、制度の周知及びエネルギー使用量調査を実施しました。 

来年度以降も、引き続き他部局と連携するなど、温室効果ガス排出量の削減

効果の高い業種等をターゲットとした効率的な制度周知に努めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ さいたま市内の事業

所数に対して、環境負

荷低減計画制度の参

加事業所数が少ない。 

・参加企業にとってのメリットを打ち出す。（例：

取組に参加した企業の公表、表彰、優遇等） 

・計画書作成に係るコスト等の負担を市が補う

ことで、中・小規模事業者への計画書作成の負

担を軽減する。 

・義務対象者の範囲を広げる。（例：大規模店舗

立地法施行以前の大きな店舗など） 

２ 「中・小規模事業者」

と言っても、規模・業

種は様々であり、ター

ゲットが曖昧である。 

・中規模事業者と小規模事業者とでアプローチ

の仕方を変える。 

・温室効果ガス排出量の多い業種にターゲット

を絞る。 

・企業との接点のある経済局などと連携する。 

３ 中・小規模事業者に対

する周知が不十分な

のではないか。 

・情報共有の場を設ける。（例：セミナー等） 

・好事例の情報を発信する。 

・市民や子どもたちへの理解促進を図ることで、

市全体に浸透させる。 

４ 現状、成果指標の達成

は厳しい状況である。 

・市単独ではなく、近隣自治体や企業等と連携し

て取り組む。 

・他自治体の先行事例を参考にする。 

・義務対象者の省エネ診断の結果、前年度を下回

った場合に、ペナルティを設ける。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

環境・アメニティ②「環境教育・学習推進事業」 
 
 

 

小中学校における環境教育の活性化に向けた取組内容については、標語や

ポスターという既存のツールの有効性を再検討しつつ、時代に合わせた見直

しを行ってもよいのではないか。その際、子どもたちの環境への関心を高める

という趣旨に立ち返るとともに、家庭で考えるきっかけとなるような仕掛け

が必要である。 

また、環境教育であることに鑑み、教育委員会と緊密な連携を図ることで、

学校現場に負担をかけない工夫をするとともに、活動の場を学校だけに限ら

ず、地域のＮＰＯ法人と協働する等、広がりを持たせることも視野に入れるべ

きではないか。 

ネットワーク型環境教育拠点施設については、大人向けの学習機会を提供

する良い取組である。取組に関するＰＲの充実、拠点の増加など、更なる活用

を図っていく必要がある。 
  
 

 

（環境局 環境共生部 環境創造政策課の回答） 

環境保全標語・ポスター作品コンクールについては、子ども達の将来にわた

る環境意識を醸成するという長期的な視野に基づく事業として実施しており

ます。 

この度の御意見を踏まえ、有効性を再検討する手段として、応募者等へのア

ンケートを実施し事業の短期的な効果について検証することとし、実施計画

に目標指標を追加しました。今後、アンケート結果も参考にしながら、さいた

まこどもエコ検定など他のツールとの役割を整理しつつ、実施方法や対象範

囲を検討してまいります。 

 なお、御指摘のＮＰＯ法人との協働、事業の広がりという点につきまして

は、環境教育事業全体で取組を進めているところであり、その中でもさいたま

こどもエコ検定は、チャレンジスクールの教材として地域で活用いただくな

ど、学校の授業以外でも幅広い活用を推進しています。 

 また、ネットワーク型環境教育拠点施設については、ＳＮＳ等を利用した新

たなＰＲ方法を検討するとともに、民間事業者等との連携を更に進めること

で、拠点施設の数や提供する環境学習のコンテンツを拡充し、より幅広い活用

を図ってまいります。 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 他局でもポスター作

品コンクールを実施

しており、学校教育全

体としての戦略が見

えない。また、学校現

場への負担が大きい。 

・教育委員会など他部局との連携を強化する。 

・学校現場の意見を聞くとともに、学校以外にも

目を向け、ＮＰＯ法人等との協働も検討する。 

・スマートフォンや動画等に親しむ世代が楽し

く取り組めるような新たなツールを検討する。

（ただし、現状のツールも美術教育という観点

での重要性はある。） 

・作品の募集に捉われない環境教育を検討する。

（例：市の出前講座、参加型の環境教育） 

・環境教育の一環として実施するなら、子どもた

ちがポスターを作成するのに際して単に絵を

描くだけで終わらずに、環境について考える時

間や機会を与える必要がある。（例：家庭での

ディスカッションなど） 

２ ターゲットが狭いの

ではないか。 

・ターゲットを小学５年生と中学２年生に絞ら

ず、希望する子どもから広く募集する。 

・希望者だけに限らず、ＳＤＧｓに対応するため

の教育を幅広く行っていくことが必要。 

・大人もターゲットに含める。 

３ ネットワーク型環境

教育施設をより活用

していくべきである。 

・大人向けの学習機会を作る貴重な場として、一

層活用していく。 

・小中学校における環境教育の活性化の取組と

連携させる。（例：施設における標語・ポスタ

ー作品の展示など） 

・拠点を増やす。 

・施設のアピールを行う。 

・ネットワーク型環境教育施設に関する目標指

標を追加する。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

環境・アメニティ③「エコ・モビリティ推進事業」 
 
 

 

当事業は平成１６年度に始まっているが、モビリティを取り巻く技術環境、

マーケット環境が事業開始当時から大きく変化している中、現在の取組内容

が時代に適合し、真の意味のモビリティマネジメントにつながっているかに

ついては、再考を要する。 

事業の改善を図る上では、車だけにターゲットを絞る手法、イベント重視の

事業内容の在り方を点検し、都市局を始め交通基盤整備の担当部局や、運輸関

係の事業団体、バス・鉄道等の事業者等とも連携を図り、取組を広げていくこ

とが必要である。 

また、転居を契機に市民の公共交通への利用転換を促すことは効果的であ

ることから、市民向けの取組については、対話によるさらにきめ細やかな働き

かけも期待したい。併せて、公共交通へ利用転換した人数を計測する等、取組

結果の効果測定の実施を将来的に検討されたい。 
  
 

 

（環境局 環境対策課の回答） 

イベントは、市民とコミュニケーションを図り、モビリティマネジメントや

エコドライブの取組の必要性を直接伝えることができる訴求効果の高い場で

あると認識しており、今後もイベント等の場を活用した啓発の取組は継続し

ていきたいと考えております。 

併せて、事業者等との連携については、運輸関係の事業者を主な対象とした

エコドライブを促進するためのセミナー開催を引き続き行い、その中で新た

に通勤手段に係るテーマも取り入れてまいります。また、バス運営事業者と連

携し、公共交通機関等の利用を呼びかけるなど、取組を広げてまいります。 

市民向けのモビリティマネジメントの取組については、転入を契機に区役

所等の窓口でバス路線図等のツールを提供し、転入者の自動車の利用が定着

する前に公共交通機関や徒歩、自転車の利用を促進する取組を継続いたしま

す。公共交通機関等の利用は市民の健康増進も見込めるため、担当部局と連携

し、新たに健康づくりに係るツールを提供するなど時代のニーズに合った情

報を提供してまいります。また、市民に対する公共交通機関等への利用転換の

取組の効果測定を行うこととし、実施計画に新たな目標指標を追加しました。 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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以上のように現行の取組内容の改善を図るとともに、時代や環境に合わせ

た当事業の再考についても、担当部局等との連携を図り、見直しを検討してま

いります。 

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 事業開始当初から事

業内容の見直しが行

われていない。 

・技術環境（エコカーの普及など）、マーケット

環境、国の状況などを踏まえ、取組内容全体に

ついて時代に合った見直しを行う。 

２ 成果指標の達成は厳

しい状況である。 

・啓発の効果を計測し、改善に繋げる。 

・公共交通への転換に向けた市全体としてのス

トーリーを明確にし、既存の公共交通の課題解

決と合わせて、他部署と連携しながら取り組

む。（例：コミュニティバスの路線整備、自転

車駐輪場の整備など） 

・エコ・モビリティの専門家を交えて検討する。 

・頑張った事業者を褒める仕組みを作る。 

３ 啓発のターゲットが

イベントに参加する

市民に偏っている。 

・市民に対する取組一つひとつにおいて、対象と

する市民のセグメントを意識する。 

・事業者に向けた取組も行っていく。 

４ 啓発の場がイベント

に偏っている。 

・転入届の提出時に転入者に対して行っている

啓発の取組のような、市民一人ひとりとのコミ

ュニケーションを交えた啓発を、より重視す

る。 

５ 自分はエコドライブ

講習会に参加したが、

実質的効果が感じら

れない。 

・エコドライブ自体の効果検証を行う。 

・啓発の事後効果（実践している人の割合等）を

測定する。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

環境・アメニティの分野の事業群 
 
 

 

成果指標として掲げる「市民一人当たりの温室効果ガス排出量」の削減に具

体的につなげていくためには、現行の３事業だけでは十分効果的とは言えな

い。そのため、成果指標に紐づく事業群の組み立てについては、ＳＤＧｓや国・

県の政策も踏まえつつ、技術革新等の時代環境に合わせた更新を検討するべ

きである。 

成果指標の達成に切実感をもって取り組むためには、市の経営資源を効率

的に活用しつつ、事業者、生活者、子どもなど、事業展開の対象となるセグメ

ントを整理し、それぞれのターゲットに効果的な事業を組み立てていくべき

と考える。 

Ｅ-ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔの推進事業を始め、他部署において先進

的に取り組んでいる事業もあることから、それらの事業を市民レベルに浸透

させていく努力も、環境局だけでなく、関係部局との連携を深め、事業展開し

ていくことを期待したい。 
  
 

 

（環境局 環境共生部 環境創造政策課及び環境対策課の回答） 

本市は、人口が多く第３次産業が盛んであること等から、民生部門（業務・

家庭）及び運輸部門からの温室効果ガス排出量が多くなっております。今後、

部門ごとにより効果的な施策が求められることから、次期総合振興計画にお

いては、ＳＤＧｓや国が示す「地球温暖化対策計画」等の目標を踏まえ、成果

指標の見直しを行うとともに、新たな事業として、エネルギーの地産地消によ

る都市機能のレジリエンスの向上等、時代環境に合った事業群の組み立てを

行ってまいります。 

 また、各事業が削減効果の高いものとなるよう、部門ごとにターゲットを絞

り、市民・事業者・行政それぞれの役割と責任を明確化するとともに、近年の

激甚化する気象災害等を例に、気候変動は身近に迫った問題であるという意

識啓発を行うなど、それぞれの主体が高い意識で取組を進めるよう努めてま

いります。さらに、温室効果ガス排出量の削減に寄与する事業について、成果

指標に紐づく事業の全庁的な整理を行い、他部局とも連携した事業展開を図

ってまいります。 

 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 成果指標に紐づけら

れていない事業の中

にも、温室効果ガスの

削減に係るものがあ

る。 

・成果指標と事業群を整理する。 

・施策群の評価も行う。（分野別の事業群に留ま

らず、都市局、建設局が行っている事業なども

含めて） 

・部署間の連携強化が必要。 

２ 市民にとっては、課題

の緊迫感が実感でき

ない。 

・温室効果ガスの削減を見える化して示す。 

・市民の行動をどう変えるかを念頭に、ターゲッ

トや手法を見直す。 
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  交流・コミュニティの分野 

（成果指標「地域の活動に参加している市民 

の割合」に紐づく事業） 

 

（１）市の説明資料 
 

 

 

 

  

２ 
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[交流・コミュニティ①] 自治会加入促進

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

〇自治会は、地域住民が相互に支えあいながら自主的かつ自律的に活動を行っており、防災、防

犯、環境美化など、多方面にわたる取り組みを実施し、本市が基本理念とする市民と行政の協働

を推進するうえで重要なパートナーである。

〇そのため、本市では、平成２４年に「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」を制定し、自治会の基盤づくりのための補助金交付や、加入促進につなげる

ための事業を行っている。

〇近年の本市における自治会加入状況は、加入世帯は増加しているが、加入率については年々減

少の傾向にあり、自治会活動の活発化に影響を及ぼすことが懸念されている。

〇そこで、平成２９年度から、さいたま市自治会連合会に加入促進部会を設置し、加入促進施策

等について検討を行ってきた。

〔目的〕

○コミュニティづくり等の活動を行う自治会の運営や自治会加入促進を図るための支援を実施す

ることで自治会活動の活発化を図り、地域の絆を育み、地域社会の活性化や安全・安心なまちづ

くりを推進する。

〔事業費〕

○382,471千円（うち特定財源充当額：816千円）

単位自治会(860)

民間事業者

自治会連合会(1) さいたま市

連携
●自治会加入促進の取組

・自治会掲示板や市の施設、包括連携協定に基づく事業者

等における啓発ポスターの掲出

・市転入届提出時における転入者への自治会加入リーフレッ

トの配布

・市自治会連合会と連携した自治会加入促進策の検討

・サッカーのホームゲーム時に、大型映像装置でＰＲ映像の

放映や自治会加入啓発グッズを配布

・自治会活動の基盤づくりのための支援としての各種補助事

業の実施

・自治会連合会、埼玉県宅地建物取引業協会（３支部）、市に

おいて自治会加入促進に関する協定書を締結

情報提供

・自治会活動・運営の手引

・加入促進部会報告書

転入者

未加入者

自治会加入の呼びかけ

自治会加入の呼びかけ

活動支援

補助金の交付

(平成31年4月1日現在)
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市民局市民生活部コミュニティ推進課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

〇啓発活動…ポスター掲示やリーフレットの配布、市報や浦和駅東西連絡通路のインフォメー

ションウォールへの掲載等１７事業を実施した。

〇さいたま市自治会連合会との連携…自治会加入促進策等の検討を行い、報告書としてまとめた。

〇埼玉県宅地建物取引業協会との連携…引っ越しや住居購入による転居者へリーフレット配布を

依頼。

〇補助金の交付実績…自治会運営補助金 855件、市区自治会連合会運営補助金 11件、屋外活動

備品 10件、屋内活動備品 4件、自治会集会所整備（建設・増改築修繕・借上げ）48件

○若い世代を中心とした自治会魅力発信のための広報の一環として、自治会情報を発信するた

めのホームページの開設について、自治会連合会と連携しながら、検討を進める。

〇若い世代や子育て世代に向けたチラシをつくり、それらの世代が多く参加するサッカーの

ホームゲームや区民まつりなどのイベント時に配布し、周知を図る。

５ 内部評価（成果指標への貢献度等）

〔成果指標への貢献度〕

〇年度によってバラつきはあるものの、自治会加入世帯数は増加傾向にあることから、成果指

標「地域の活動に参加している市民の割合」に対して、一定の効果はあるものと考える。
〔事業の執行過程で判明した課題〕

〇これまで様々な情報ツールを活用し周知を図ってきたが、加入世帯数の増加数は年度によっ

てバラつきがあり、確実に世帯数の増加に結びついているとはいえない状況である。

〇本市の転入者の傾向としては、平成２５年以降、転入者の約６割を２０代、３０代が占めて

いるとともに、ゼロ歳から４歳の転入者数が多いことから、若い世代や子育て世代の転入が多

いものと推察される。

〇これらを踏まえ、全般に向けた周知に加え、若い世代や子育て世代にターゲットを絞り、そ

の世代のニーズに合わせた自治会情報を発信することが効果的であると考える。

事業としての目標指標 分類
平成29年度(参考）

（平成30年４月1日現在）

平成30年度（評価年度）

（平成31年４月1日現在） 令和元年度 令和２年度

目標 2,000世帯 2,000世帯 2,000世帯

実績 2,473世帯 848世帯

63.5% 62.4%

 自治会加入世帯数の増加

 ≪参考≫自治会加入率

事業の説明シート
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[交流・コミュニティ①] 平成30年度 事業評価シート

実績 2,473世帯 848世帯

2,000世帯 2,000世帯 2,000世帯

改定情報 ―

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

　 o（結果）

事業の達成度 C
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】
啓発活動として17事業を実施し、さいたま市自治会連合会と連携し自治会加入促進策等の検
討を行い、報告書としてまとめました。
補助金の交付実績：自治会運営補助金 855件、市区自治会連合会運営補助金 11件、屋外活
動備品 10件、屋内活動備品　４件、自治会集会所整備（建設・増改築修繕・借上げ）48件
【未実施】　なし

①
自治会加入世帯数の
増加 C

目標

― ―総合戦略ＫＰＩ

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

392,832,000 100% 382,470,556 100%

財
源
内
訳

一般財源 392,512,000 99.9% 381,655,155 99.8%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 320,000 0.1% 815,401 0.2%

―

事業の対象 自治会、自治会未加入者

事業の目的
コミュニティづくり等の活動を行う自治会を支援することで、地域の絆を育み、地域社会の活性化や安全・安心なまちづくりの推進を
図ること。

事業の内容 転入者などに対して、自治会加入啓発活動を実施し、地域活動への参加を呼びかけるとともに、自治会活動に対する支援を行う。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

コミュニティ推進課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

①ポスター及びリーフレットを活用した自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施
②さいたま市自治会連合会と連携した自治会加入促進策及び退会防止策の検討
③民間事業者と連携した自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施
④各種イベント会場における自治会加入の魅力が伝わるような啓発活動の実施
⑤自治会活動の活性化に対する支援として、各種補助事業を実施

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

　施策情報
分野・節 交流・コミュニティの分野 ふれあいのある地域社会の形成と活性化

目指す方向性
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。

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

地域住民等の自主的活動の促進

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

地域の活動に参加している市民の割合 35% 32.2% 50%

― 総合戦略 51201 KPI有 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 7201 自治会加入促進

関連計画コード 倍増 9―3 成長
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②自治会の魅力や各自治会の情報をホームページで発信することで、より一層の周知を図り、加
入促進につなげます。

②

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて
努力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

②自治会連合会と連携し、自治会魅力発信のための広報の一環として、ホームページの開設につ
いて検討します。

改善理由

自治会への加入は、自治会の活動が活発で魅力的でないと加入につながりません。そのこと
から、自治会等の要望を踏まえ、コミュニティ助成事業補助金の屋外活動備品の対象額を30万
円以上から15万円以上に引き下げ、財政規模の小さな自治会の支援も行えるように見直し、コ
ミュニティ活動が活発になるようにしました。結果、２つの自治会から補助金を活用したい旨の
要望がありました。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している

宅建業協会市内加盟店舗 約1,100店舗に、ポスター・リーフレットを送付する際に、３支部の事
務局に依頼し、各支部からの送付物とあわせて送ることで、郵送料等をかけずに送付していま
す。

Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

自治会加入促進ポスター・リーフレットの作成を含め、自治会加入促進啓発活動を17事業実施
しました。ポスターについては、自治会掲示板や公共施設に掲示するほか、宅建業協会市内加
盟店舗やコミュニティバス、包括連携協定市内事業者への掲示を依頼しました。また、リーフ
レットについては、区役所や支所窓口で転入者に配付するほか、宅建業協会市内加盟店舗、
包括連携協定市内事業者等への配付依頼やイベント時に配布をしました。Ⅰ

自治会の活動基盤が強固になることにより、市民の参加と協働による市の事業の実施が推進
されます。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅱ

成果指標は、低下していますが、自治会加入世帯数は、増加傾向にあるため一定の効果はあ
ると考えます。

Ⅱ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

自治会連合会加入促進部会と連携して、６回の部会を通じ、自治会加入促進に関する検討を
行いました。また、部会員と協力し、加入促進部会報告書のまとめを行いました。
また、宅建業協会市内加盟店舗や包括連携協定市内事業にポスターの掲出やリーフレットの
配付を依頼しました。

Ⅰ

自治会加入世帯数の向上を図るため、引き続きさいたま市自治会連合会と連携した自治会加入促進策の検討を行うとと
もに、自治会活動に対する支援策の拡充を図ります。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

「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、自治会に対し
て、財政面での支援や自治会加入促進啓発活動を行う必要があります。また、自治会は、市からの協力依
頼のほか、地域の課題解決に向け、防災、防犯、環境美化、福祉、コミュニティづくりなど、多方面にわたる
取組を実施しており、本市が基本理念とする市民と行政の協働を推進するうえで、行政の重要なパート
ナーであると考えていることから、より一層加入促進に取り組む必要があります。Ⅰ

取組結果
自治会連合会加入促進部会と連携し、自治会長等が自治会加入促進の参考とする、加入促進部会報告書をまとめました。また、コミュ
ニティ助成事業補助金の屋外活動備品の対象額を引き下げ、財政規模の小さな自治会の支援を行えるようにしました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

平成29年度中には、世帯数では9,680世帯が増加しており、また、人口では9,406人が増加していることから、地域社会と
のつながりが弱いと考えられる単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していることなどが考えられます。

定性的
変化

少子高齢化の進行や人々の価値観やライフスタイル変化から単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していること、また、高層マンションな
どができた場合に、管理組合で様々なコミュニティ事業を行うケースがあり、自治会の設立にいたらない状況があります。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する
取組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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[交流・コミュニティ②] 市民活動及び協働の推進事業

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

○ライフスタイルの多様化や少子高齢化の進展に伴い、市を取り巻く環境も変化しており、多様

化・複雑化する市民ニーズや地域の課題に対して、行政だけで十分に対応することが困難になっ

ている。

○そのため、市民の視点及び柔軟性をもって、行政と共に市民ニーズや地域の課題へ取り組むこ

とができる市民活動団体を育成することが必要となっている。

○地域に根差す活動団体を育成し、また市民の参加促進を後押しすることで、地域における市民

の交流やコミュニティの醸成を促進することができると期待される。

〔目的〕

○市民活動を支援し、活性化を図ることで、地域で活動する市民の増加を図る。

〔事業費〕

○37,166,835円

市民活動サポートセンター

による市民活動支援事業

・ラウンジなどにおける活動の場の

提供

・市民活動サポートセンターフェス

ティバルなどイベントにおける団

体間の交流の促進

・パンフレットラックやホームペー

ジによる情報の提供、市民活動団

体に有益な情報の収集

・会計／法律などの専門相談の実施

・セミナーなど、学習の機会の提供

マッチングファンド助成事業

地域課題の解決へ向けて、市民活動

団体と市がともに取り組む

協働事業 への助成事業

● 地域で活動する団体の活性化

● 地域で活動する団体への市民の参加促進

目標 年6事業実施

平成30年度実績 5事業実施

目標 年100団体の利用登録

平成30年度の実績 71団体

市民活動及び協働の推進事業

協働のテーブル

・協働事業の実施を希望する団体や

所管課からの

 相談対応

 協働相手の紹介などのコーディ

ネート

事業実施へ向けた

相談やコーディネート
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市民局市民生活部市民協働推進課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

【マッチングファンド】地域の課題解決へ向けて市民活動団体と市が協働で取り組む事業に対

して、助成を実施する。

【市民活動サポートセンター】市民活動団体に対して、活動の場を提供するとともに、フェス

ティバル等による交流の促進や、セミナーによる学習の機会を提供する。

【マッチングファンド】平成30年度…５事業実施

実施事業…「高校生ファシリテータ養成講座」、「岩槻創作人形公募展」、「おひとりさま

の終活入門の発行と啓発イベント」、「空き家問題のセミナーと相談会」、「音楽を五感で

楽しもう」

協働のテーブル実施数 平成29年度…33件 ⇒ 平成30年度…43件

【市民活動サポートセンター】・平成30年度来館者数 481,058人 ・登録団体数

1,836団体 ・セミナーの開催 ６テーマ 12回 ・サポートセンターフェスティバル

51団体参加、来場者6,022人

【マッチングファンド】コーディネート機能の強化を図るため「協働のテーブル事業」の周知

に努める。また、制度の周知とともに、魅力を分かりやすくＰＲしていく。

【市民活動サポートセンター】市民活動の知識や経験が豊富な人材による相談やセミナーなど

市民活動団体への支援施策の一層の充実を図り、市民活動を活性化することで、新たに活動

へ参加する市民の増加につなげる。

なお、現在の目標指標が、成果指標の向上に対して有効なものとは言い難くなっているため、

「イベントへの来場者数」など、支援施策に関する目標を追加することを検討している。

５ 内部評価（成果指標への貢献度等）

〔成果指標への貢献度〕

【マッチングファンド】地域の課題解決へ向けて市民活動団体と市が協働で取り組む事業に

対して助成を実施することで、地域コミュニティの活性化に貢献をしている。

【市民活動サポートセンター】イベントやセミナーを開催し、市民活動・地域活動の活性化

を図るとともに、市民が市民活動へ触れる機会を設け、参加するきっかけとなるように努

めている。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

【マッチングファンド】協働事業を行うには、どこへ相談すればよいか分からないといった

コーディネート機能の不足や、制度が十分に周知されていないという広報の不十分さが、

今も指摘されている。また、制度の分かりづらさについても、しばしば改善を求める声が

挙げられており、これらについて課題として認識をしている。

【市民活動サポートセンター】市民活動団体からの相談に対する十分な対応や、市民活動に

とって有益となるような情報の提供、団体相互の交流促進、市民が市民活動へ参加するた

めのきっかけづくりといった各種支援施策について、より一層の充実を求められている。

事業の説明シート
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[交流・コミュニティ②] 平成30年度 事業評価シート

― 総合戦略 51202 ― 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 7202 市民活動及び協働の推進事業

関連計画コード 倍増 ― 成長

　施策情報
分野・節 交流・コミュニティの分野 ふれあいのある地域社会の形成と活性化

目指す方向性
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。

成果指標

指標項目 平成25年度

地域の活動に参加している市民の割合 35% 32.2% 50%

施策展開

地域住民等の自主的活動の促進

地域住民等の活動環境の充実

―

平成30年度 令和２年度（目標）

地域の活動・交流が活発に行われていると感じる市民の割合 44.5% 47.1% 60%

―

事業の対象 市民活動団体

事業の目的 市民活動を支援し、活性化を図ることで、地域で活動する市民の増加を図ります。

事業の内容
市民活動団体へ、活動の場や学習の機会の提供、交流の促進、市民活動に有益な情報の収集・発信を行い、また団体が市と協働
で取り組む事業に対して助成を行うなど、多様な支援を行います。

　 lan（計画）
事業課

（左上欄：とりまとめ課）

市民協働推進課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

市民活動サポートセンターにおいては、市民活動団体への活動の場の提供を行うとともに、セミナーなど学習の機会を積極的に提
供し、また、市民活動サポートセンターフェスティバルを、参加団体と協働で企画運営します。
マッチングファンド事業では、採択された５事業の進捗管理に努め、必要な支援を行うとともに、協働事業を希望する団体等へは
「協働のテーブル」を実施し、相談対応やコーディネートに努め、事業の実施につなげます。

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

47,270,000 100% 37,166,835 100%

財
源
内
訳

一般財源 32,351,000 68.4% 23,905,496 64.3%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 14,919,000 31.6% 13,261,339 35.7%

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

　 o（結果）

事業の達成度 C
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【マッチングファンド助成事業】①平成30年：5事業実施…「高校生ファシリテータ養成講座」、「岩槻創作人
形公募展」、「おひとりさまの終活入門の発行と啓発イベント」、「空き家問題のセミナーと相談会」、「音楽
を五感で楽しもう」、②協働のテーブル実施数　平成29年度…33件 ⇒ 平成30年度…43件
【市民活動サポートセンター】①来館者数：481,058人、②登録団体数：1,836団体、③セミナーの開催：６
テーマ12回、④サポートセンターフェスティバル：51団体参加、来場者数6,022人

①

マッチングファンド制度による助成
事業数 C

目標

― ―

②

市民活動サポートセンターの新規
利用登録団体数 C

目標 100団体

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

実績 4事業 5事業

6事業 6事業 6事業

改定情報 ―

実績 90団体 71団体

改定情報 ―

100団体 100団体

― ―
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取組結果

【市民活動サポートセンター】平成30年４月に管理基準等を施行しました。また、セミナーの実施回数を増加するととも
に、市民活動サポートセンターフェスティバルでは、参加団体とともに企画運営を行いました。
【マッチングファンド】広報の改善を図ったことにより、実施希望団体が増加しました。また、コーディネート強化に努め、協
働のテーブル実施件数も増加しました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

【市民活動サポートセンター／マッチングファンド】NPO法人は、市民活動サポートセンターの主要な支援対象であるとと
もに、マッチングファンド事業の中心的な担い手の一つです。本市が所轄するNPO法人については、これまで増加傾向に
ありました。しかし平成30年度末には減少へと転じています。平成27年度末380法人、平成28年度末389法人、平成29年
度末395法人、平成30年度末393法人になっています。

定性的
変化

【市民活動サポートセンター】平成28年度から市が直営で管理運営を行いながら、適正な管理を行うための管理基準等
を策定しました。なお、管理基準の策定に伴い、登録団体のみができることを、条例に則したものへと整理しました。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する取
組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

【市民活動サポートセンター】イベントやセミナーを開催し、市民活動・地域活動の活性化を図るとともに、
市民が市民活動へ触れる機会を設け、参加するきっかけとなるように努めています。
【マッチングファンド】地域の課題解決へ向けて市民活動団体と市が協働で取り組む事業に対して助成を
実施することで、地域コミュニティの活性化に貢献をしています。

Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

【市民活動サポートセンター】市民活動サポートセンターフェスティバルでは、参加する市民活動団体と実
行委員会を設置し、企画から運営までを協働により実施しました。
【マッチングファンド】マッチングファンド助成事業は、市民活動団体と行政の協働を支援するための主要な
施策であり、本市における協働の推進を図っています。

Ⅰ

【市民活動サポートセンター】管理基準等の施行、市民活動団体のニーズを把握したソフト事業（交流イベント、セミナー）
の充実を図ります。
【マッチングファンド】事業の周知方法の改善、見える化の推進、協働のテーブルによるコーディネートの推進を行いま
す。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

【市民活動サポートセンター】施設の設置主体としての責務を果たすため、市が管理運営に十分係ること
が必要です。しかし、様々な支援施策を実施するためには、専門的な知識を有する人材の活用も必要で
あると考えています。
【マッチングファンド】市民活動団体と行政のコーディネートを行い、協働を推進するためには、市が積極的
に関与をしていく必要があります。Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している

【市民活動サポートセンター】市民活動団体の交流イベントや市民活動サポートセンターフェスティバルを、
登録団体など市民活動団体と協働して実施・開催することで、行政が単独で行うよりも効率的に事業を行
うことができました。
【マッチングファンド】マッチングファンドの助成制度により協働事業を実施することで、市が単独で事業を
行った場合と比較して、1,306千円の支出が抑制されました（団体の自己資金拠出分）。また、協働で実施
することで、団体の有する専門性や人材も活用することができました。Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

【市民活動サポートセンター】市民活動サポートセンターフェスティバルでは、市民活動団体とともにチラシ
を作成し、また各種広報媒体を活用して周知を図りました。また参加団体がＳＮＳでの情報発信を行った
効果もあり、来場者数は、前年度を上回り、6,022人へと増加させることができました。
【マッチングファンド】市民活動推進委員会の答申を受けて、制度の見える化を図るとともに、パンフレット
の見やすさなどを検討して作成したことにより、例年を上回り、12団体から実施希望の声が寄せられまし
た。Ⅰ

【マッチングファンド】マッチングファンド助成事業の実施とともに、協働事業のコーディネートを行う協働の
テーブルや、職員を対象とした研修を行い、本市における協働意識の向上を図っています。その結果、全
庁を対象に行っている協働事業調査では、協働事業数が年々増加しており、平成30年度には市が市民活
動団体等と協働で行った事業数は535件となりました。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

市民活動サポートセンターについては、ラウンジ等の予約件数及び来場者数は増加傾向にあるこ
とから、セミナーやイベントなど市民活動への支援施策を一層充実させ、新たな市民活動団体を育
成し、市民活動の更なる活性化へとつなげていきたいと考えます。
マッチングファンドについては、団体への丁寧な相談対応に努めるとともに、制度を理解しやすく伝
えることで、事業増加につながり、地域における課題解決の促進になると考えます。⑦

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて
努力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

市民活動サポートセンターについては、市民活動の知識や経験が豊富な人材による相談やセミ
ナーなど、市民活動団体への支援施策の一層の充実を図り、市民活動を活性化することで、新た
に活動へ参加する市民の増加へとつなげます。
マッチングファンドについては、コーディネート機能の強化を図るため、協働のテーブルの一層の周
知に努めます。また、マッチングファンド制度の周知とともに、魅力を分かりやすくＰＲします。

改善理由

【市民活動サポートセンター】市民活動サポートセンターによるセミナーの開催数を増加させたり、フェス
ティバルの実施方法を改善したり、来館者を増加させる等の試みにより、センターの認知度を高めていま
す。
【マッチングファンド】マッチングファンド助成事業への関心を高めるための広報を試みるとともに、事業の
実施を希望する団体に対しては丁寧に相談対応を行い、多くの事業が実施へつながるように支援を行っ
ています。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅱ

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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  交流・コミュニティの分野 

（成果指標「地域の活動に参加している市民 

の割合」に紐づく事業） 

 

（２）委員会からのメッセ―ジと 

          市の今後の方向性 
  

２ 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

交流・コミュニティ①「自治会加入促進」 
 
 

 

自治会加入世帯数が伸び悩む背景には、マンション建設や外国人世帯の増

加などの社会環境の変化の中で、若い世代や新たな転入世帯、賃貸住宅層等に

対して、自治会の具体的な活動内容の発信や、古いイメージの払しょくが効果

的にできていないことが考えられる。 

自治会を側面から支援する立場の市としては、リーフレット等の配布によ

る啓発活動に加えて、自治会自身の情報発信力を高めるための支援や、未加入

世帯が気軽に参加できるような仕掛けの提案、あるいは他地域での成功事例

の共有など、時代の変化に即した自治会の体質改善を促す取組を行う必要が

あるのではないか。 

自治会に対する補助金制度については、画一的な補助によって自治会の競

争的発展が削がれていないか、あらためて検討を加えることも必要で、頑張っ

ている自治会を評価する仕組みをはじめ、資金の面だけでなく、自治会にとっ

て有意義な情報や知恵の提供をいかにしていくか、市としての検討を期待し

たい。 

また、地域の自治組織への参加を自覚的に取り組むための教育など、長期的

な視野で市民自治の偏差値を上げる取組も期待したい。 
  
 

 

（市民局 市民生活部 コミュニティ推進課の回答） 

若い世代や新たな転入世帯等に対しての自治会の具体的な活動内容の発信

につきましては、自治会活動に対する支援の一環として自治会活動の情報発

信を行う旨を実施計画に明記しました。令和元年度は、子育て世代をターゲッ

トにした新たなチラシを３６，０００部作成し、イベント会場で配布するなど

情報発信を行います。 

自治会自身の情報発信力を高めるための支援としては、令和元年度は、市民

活動サポートセンターと連携して広報セミナーを開催し、自治会の情報発信

力を高める支援を行います。さらに、今後、市自治会連合会のホームページ構

築の支援を行う予定です。 

自治会は、防災、防犯、環境美化など、多方面にわたる取組を実施しており、

行政の重要なパートナーであると考えること、また、自治会の活動が活発で魅

委員会からのメッセージ 
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力的であることが自治会への加入に繋がると考えることから、引き続き補助

金による支援を行います。 

 自治会を評価する仕組みの検討につきましては、現在は、永年にわたり自治

会長として自治会の活動に功績のあった方の表彰をしております。なお、自治

会は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成されており、地域住民

が相互に支えあいながら自主的かつ自律的に活動を行っており、それぞれの

地域の課題や特性に沿って必要としている事業を実施しています。そのこと

から、自治会の活動を評価するのは難しいと考えます。今後は、頑張っている

自治会の意欲向上や他の自治会への情報提供のため、自治会の活発な活動等

をホームページ等で紹介するなどを検討してまいります。 

 地域の自治組織への参加を自覚的に取り組むための教育などにつきまして

は、各学校で実施している各種行事等を通じ、児童生徒への自治会の活動を知

る機会の提供に努めてまいります。 

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 自治会のイメージの

向上が必要である。 

・自治会の情報発信力の向上を支援する。 

・転入者が気軽にトライアルで参加できるよう

な仕組みを作る。 

・自治会自身が活動の内容を見直すきっかけと

なるよう、補助金の一律交付を見直し、自治会

の活動を評価するなど、交付の方法を工夫す

る。 

２ 地域の変化への対応

が必要である。 

・啓発の取組に当たり、マンションや賃貸住宅に

住む世帯の増加、子育て世代の増加、外国人居

住者の増加など、地域の変化に合わせたターゲ

ティングを行う。 

３ 自治会加入に向けた

アプローチ方法は、リ

ーフレット等の配布

だけでよいのか。 

・自治会に向けた情報提供や勉強会を実施する。 

・長期的に、子どもの頃から集団への参加の仕方

（自分なりの役割）を見つけるための教育を行

うなど、市民自治の偏差値の底上げを図る。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

交流・コミュニティ②「市民活動及び協働の推進事業」 
 
 

 

市民活動サポートセンターの１，８３６の登録団体のうち、自治会が５０団

体しか含まれていない現状がある。市は、自治会が重要な市民活動団体の一つ

であるという前提に立ち、市民活動サポートセンターに自治会を巻き込むた

めの取組を進める必要があるのではないか。 

協働のテーブル及びマッチングファンド助成事業については、この制度が

市民側の要望を一方的に受け入れるためのものでもなく、行政側が安価なマ

ンパワーを確保するためのものでもないことを大前提とし、市民と行政とが

協働する意味、協働すべきテーマをしっかりと精査し、戦略性をさらに高める

ことが必要である。また、協働事業は、数ではなく質で評価する視点を持つべ

きであり、その成果や途中経過の発信も強化する必要がある。 

マッチングファンドは、テーマで集まるＮＰＯと地縁で集まる自治会とを

つなげる可能性をも秘めており、攻めのコーディネート人材の確保を期待し

たい。 
  
 

 

（市民局 市民生活部 市民協働推進課の回答） 

第一に、市民活動サポートセンターへ自治会を巻き込むための取組につい

ては、当課でもその重要性を認識しておりましたが、委員会の御意見を踏まえ

て、自治会が市民活動団体の一つであることを実施計画に明示しました。ま

た、具体的な取組としては、今年度、自治会を主たるターゲットの一つに据え

た広報セミナーを開催します。当該セミナーの成果や反省点を踏まえて、来年

度以降の支援施策を検討したいと考えています。 

 次に、マッチングファンド助成事業や協働のテーブルにおいて、市民と行政

が協働をする意味、協働をするテーマの精査を行うべきという点、及び協働事

業を質で評価すべきという点については、附属機関である市民活動推進委員

会がマッチングファンド助成事業を、「協働の必要性」や「社会貢献性」とい

った観点から審査しており、採択となる事業についても付帯意見を付すなど

により、実施後においても事業の質が確保されるように努めていただいてい

ます。また、当課としても助成金の交付だけではなく、委員会の提言に則り、

事業が適切に進められているか、進捗管理や確認をしています。 

委員会からのメッセージ 
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 続いて、マッチングファンド助成事業の途中経過や成果を発信することの

必要性については、既に第５期市民活動推進委員会の答申（平成２９年３月３

０日付）において「マッチングファンド事業の見える化」の提言をいただいて

いることを受けて、ホームページやパンフレットの見易さ、分かりやすさなど

について、改善に取り組んでおり、今後も継続して魅力ある広報に努めたいと

考えております。 

 最後に、攻めのコーディネート人材の確保についても、第６期市民活動推

進委員会の答申（平成３１年３月２５日付）において提言されていることか

ら、当課としてもその必要性を認識しております。今後、予算措置や実施主

体等を含め、望ましい在り方を検討していきたいと考えています。  

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ マッチングファンド

は、やりたいことのあ

る市民と行政とをう

まく繋げることが必

要である。 

・市民の相談窓口を明確化する。 

・広く周知するよりも、知りたい人に届くよう、

広報のルートを工夫する。 

・攻めのコーディネーターを配置する。 

・外部の専門家によるコーディネートを行う。 

２ 市民活動団体と市民

とを繋げることが必

要である。 

・市民が市民を繋ぐ仕組みを作る。（自治会とＮ

ＰＯとの連携など） 

・自治会に参加することで市民活動団体の活動

を知れるような機会を創出する。 

３ マッチングファンド

で実施した事業の成

果が伝わってこない。 

・マッチングファンド助成事業の成果や途中経

過をより発信する。 

 

４ 市民活動サポートセ

ンターの１，８３６の

登録団体のうち、自治

会が５０団体しか含

まれていない。 

・自治会も市民活動団体の一つであるという前

提に立ち、自治会へのアプローチを強化し登録

を促進する。 

・自治会への参加が市民活動団体の活動を知る

きっかけとなるような状況を作る。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

交流・コミュニティの分野の事業群 
 
 

 

テーマで集まるＮＰＯと地縁で集まる自治会とをつなげる必要性が事業の

コマで議論されたとおり、組織間がより連携して事業を展開することで、さら

なる協働の実を挙げ、市民の多様な力を一層引き出せるものと考える。 

また、成果指標に対して、直接紐づけられていない事業が多様に展開されて

いる現状がある。市民へのアンケート等において、「地域の活動」への参加状

況をより多面的に把握するとともに、各事業の広報周知の役割を果たすよう

な工夫を加えてはどうか。 

一方、地域課題の解決という点では、地区の社会福祉協議会にも着目すべき

である。地区社協との連携は、市民協働で取り組むべき課題の発掘や、その課

題解決に向けた新たな担い手の発掘にもつながる可能性がある。この点でも

やはり、自治会や地区社協等へのアウトリーチができる市民活動サポートセ

ンターの攻めのコーディネート力の向上が重要である。 

中長期的な視点では、地域社会との関わりについて、子どもの頃からの教育

や意識づけを行い、その社会的価値や文化を醸成していくことが大切である。 
  
 

 

（市民局 市民生活部 コミュニティ推進課及び市民協働推進課の回答） 

第一に、自治会及び市民活動を所管する部署が、より連携をして事業を展開

することが必要であるという点については、今年度、市民活動サポートセンタ

ーと区役所コミュニティ課が共催で、自治会を主たるターゲットの一つに据

えた広報セミナーを開催することにより取組をいたしました。こうしたセミ

ナー等の場を通じて多様な主体の交流を促進するとともに、多様な主体によ

る協働が図れるようなコーディネートについても努めていきます。 

 次に、市民の多様な地域活動の把握に関しては、次期総合振興計画の策定作

業に伴い、現状の市民アンケート調査票を見直し、アンケートの中で、地域活

動とはどのようなものかを例示し、地域活動についての周知も図れるように

したいと考えています。 

 続いて、地域の課題や担い手の発掘のため、市民活動サポートセンターが地

区社協との連携を図るべきという点については、地域の課題に精通している

という観点からすれば、地区社協ばかりではなく、民生委員・児童委員や地域

委員会からのメッセージ 
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包括支援センターといった主体も同様に重要であると考えられます。そうし

た地域に根差す多様な主体との連携も視野に入れつつ、まずは自治会との連

携を進めることが重要と考えています。 

 最後に、子どものころから地域社会との関わりを教育し、意識付けをすると

いうことについては、学校において実施している各種行事や地域で行われて

いるイベントを通じ、児童生徒へ自治会や市民活動団体の活動、地域コミュニ

ティの大切さについて学べる機会の提供に努めます。  

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 成果指標「地域の活動

に参加している市民

の割合」の定義が曖昧

である。 

・どこまでを「地域の活動」として捉えるのかを

明確にする。 

・成果指標を測るアンケートの中で、「地域の活

動」にはどんなものがあるのか例を挙げる。 

・アンケート自体を事業の広報媒体・啓発媒体と

しても活用する。 

２ 市民活動団体の一つ

である自治会を、市民

活動サポートセンタ

ーにより巻き込むこ

とはできないか。 

・成果指標に紐づく２事業（「自治会加入促進」

と「市民活動及び協働の推進事業」）を連携し

て行う。 
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  高品質経営プログラム 

 

（１）市の説明資料 
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１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

〇 ICT技術の進歩やスマートフォンの普及により、市民の情報摂取行動の多様化

及び欲しい情報がすぐに取得できる情報通信環境の充実

〇 一方で、行政情報の取得は市報が中心

〇 市民ニーズの多様化・複雑化に対応するため、必要とされる行政情報が増加

  

多様な手段で、必要な行政情報を、わかりやすく発信することが求められている。

〔目的〕

新たな情報発信媒体（SNS等）を使い、既存の情報発信媒体の見直し、及び、専

門家の知見活用などにより、効果的な広報を推進することで、市政への関心・理

解を深める。

〔事業費〕

○ 研修講師・アドバイザー報酬 1,712（千円）、会場使用料 17（千円）

ＳＮＳ等を活用した

効果的な情報発信

市政への関心・理解を深める

【情報の質を高める】

市民が必要としている情報

わかりやすい情報を発信

【情報を広く届ける】

多様な手段で市民に情報を発信

②新たな情報発信

媒体（SNS等）

での発信強化

③専門機関と連携

した情報発信の

調査・研究

①専門家による

研修実施

【SNSの特性を活用】

情報の即時発信と拡散

SNSを使った市民交流・ＰＲ

［高品質経営プログラム①］新たな情報発信媒体を活用した
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３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

① 広報の専門家による事業所管課への「市民に伝わる」等をテーマにした研修

・相談の実施

② 新たな情報発信媒体（SNS等）を活用した情報発信の強化

③ 専門機関と連携した情報発信の調査・研究

① 庁内研修５回（事業所管課延べ341人参加）、事業所管課の個別相談（月2回

程度実施）

② SNSの増加（マチマチ、Instgram）により、市公式SNSの登録者数が増加

（市公式SNS登録者数 77,475件、前年比約6,500件増加）

③ 目白大学との連携によるドローンを使った動画作成等の協議・実習

（大学による連携方法の講義１回、動画作成協議、実習３回）

〇 情報を広く届けるため、イベントや出前講座などでの市SNSの周知活動

○ 大学との連携を強化した時勢やターゲットにあった情報発信の調査研究

〇 動画や写真を活用したわかりやすい情報発信

〇 地域性や緊急性の高い情報を早く取得できる区役所からの情報発信

〇 ＳＮＳ等を活用した市民・大学等との協働の取組の実施

５ 内部評価（施策への有効性・貢献度等）

【施策への有効性・貢献度】

〇 「市民に伝わる」等をテーマにした事業所管課向けの研修を実施したことで、わかりや

すい情報発信についての意識醸成が図られた。

○ 新たなSNS（Instagram、マチマチ)の運用を開始したことで、市公式SNS登録者数は、

前年度末から約6,500件増加し、77,475件となった。目標数の80,000件には達しなかったが、

前年度より、多様な手段で、多くの市民に情報発信をすることができた。

○ 市民の動画への関心の高まりを受け、大学と連携し、動画撮影の実習を行った。これに

より知識・ノウハウを取得した。

【課題】

〇 SNSを使った市の情報発信についての市民認知度拡大と登録者数拡大

〇 市民が求める情報と市が発信する情報のマッチング

〇 市民へのわかりやすい情報発信

〇 SNSの特性である即時発信機能、拡散機能、交流機能を活用する仕組みづくりと取組

［高品質経営プログラム①］新たな情報発信媒体を活用した 効果的な広報の推進 市長公室広報課 事業の説明シート
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[高品質経営プログラム①] 平成30年度 事業評価シート

― 総合戦略 ― ― 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 8101 新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進

関連計画コード 倍増 1―①―1 成長

　施策情報
分野・節 ― ―

目指す方向性 ―

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

市民と市の情報共有の充実 1章1節1-1

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

― ― ― ―

―

事業の対象 ―

事業の目的
市民によりわかりやすく市政情報を伝え、市政への関心や理解を深めてもらうため、専門家の知見をさらに活用し、既存の情報発信
手法の見直しや、新たな情報発信媒体（SNS等)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。

事業の内容

1.情報発信アドバイザーの活用・拡充
2.他市調査・研究
3.既存の情報発信手法の見直し・新たな情報発信媒体（SNS等）の掘り起こし
4.事業所管課への研修による情報発信に対する意識の醸成

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

広報課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

①事業所管課への研修の実施
②SNS(フェイスブック・ツイッター・LINE・Instagram等)を活用した情報発信の強化
 専門機関と連携した情報発信の調査・研究
④新たな専門家の選考

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

2,131,000 100% 1,728,120 100%

財
源
内
訳

一般財源 2,131,000 100.0% 1,728,120 100.0%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

　 o（結果）

事業の達成度 B
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】①広報研修「事業課広報の進め方（基礎編）」２回　広報研修「ワークショップ（実践編）」
２回　区役所向けのSNS等の研修１回　保育園の職員を対象としたマチマチの説明会１回　②
平成30年度末時点の市SNS登録77,475件（フェイスブックのいいね数8,451、ツイッターのフォロ
ワー数61,512、ＬＩＮＥの友だち数3,606、マチマチ登録者数2,676、Instagramのフォロワー数
1,230）③目白大学と連携したドローンによる動画実習（3回）、大学との連携事例の把握
【未実施】④新たな専門家の選考

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

B

目標

― ―

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

実績 70,910件 77,475件

80,000件 90,000件 100,000件

改定情報 ―
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取組結果
①広報研修「事業課広報の進め方（基礎編）」２回、広報研修「ワークショップ形式（実践編）」２回、区役所向けSNS等の研修１回、保育
園・幼稚園の園長を対象としたマチマチの説明会２回を開催しました。②市民が理解しやすい動画の研究や、LINEでの友だち登録者
キャンペーンやInstagramでのグラフ誌版広報誌へ掲載する写真の募集などを実施しました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

ICT技術の向上によりSNSなどの情報発信媒体が増加しています。

定性的
変化

市民の情報摂取行動が複雑化・多様化しています。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する
取組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

新たなSNS（マチマチ、Instagram）の運用開始や、LINEでの友だち登録者キャンペーン(１回)、
Instagramにおけるグラフ誌版広報誌へ掲載する写真の募集企画、PR動画の発信などを行っ
たことで、目標指標に近い達成率（96.8％）となりました。

Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

広報研修にて情報発信アドバイザーの活用事例の紹介、ワークショップ方式による実務研修を
実施したことで、前年度より事業所管課の相談件数が増加しました。また、外部機関との関係
では、目白大学とドローンによる動画研究等を協働で行うなど連携体制を構築しました。

Ⅰ

①事業所管課への研修回数を増やすなどして、事業所管課の情報発信に関する意識醸成を図ります。
②既存の情報発信手法を見直すとともに、新たな情報発信媒体(SNS)を活用した情報発信を強化していきます。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている 市民の行政に対する理解を深めるためには、市民が必要とする行政情報や市がPRしたい情報

を市が責任を持ち発信する必要があります。

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い 目白大学との包括連携協定に基づき、協働でドローンによる動画の研究・調査等を実施したこ

とで、動画に関する専門的知識の習得と大学との信頼関係の構築につながりました。

Ⅰ

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している ―

―

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

新たなSNS（マチマチ、Instagram)の運用開始により、市SNS登録者数が77,475件（平成30年度
末時点）となり、昨年より多くの方に行政情報を提供できました。しかし、市全体の人口を鑑み、
更なる周知活動の強化が必要と考えています。

Ⅱ

④⑦市SNSの周知拡大を図るため、市報、さいたまくらし（市情報誌）などの既存の情報発信媒体
の活用に加え、出前講座など市民が集まる場でもPRをします。また、市民にわかりやすい情報を
発信するため、動画などのビジュアル化を強化します。さらに、市政への関心増加や市政参加へ
のきっかけとするため、Instagramで市民から募集した写真を使った動画を作成し発表するなど、市
民・大学との協働の取組を実施します。

改善理由

④⑦多くの市民に情報を届けるため、SNS等の周知活動の強化を図ります。また、市民が必要とす
る情報、市民がわかりやすい情報の発信という点で、昨年度は、知識の増強や研究等が中心であ
り、実際の取組が不足していたことから、取組を強化します。④⑦

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて
努力・工夫を行ったか)

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している 新たなSNSを活用することで情報量の増加は図れましたが、市民が必要とする情報・市民がわ

かりやすい情報という質的な面では、取組が不足していました。

Ⅱ

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

○ 財政状況が厳しくなることや人口減少社会が到来することを見据え、本市を継続的に運営

していくためには、企業等の技術や知識を活用し、財政負担の軽減と業務の効率化を図る

必要がある。

○ 企業等では、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）やＣＳＲ（企業の社会的責任）への取り

組みなど、地域貢献や公共意識が広がり、パブリックマインドを持つ企業等が増えてきて

いる。自治体と企業等が連携して地域課題の解決、市民サービスの向上に取り組む

包括連携協定の締結が全国的に広がっている。

〔目的〕

○ 企業等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、

地域課題の解決や市民サービスの更なる向上を図る。

〔事業費〕

○ なし

［高品質経営プログラム②］企業等との連携・協定による公共的 サービスの充実
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３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○ 自治体と企業等とが相互の強みを生かし、様々な分野にわたる包括的な連携協定を新たに

締結します。

○ 連携した企業等と所管局を繋ぎ、市民サービス向上に向けて各種取組を推進します。

○ 企業等との連携協定締結数 新規２社（累計10社）

・佐川急便 株式会社 （平成31年３月12日締結）

・株式会社 島忠 （平成31年３月22日締結）

（参考）

・生活協同組合 コープみらい ・株式会社 埼玉りそな銀行

・株式会社 武蔵野銀行 ・イオン株式会社

・損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 ・東京海上日動火災保険 株式会社

・さいたま市内郵便局 ・あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社

○ 企業等と連携した取組数：193件

○ 市の包括連携協定のホームページをリニューアルし、企業等と市が連携した取組事例を紹介

○ 企業等と対話を重ねて連携を強化し、連携事業を積極的に発信していく。

５ 内部評価（施策への有効性・貢献度等）

〔施策への有効性・貢献度〕

○ 包括連携協定を締結することにより、市としては企業等からの協力が得られ様々な事業が

推進しやすくなること、企業等としては地域貢献が進むことが考えられる。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○ 連携している企業等と継続的な関係を築いていく必要があること。

○ 連携事業のＰＲ方法を検討し、情報を発信していくこと。

サービスの充実 都市戦略本部行財政改革推進部 事業の説明シート
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[高品質経営プログラム②] 平成30年度 事業評価シート

― 総合戦略 ― ― 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 8203 企業との連携・協定による公共的サービスの充実

関連計画コード 倍増 1―③―3 成長

　施策情報
分野・節 ― ―

目指す方向性 ―

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

大学や企業との連携強化の推進 1章1節3-2

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

― ― ― ―

―

事業の対象 ―

事業の目的
企業等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、地域課題の解決や市民サービスの更
なる向上を図ります。

事業の内容 企業等と様々な分野にわたる包括的な連携・協定を締結し、各種取組を推進します。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

行財政改革推進部 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）
企業等との包括連携協定の締結

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

0 0% 0 0%

財
源
内
訳

一般財源 0 0.0% 0 0.0%

国・県支出金 0 0.0%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

事業に関連する
民間資金

―

0 0.0%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

　 o（結果）

事業の達成度 B
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】　企業との連携・協定の締結：新規２社（累計10社）
　　　　　　企業と連携した取組数：193件

①
企業との連携・協定の締結 B

目標

― ―

②
企業と連携した取組数 B+

目標 180事業

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

実績
新規4社

　(累計8社)
新規２社

　(累計10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）

改定情報 ―

実績 180事業 193事業

改定情報 平成30年度目標指標上方修正

180事業 180事業

平成30年度目標指標上方修正 平成30年度目標指標上方修正
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取組結果 全ての包括連携企業を訪問し、新たな連携事業の検討を進めました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

―

定性的
変化

自治体と企業が連携して社会課題の解決に取り組む包括連携協定が、全国的に広がっています。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する
取組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように
成果指標の向上に寄与してい
るか

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している 新たに２社と包括連携協定を締結することにより、地域経済の持続可能な発展や地域課題の

解決などに向けて、連携して取り組みました。

Ⅰ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

包括連携協定を締結した10社と多岐にわたる分野において、連携事業を推進しました。
また、新規の包括連携協定締結にあたり、事業者、関係所管課と連携事業についての調整を
行いました。

Ⅰ

連携した取組ができていない分野について、企業と調整を図り、取組が実施できるよう検討していきます。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている 市と企業等がそれぞれの特性や資源を活用し、双方のメリットを生かしながら市民サービス向

上のために協力していくための公民連携を推進していく必要があります。

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している ―

―

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる ホームページをリニューアルし、企業と連携した取組を紹介しています。

Ⅰ

包括連携協定を締結することにより、市の様々な事業が連携しやすくなること、企業側の地域
貢献が進むことなどが考えられます。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

企業等との連携が形骸化しないように、常に連絡をとりあい関係を密にしていくとともに、企業側の
メリットとして活動実績を積極的に発信するなど、連携の強化を図る必要があると考えます。

④

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するため
に、事業の質の向上に向けて
努力・工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

企業等との連携を強化し、活動を積極的に発信していきます。

改善理由

包括連携協定締結に向けて、所管部局と企業との具体的な調整を図りました。
ホームページを企業等の活動のPRの場所としてリニューアルしました。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

高品質経営プログラム①「新たな情報発信媒体を活用した効果的な広報の推進」 
 
 

 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥなど、コミュニケーションツ

ールは多様化し、日進月歩している。広報紙を軸とする従来の広報手段と、新

たな情報発信媒体とをどのように使い分け、活用するのか、コンセプトを明確

にした戦略的な広報を行うことが求められる。 

市は、必ず市民に届けるべき情報と、欲しい市民に届けばよい情報とを整理

した上で、それぞれにふさわしいツール（ホームページ、広報紙、各種ＳＮＳ

等）を用いて発信していく必要がある。また、事業の効果測定を登録数で行っ

ているが、発信した情報が市民にどのくらい届いているかといった観点での

指標の見直しも必要ではないか。 

また、情報発信は必ずしも広報課がすべてを担う必要はなく、シティセール

スとの棲み分けや各課との連携などを考慮すると同時に、市の魅力発信につ

いては特に、発信力を持つ市民の力を借りて情報を拡散していく工夫も必要

ではないか。 

ＳＮＳを使うのであれば、市の発信ばかりでなく、コミュニケーションツー

ルとしての活用も意識し、市民ニーズの把握などに生かしていくような工夫

も期待したい。 
  
 

 

（市長公室 広報課の回答） 

本市は、さいたま市ＰＲマスタープランを策定し、広報を推進しているとこ

ろです。情報発信媒体それぞれの特性を活かした情報発信の必要性について

御意見をいただいたことを踏まえ、令和２年度のさいたま市ＰＲマスタープ

ランの見直しに際し、改めて、大学等の専門機関の意見を聴取し、ターゲット、

活用方法、指標等の見直しを図っていきます。特にＳＮＳについては、特性で

あるコミュニケーションツールとしての機能に着目し、市民協働の情報発信

を強化していきます。 

また、事業所管課や区役所への実務研修を増やし、事業所管課の情報発信意

識醸成と情報発信の強化をしていきます。 

 

 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 目標指標は、情報を受

け取ってもらえたか

どうかを測れていな

いのではないか。 

・市ホームページへのアクセス数を目標指標に

追加する。 

・一方的な発信ではなく、発信者・受信者双方向

でのコミュニケーションを図る。 

２ ＳＮＳで広報課の職

員が自ら発信するこ

とには限界がある。 

・ブロガー、Ｙｏｕｔｕｂｅｒなど、インフルエ

ンサーとなりうる市民と連携した体制を構築

する。 

・各課の職員（特にＳＮＳが得意な世代）が広報

課を経ずに発信できる体制にする。 

３ それぞれのツールの

特長を生かした使い

分けが必要である。 

・学校周辺の不審者情報など、リアルタイムの情

報に価値があるものは、ツイッターなど即時的

に伝わるツールを積極的に活用する。 

・利用率の高い、ＬＩＮＥによる発信を増やす。 

・市民が自ら何かを調べる際に参照する、市ホー

ムページや市報は、引き続き充実させるべき。 

４ 発信される情報の内

容が、ツールごとにど

う違うのか（どんな性

質の情報がどのツー

ルで発信されるのか）

が、市民にとってわか

りにくい。 

・「こういう場合、このツールで必ず発信する」

といった宣言をする。（例：「防災に係る情報は

すべてツイッターの〇〇のアカウントから発

信する」など） 

・ツイッターでのリツイートは、市民へ不要な情

報を届ける結果になっている可能性があるた

め、慎重に行うべき。 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

高品質経営プログラム②「企業との連携・協定による公共的サービスの充実」 
 
 

 

今後、市の財政がますます厳しくなるという見通しのもとで、必要な公共的

サービスを維持していくという危機感から、積極的に公民連携を進めている

ことは評価したい。 

一方で様々な自治体でも民間との協定は流行っており、さらに連携の実を

挙げるため、市が民間の力を必要としている分野はどこなのか、具体的なプロ

ジェクトの提案力の強化が必要である。 

また、公民連携の取組をさらに広げていくためには、従来の大企業だけでな

く、中小企業や業界団体をパートナーとする連携についても検討していく必

要がある。そのため、多様な企業等がそれぞれの得意分野を生かして参画でき

るよう、継続的対話に努める必要がある。 

なお、連携の在り方としては、公共サービスを維持していく観点の連携だけ

でなく、民間企業や大学のイノベーション力を引き出すような、産・官・学等

の連携によるチャレンジ的な取組も今後期待したい。 
  
 

 

（都市戦略本部 行財政改革推進部の回答） 

包括連携協定は、民間事業者や団体等（以下、「企業等」という。）に市政全

般に係る幅広い分野でご協力いただく制度となります。そのため、市が求める

分野について多くの企業等に情報を提供していくとともに、それぞれの企業

等の強みを生かした事業を組み立て、連携事業の推進に取り組んでまいりま

す。 

また、中小企業や業界団体におきましても新たに連携が必要と考えられる

分野において対話を重ねながら連携協定締結に向けた調整を図ります。産・

官・学の連携につきましても、各大学が持つ高度な専門知識や学生の発想力、

企業の持つ高度な技術力などを活かし、より良い市民サービスが提供できる

ように努めてまいります。 

 

 

 

 

委員会からのメッセージ 
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委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ ターゲットを中小企

業へ広げるため、企業

が手を挙げやすくな

る仕掛けが必要。 

・市が連携のテーマを設定し、わかりやすく提示

し、広く呼びかける。（市のプロジェクト提案

力が必要） 

・事業組合ごとにターゲティングを行う。 

２ 協定締結後も連携を

継続していくことが

必要。 

・継続的なコミュニケーションを行う。 

・企業にとってのメリットと市民サービスの向

上とを両立できる取組を模索する。 

・成果を分析し、取組に計画性を持たせる。 

・協定を継続する際に、「今回はここが違う」と

いう情報を発信する。 
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  東日本連携（地方創生推進交付金を活用している事業） 

 

（１）市の説明資料 
 

 

 

 

  

４ 
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［東日本連携①］ 東日本広域連携事業

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

〔背景〕

○人口減少及び高齢化が進む中で、それぞれの地域の特性を生かし、持続的で自立的な地域社会

の実現を図るために、広域連携による地方創生・地域活性化を推進することが重要である。

○さいたま市では、持続的な成長・発展を目指し、「東日本の玄関口」、「交通の結節点」と

いった立地優位性を活かし、広域連携を行うことにより、交流人口の拡大を図り、地方創生を

推進している。

○平成27年度より東日本の新幹線沿線自治体による広域連携を実施する体制として「東日本連

携・創生フォーラム」を継続して開催している。

〔目的〕

○交通の結節点としての地の利を生かし、東日本各都市と連携し、まるまるひがしにほん（東

日本連携センター）を中心としたマッチング機会の創出や広域連携事業と連動した東日本連携

推進協議会等の民間活動の活発化により、本市の産業振興を図る。

〔事業費〕

○40,790千円（うち地方創生推進交付金充当額：15,053千円）

〔事業開始年度〕

○平成27年度（広域連携事業としては平成24年度）

対
流
の
促
進
に
よ
る
地
域
活
性
化・
地
方
創
生
の
実
現

連携

対流

の

促進

対流

の

促進

函館市

青森市

八戸市

盛岡市

秋田市

山形市

仙台市

会津若松市

福島市

新潟市

長野市

高岡市

氷見市

南砺市

金沢市 那須塩原市

さいたま市

２ 事業イメージ 東日本連携・創生フォーラム

広域連携による

事業の検討・実施

まるまるひがしにほん

ヒト・モノ・情報

を集積

↓

発信

↓

交流が活性化

東日本連携都市の地域資源を活用したにぎわい創出の各種事業の実施

地域文化を発信するイベント 物産販売や観光ＰＲ

・伝統芸能の披露・体験

・ 謎解きイベント を実施
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経済局商工観光部経済政策課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○東日本全体の地域活性化と地方創生を成し遂げるため、交通の結節点という拠点性を生かし、

東日本各都市・商工会議所・観光協会・市内事業者との連携により、交流人口の拡大や地元経

済の促進を図る。

○具体的には、大宮駅と新幹線でつながる沿線をはじめとした都市の首長による「東日本連

携・創生フォーラム」を実施している。

○平成30年度における連携事業実施数：27件（以下は主な事業）

①東日本連携・創生フォーラム

・第４回東日本連携・創生フォーラムをパレスホテル大宮で19都市参加により開催。

②東日本の商材の販路拡大事業の実施

・そごう大宮店で２回、大宮高島屋で１回、東日本の商材を販売する催事を開催。

③軒先マルシェの実施

・百貨店の軒先で東日本の商材を販売する「軒先マルシェ」を11回実施。

④東日本の商材マッチング支援事業の実施

・東日本地域の観光協会と連携し、「南砺ナイト」「上田ナイト」を開催し、東日本の地

域文化を発信。

・金融機関が実施する商談会にて、三条市及び氷見市の事業者のブースを４件出展。

⑤東日本連携イベントのプロモーション事業

・大宮アルシェビルの映像装置により東日本連携都市のプロモーション映像を40日間放映。

⑥大宮駅周辺回遊事業

・駅周辺の回遊促進と東日本連携PRのため、謎解きイベント「大宮からの挑戦状」を開催。

○まるまるひがしにほんなどの活用により、東日本のヒト・モノ・情報を集め、東日本各都市

との交流の機会を増やすことで、市内企業にビジネス交流の機会創出し、また連携各都市との

情報交換を行い、市内で行われる催事等の情報を積極的に周知し、市民の東日本地域に対する

注目度を上げることで、東日本各都市の活性化を促す。

５ 内部評価（有効性・貢献度等）

〔有効性・貢献度〕

○民間事業者による東日本の商材を紹介する催事など、様々な都市が参加した新たな「ヒト・モ

ノ・情報」の流れが生まれつつある。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○今後は、民間企業どうしの経済交流をどのように活性化していくかが課題である。まるまるひ

がしにほんの活用などにより、市内企業と東日本地域の企業との情報交換及び交流の場を増やし、

取引機会の拡大を図っていくことが必要である。

事業の説明シート

79



[東日本連携①] 平成30年度 事業評価シート

― 総合戦略 32301 KPI有 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 5104 東日本広域連携事業

関連計画コード 倍増 ― 成長

　施策情報
分野・節 産業・経済の分野 活力ある地域産業を育てる環境の整備

目指す方向性 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。

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

中小企業者・創業者の経営基盤の強化

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

経営状況が安定している企業数（法人市民税法人税割額の納税義務者
数）

10,430社
（H23）

12,718社
(H30)

12,460社

―

事業の対象 市内企業及び市民

事業の目的 東日本全体の地域活性化及び地方創生を推進するため。

事業の内容
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。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

経済政策課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

交通の結節点としての地の利を生かし、東日本連携都市によるフォーラムの実施及び連携都市間の連携事業の推進、また東日本
連携推進協議会による連携事業を実施していくことで、東日本の地域活性化及び地方創生を推進します。

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

44,733,000 100% 40,789,317 100%

財
源
内
訳

一般財源 27,814,000 62.2% 25,735,906 63.1%

国・県支出金 16,919,000 37.8%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

事業に関連する
民間資金

―

15,053,411 36.9%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

　 o（結果）

事業の達成度 A
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】　連携事業27事業実施
【未達成】　なし

①
連携事業数 A

目標

― ―総合戦略ＫＰＩ

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

実績 12事業 27事業

15事業 16事業 17事業

改定情報 ―
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取組結果 東日本連携推進協議会を通じて、市内民間事業者と情報交換を行い、東日本各都市の催事・イベント情報をPRしました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

東日本連携・創生フォーラムに参加する自治体は増加しています。また、東日本連携推進協議会による東日本連携都市
との連携事業は毎年趣向を凝らし実施しています。

定性的
変化

市内のあらゆる業種を対象に実施した地域経済動調査（期間：2018年10～12月期）では、市内の景況は概ね横ばいとなっており、先行き
は慎重な見通しとなっています。経営にマイナス面の影響が大きいと考えられる経済動向で最も多いのは「個人消費の動向」となってい
ます。また、平成31年２月28日に発表された「SUUMO住みたい街ランキング2019関東版」（株式会社リクルート住まいカンパニー）におい
て、「大宮」が４位となりました。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する
取組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように成
果指標の向上に寄与している
か

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

個別連携事業を東日本連携・創生フォーラムの場で報告してもらうことで、上田ナイトの実施
や、函館市による教育旅行の取組など、他の連携都市への事業の横展開が図られており、中
長期的にみて成果指標の向上に一定程度貢献していると考えます。

Ⅱ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

東日本各都市及び市内民間事業者等と連携し、東日本の商材を販売する催事及び地域文化を発信するイ
ベントの開催に加え、市内民間事業者と東日本の生産者のマッチング機会を創出しました。
金融機関が実施する農業と食に関する展示・商談会において、東日本連携各都市の生産者の出展ブース
を設けました。また、商工会議所との連携により出展者の募集を行いました。（農と食の展示・商談会に出展
した東日本連携都市の企業数４件。）
東日本連携各都市の観光協会と連携し、南砺ナイトと上田ナイトを開催しました。Ⅰ

・市内民間事業者と情報交換を行い、より効果的に東日本連携事業をPRできるように事業の見直しを検討します。
・東日本連携各都市と情報交換を行い、市内で行う催事・イベント等で東日本地域のPR活動方法等を検討します。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

人口減少及び高齢化社会に対応するため、東日本各都市と連携し、交流人口の拡大を互いに
図っていくことは必要不可欠です。フォーラム参加自治体も23自治体から25自治体に増え、必
要性は高まっています。

Ⅰ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している 東日本連携推進協議会との連携によりタウン誌での事業の共同PRを実施しました。また、市内

民間事業者と連携することで、催事等に係るコストを抑制しました。

Ⅰ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

東日本連携各都市の文化等を発信するイベントをHP、SNS及びチラシによりすべての年齢層に
向けて情報発信しました。（南砺ナイト46人、上田ナイト53人来場。）また、東日本連携推進協議
会との連携によりタウン誌での共同PRを実施しました。

Ⅰ

市内企業と東日本地域の生産者等とのマッチングは、商品・サービスの向上に加え、販路拡大
にもつながります。また、平成30年度のイベント「大宮からの挑戦状」には1,400名の参加があ
り、東日本連携のPRとともに、大宮駅周辺地域での回遊を促進し地元経済の活性化につな
がったと考えています。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

①東日本連携センターが開設したため、今後さらなる連携事業の拡大を目指すものです。
④広報活動を拡大し、来場者が増加することで連携事業数の拡大につながると考えています。

①④

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するために、
事業の質の向上に向けて努力・
工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

①東日本連携各都市との連携事業の拡大を目指します。
④東日本連携各都市と情報交換を行い、市内で行う催事・イベント等で東日本地域のPR活動方法
等を検討します。

改善理由

地域文化を発信するイベントにおいて、東日本連携各都市の芸能者や料理人によるデモンスト
レーションにより、来場者が東日本地域の文化等に関心を持つような取組を実施しました。
市内事業者に対し、東日本の商材に関し、試食、調理方法、仕入先等の情報提供をすること
で、ビジネス交流の機会を創出しました。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅰ

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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［東日本連携②］東日本連携拠点を核にしたビジネス交流

１ 事業概要（背景・目的・事業費）

２ 事業イメージ

〔背景〕

○人口減少に伴う市場の縮小等に対応し、地域が持続可能性を有する社会を実現するには、市域

を越えた連携を「広域」かつ「幅広い分野」で実施することが必要不可欠である。

○さいたま市では、持続的な成長・発展に向け、「東日本の玄関口」、「交通の結節点」といっ

た本市の強みや優位性を活かし、交流人口の拡大を図り、地方創生を推進しているところ。

○平成27年度より「東日本連携・創生フォーラム」を継続的に開催し、東日本の新幹線沿線をは

じめとする自治体による広域連携を実施する体制を構築し、連携拠点・情報発信拠点の設置の検

討をしてきた。

○平成31年３月28日にまるまるひがしにほん（東日本連携センター）を開設した。

〔目的〕

○交通の結節点という拠点性を活かし、東日本各都市と連携し、まるまるひがしにほんを中心と

したマッチング機会を創出する。

〔事業費〕

○237,276千円（うち地方創生推進交付金充当額：118,488千円）

〔事業開始年度〕

○平成27年度
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の推進 経済局商工観光部経済政策課

３ 具体的な事業内容

ｐ４ 事業の結果

６ 今後の方向性

○交流人口を拡大し経済活動を促進させるための拠点として「まるまるひがしにほん」を平成

31年３月28日に大宮駅前に開設。自治体等のシティプロモーション機能とビジネス交流サロン

機能を導入した。

○センター等でのイベント １件

オープニングウィークを開催し、3月28日から31日までに21,347人が来場した。

○センター等での商談・打合せ件数 ０件

平成31年３月末の開設であったため、商談・打合せを実施することができなかった。

○次年度に商談・打合せを実施できるよう、ビジネス交流サロンの利用方法を検討するととも

に、サロン開設を広く周知するためのPRを実施した。また、ビジネスマッチングを進めるコー

ディネーターの設置やビジネスセミナーの企画を検討した。

○市内企業と東日本地域の企業との取引機会を拡大するため、商談会やビジネスセミナーを開

催し、マッチングの機会を設ける。

○設置したコーディネーターなどを活用し、マッチングの結果、商談につながるよう、きめ細

やかなフォローを行う。

○企業等にどのようなビジネスマッチングの需要があるのか調査を実施する。

○シティプロモーションイベントで自治体が出品する特産品等を地元さいたまの商業施設や飲

食店等に紹介することで、販路拡大の機会につなげる。

○来場者がその地域に興味を持ち、訪れたくなるような魅力的なシティプロモーションイベン

トを実施できるよう、まるまるひがしにほんの施設運営方法を検討し、交流人口の拡大や地方

創生につなげる。

５ 内部評価（有効性・貢献度等）

〔有効性・貢献度〕

○市内企業の取引機会を創出することで、各企業の商品・サービスの向上が図られ、収益向上

につなげることができる。

〔事業の執行過程で判明した課題〕

○令和2年度までに商談・打合せ件数累計200件とする目標達成に向けて、市内企業と東日本地

域の企業との取引機会を拡大するための効果的かつ魅力的な情報交換及び交流の場を増やして

いくことが課題である。

事業の説明シート
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[東日本連携②] 平成30年度 事業評価シート

実績 実施計画策定 ０件

50件 70件 80件

改定情報 ―

事業としての目標指標 達成度 分類 平成29年度(参考） 平成30年度（評価年度） 令和元年度 令和２年度

　 o（結果）

事業の達成度 C
平成30年度の

取組実績
（未達成の取組含む）

【実績】　東日本連携センターを整備し、平成31年３月に開設しました。オープニングウィークとし
て10都市によるシティプロモーションを実施しました。
【未達成】　平成31年３月末の開設となったため、センターでの打合せ件数は０件でした。

①
センター等での商談・打合せ件数 C

目標

― ―総合戦略ＫＰＩ

事業に関連する
民間資金

―

118,488,240 49.9%

地方債 0 0.0% 0 0.0%

267,109,000 100% 237,275,640 100%

財
源
内
訳

一般財源 133,555,000 50.0% 118,787,400 50.1%

国・県支出金 133,554,000 50.0%

その他特定財源 0 0.0% 0 0.0%

―

事業の対象 市内企業及び市民

事業の目的
東日本各都市と連携し、東日本連携センターを中心としたマッチング機会の創出など、本市企業のビジネスチャンス拡大を目指しま
す。

事業の内容
東日本連携センターを整備し、東日本連携各都市とのネットワークを構築しながら継続的な情報交換を進め、効果的な事業（東日本
の商材の販路拡大、商談会等によるビジネスマッチング機会の創出等）を実施し、広域連携の輪をさらに拡大します。

　 lan（計画）

事業課
（左上欄：とりまとめ課）

経済政策課 ― ― ―

― ― ―

平成30年度の
取組内容

（計画時点）

東日本連携センターを整備します。当センターに「ヒト・モノ・情報」を集積させ、交流人口の拡大や経済活動を促進させるよう、東日
本連携センターの運営方法を検討します。

平成30年度事業費
（単位：円）

当初予算額(円）【前年度繰越額を含む】 割合 決算額(円）【翌年度繰越額を除く】 割合

　施策情報
分野・節 産業・経済の分野 活力ある地域産業を育てる環境の整備

目指す方向性 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。

成果指標

指標項目 平成25年度

― ― ― ―

施策展開

中小企業者・創業者の経営基盤の強化

―

―

平成30年度 令和２年度（目標）

経営状況が安定している企業数（法人市民税法人税割額の納税義務者
数）

10,430社
（H23）

12,718社
(H30)

12,460社

1―22 総合戦略 32302 KPI有 再掲 ―

　基本情報

事業コード・事業名 総振 5105 東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進

関連計画コード 倍増 ― 成長
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①平成31年３月末の開設であったため、商談にはつながらなかったので、引き続き東日本各都市と
のネットワーク構築を進め、効果的な事業（東日本の商材の販路拡大、商談会等によるビジネス
マッチング機会の創出等）を実施していく必要があると考えています。①

⑦努力・工夫

(事業の目的を達成するために、
事業の質の向上に向けて努力・
工夫を行ったか)

　 ｃtion(改善）

改善の方向性
と

改善内容

改善の方向性 改善内容

①成果指標への貢献度
②組織連携・PPP・協働
③効率性
④広報・周知活動等の結果
⑤必要性
⑥波及効果
⑦努力・工夫

①東日本各都市との連携事業を継続して行うとともに、さいたま商工会議所と連携しセミナーやイ
ベントの開催、またはビジネスコーディネーターを活用することでセンターでのマッチングの機会創
出を図ります。

改善理由

施設の開設が平成31年３月末だったため、企業のビジネスチャンス拡大につながった可能性は
低いと考えますが、地域の魅力発信の機会創出には寄与したと認識しています。

Ⅰ　努力・工夫をした
Ⅱ　取組が不足している

Ⅱ

⑥波及効果

(本事業の効果が目標指標・成
果指標以外に及んでいるか)

③効率性

(事業の費用対効果を高めるた
めの取組を行っているか)

Ⅰ　取組を行っている
Ⅱ　取組が不足している

多くの自治体等に活用してもらえるよう、また、来場者にとって魅力的な施設になるよう、費用対
効果を考慮しながら、施設設計や設備、備品の導入を検討し、改修工事を実施し、備品を設置
しました。

Ⅱ

④広報・周知活動等の結果

(事業を知ってもらうための広
報、営業活動等により対象者に
アプローチできているか)

Ⅰ　アプローチできている
Ⅱ　アプローチが不足して
いる

市内企業や連携市、市施設など300か所へのチラシ配架のほか、ホームページ、SNS、テレビな
どのメディアを活用し、広く広報活動を実施した結果、平成31年３月28日～３月31日で21,347人
の来場者がありました。

Ⅰ

オープニングウィークに参加した10都市においては、観光地や特産品などまちの魅力をそれぞ
れ独自にシティプロモーションしたことで、平成31年３月28日～３月31日で21,347人の来場があ
り、さいたま市をはじめ、市外の方にもまちの魅力をPRすることができたと考えています。

Ⅰ　波及効果がある
Ⅱ　波及効果が弱い

Ⅰ

東日本連携各都市とのネットワークを構築しながら継続的な情報交換を進めることで、東日本
の商材の販路拡大、商談会等によるビジネスマッチング機会の創出等につながる機会が増える
と考えております。

Ⅱ

②組織連携・PPP・協働

(事業を進めるうえで、他課、他
団体、市民等と連携しているか)

Ⅰ　連携している
Ⅱ　取組が不足している

さいたま商工会議所、さいたま観光国際協会及び庁内関係各課と連携しながら東日本連携セ
ンターの運営をしました。また、東日本の10自治体がオープニングウィークに出展しシティプロ
モーションイベントを実施しました。

Ⅰ

（仮称）東日本連携支援センターの整備を進め、運営方法等を検討していきます。

⑤必要性

(市が事業を実施する必要があ
るか)

Ⅰ　必要性がある
Ⅱ　必要性が薄まっている

大宮が東日本地域の交通の結節点であること、また東日本連携・創生フォーラムでも東日本連
携センターの必要性が求められている事業です。本施設の活用可能性について東日本の855
自治体にアンケートを実施し、168自治体から本施設をシティプロモーション等で「活用してみた
い」との回答がありました。

Ⅰ

取組結果
平成31年３月に東日本連携センターを開設し、オープニングウィークとして東日本連携10都市によるシティプロモーション
を行い、特産品や観光情報など地域の魅力を紹介しました。

　事業の項目別評価
評価区分

評価理由
評価

　 heck（評価）

事業を取り巻く
外部要因
の変化

定量的
変化

新たに南魚沼市、会津若松市が連携都市に加わり、25都市となりました。

定性的
変化

市内のあらゆる業種を対象に実施した地域経済動調査（期間：2018年10～12月期）では、市内の景況は概ね横ばいと
なっており、先行きは慎重な見通しとなっています。経営にマイナス面の影響が大きいと考えられる経済動向で最も多い
のは「個人消費の動向」となっています。また、平成31年２月28日に発表された「SUUMO住みたい街ランキング2019関東
版」（株式会社リクルート住まいカンパニー）において、「大宮」が４位となりました。

前年度に計画
したAction(改
善)に対する
取組結果

計画内容

①成果指標への貢献度

事業の取組内容がどのように成
果指標の向上に寄与している
か

Ⅰ　貢献している
Ⅱ　一定程度貢献している

平成30年度事業評価シート（市が実施した内部評価）
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  東日本連携（地方創生推進交付金を活用している事業） 

 

（２）委員会からのメッセ―ジと 

          市の今後の方向性 
  

４ 
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 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

東日本連携①「東日本広域連携事業」 
 
 

 

ＫＰＩとして、連携事業の数をあげているが、それによって市内企業がどれ

だけ売り上げを伸ばせるのか、市内企業のメリットを一層明確にするなど、東

日本連携による市内経済への効果を追跡していくことが必要ではないか。 

また、さいたま市が東日本の連携拠点であることを、市内だけではなく東日

本全域で一層浸透させていくためにも、さいたま市と連携するメリットを、さ

らに打ち出していく必要がある。 

この事業においては、東日本の復興に寄与するという視点は堅持して進め

るべきであると同時に、県内市町村にもＰＲの場としてさいたま市を一層活

用してもらうことでメリットをもたらすなど、近隣自治体との連携の深まり

にも期待したい。 

いずれにせよ、この事業は、さいたま市のブランディングという点で、大き

な可能性を秘めており、戦略的地域ブランディングをいかに確立していくか

の議論を深め、今後の事業展開につなげていくことを期待したい。 
  
 

 

（経済局 商工観光部 経済政策課の回答） 

東日本連携による市内経済への効果を追跡していくことについては、経済

効果は景気など、さまざまな要因により影響されるため、明確に示すことは困

難と考えます。このため、今後もＫＰＩとしては連携事業の数を掲げてまいり

ます。 

なお、大宮駅周辺の大型商業施設などから構成される「東日本連携推進協議

会」が各大型商業施設や共同プロモーションにおいて東日本の特産品を取り

扱う様々なイベントを行うことで、大宮に東日本の特産品が集まるイメージ

が定着化しつつあるものと認識しており、この取組が東日本及び市内の企業

へのメリットを生み出しているものと考えております。 

県内市町村との連携については、まるまるひがしにほん（東日本連携センタ

ー）において、５月に連携協定を締結した小江戸川越観光協会及び従前から連

携協定を締結している秩父観光協会と合同でイベントを開催いたしました。

今後も、県内市町村との連携も含めて、東日本連携の取組を広げていきたいと

考えております。 

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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本市は、将来都市像として「東日本の交流拠点都市」を掲げ、新幹線６路線

が乗り入れる大宮駅を有する「東日本の玄関口」という地理的優位性を活かし

て、東日本地域全体の活性化を目指した取組を進めています。今後も東日本連

携・創生フォーラムにおける情報共有の機会やまるまるひがしにほん（東日本

連携センター）という拠点を活かしながら、各自治体にとってのシティプロモ

ーションや地域交流の場として、企業にとっての販路開拓やテストマーケテ

ィングの場としての本市のブランディングを進めてまいります。 

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ 市にとっての東日本

連携の位置づけを明

確にする必要がある。 

・東日本連携が市内の企業にとってどんなメリ

ットがあるのかを市が提示する。 

・東日本の各都市がお互いにｗｉｎ-ｗｉｎの関

係で切磋琢磨しながら進める取組であること

をよりアピールする。 

・「連携」のテーマを絞り、各自治体の役割分担

を整理する。 

・東日本の復興の観点でのテーマ設定をする。 

２ 東日本連携について、

市民からの認知度を

上げる必要がある。 

・東日本の結節点であることを市民が実感でき

るような仕掛けを作る。（例：新幹線で東日本

各地の採れたての食材を取り寄せ、市内で販売

するなど） 

３ 東日本連携について、

東日本各地からの認

知度を上げる必要が

ある。 

・プロスポーツなど、既存のコンテンツをきっか

けに認知を広げる。（例：市へサッカーの試合

を観に来た人が東日本連携の取組を知り、更に

地元でも話題にするなど） 

４ 連携事業数が目標で

よいのか。 

・連携した成果についても追跡する。（例：経済

効果、税収増加など） 

 

  

89



  

 委員会からのメッセージと市の今後の方向性 

評価対象 

東日本連携②「東日本連携拠点を核にしたビジネス交流の推進」 
 
 

 

東日本連携センター“まるまるひがしにほん”は、オープンから３か月を経

過した現在（※）、所管課の想定を上回る集客実績を上げているが、収益構造の

確立や、市内企業への利用メリットの浸透という点に今後の課題が残されて

いる。 

これらの課題を克服していくためにも、東日本の連携拠点がなぜさいたま

市にあるのかという点のアピールや、企業のマーケティング上のテストベッ

ドとしての有効性をさらにアピールする工夫が必要である。 

特に、ビジネス交流拠点としての機能を高めていくのであれば、市内の中小

ものづくり企業への寄与など、市内企業のメリットやそのための戦略を明確

にすべきであり、ものづくり企業のアピールの場としての魅力向上（１階でも

企業の技術のＰＲができるようにするなど）を期待したい。 

シティプロモーション機能に関しては、駅構内からも出展中の自治体がわ

かるような工夫や、近隣の店舗とのコラボレーションなど、周辺と一体となっ

たプロモーション機能の向上を図ると同時に、既存のアンテナショップとの

差別化を意識した事業展開が必要である。 
（※）委員会を開催した令和元年７月時点 
  
 

 

（経済局 商工観光部 経済政策課の回答） 

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）は、令和元年１２月時点で開

設から８カ月が経過し、東日本の特産品が買え、日本酒が試飲できる施設とし

て、市民を中心に認知され始めたところです。 

一方、収益構造の確立が課題であるというご指摘については、当課でも認識

していることから、稼働率向上の対策として、シティプロモーション機能を持

つ１階については、行政のシティプロモーションだけでなく、東日本連携に資

する民間の利用も、今後検討していきます。また、ビジネス交流サロン機能を

持つ２階については、貸会議室やコワーキングスペースとしての活用を促進

できるよう、ホームページ、店頭及び広報誌等による周知を進めてまいりま

す。併せて、施設の有効活用という観点では、店頭でのにぎわい創出や２階へ

の導線について、看板やのぼり、案内など改善を重ねているところです。 

次に、市内企業へのメリットの浸透という点については、市内企業にとって

委員会からのメッセージ 

委員会からのメッセージを踏まえた市の今後の方向性 
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より魅力ある施設にするため、ビジネス交流サロンに配置した専門のコーデ

ィネーターが市内ものづくり企業を対象にニーズ調査を行いながら、本年は

企業向けの意見交換会や本市の強みである産業分野をテーマにした光学産業

サミットなどを実施したところです。引き続き、市内企業のニーズ・シーズマ

ッチングの場としての検討を行い、市内企業へのメリットを訴求してまいり

ます。 

 また、近隣店舗とのコラボレーションについては、東日本地域の特産品やイ

ベント情報を取り扱う市内飲食店等との連携事業「まるまるひがしにほんの

店」制度を本年１０月に創設しました。引き続き、周辺と一体となったプロモ

ーションを進めてまいります。 

今後も、「東日本のヒト・モノ・情報の対流拠点」という施設コンセプトを

明確に打ち出した取組を促進しつつ、ビジネス交流機能を有するという本施

設の特色を活かした事業展開を図ってまいります。 

 

委員の意見（個々の意見は必ずしも委員会の総意を示すものではありません） 
 問題点 解決策 

１ コンセプトがあまり

浸透していない。 

・なぜ大宮を拠点として東日本連携の取組を行

うのかを明示し、広くアピールする。 

・アンテナショップとの差別化を図る。 

・市のブランディングを総合的に行う。 

２ まるまるひがしにほ

んへの集客・アピール

方法の改善が必要で

ある。 

・建物の前壁に大きな看板を設けて駅から見え

るようにするなど、施設を目立たせる。 

・駅からの動線に案内板を設ける。 

・建物の外までにぎわいを見せる。 

３ 企業への周知に工夫

が必要である。 

・まるまるひがしにほんの活用事例を企業向け

に紹介する。 

・東日本を拠点とする企業のニーズを把握する。 

４ 今後、施設の活用方法

をより工夫していく

必要がある。 

・収益構造の確立を図る。 

・行政によるシティプロモーションのための利

用が多いため、民間による利用も広げていく。 

・１階から２階への動線を強化する。（例：２階

で開催中のイベントを１階で案内するなど） 

・２階の稼働率を上げる。（例：予約の入ってい

ない時間はコワーキングスペースとして貸し

出すなど） 

・いずれは東日本に限らず活用していく。 
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  「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

の計画期間の１年延⾧に係る改定案について 

 

（１）市の説明資料 
 

 

 

 

  

５ 
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  「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

の計画期間の１年延⾧に係る改定案について 

 

（２）委員からの意見 

 
 

 

 

  本議題については、市からの説明を受けた後、各委員が順に意見を述べる

形式で実施しました。 

 

 

 

 

５ 
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 委員からの意見 
 
 

 

計画期間を１年延⾧すること並びにそれに伴う数値目標及びＫＰＩの令和

２年度目標値の設定の考え方については、異論なし。 

 

まち・ひと・しごと創生に係るその他の意見 
 意見の分類 意見 

１ 基本目標、数値目標及

びＫＰＩの設定全般

に関して 

・目標が累計値なのか単年値なのかが不明瞭な

ので、「/年」などを付して明瞭化するとよい。 

・個々の事業の目標指標（項目）の見直しを行う

かどうか、今後検討を要する。 

・目標数値の根拠をこの場でここに確認するの

は困難だが、今後検討を要するものもあるので

はないか。 

・市内でも地域による差異があり、指標を市全体

としてとらえるのは困難である。 

・指標の数が多すぎる印象があるので、今後検討

を要する。 

２ さいたま市まち・ひ

と・しごと創生総合戦

略の内容に関して 

・今後、市民の働き方の多様化に対応する内容を

盛り込むとよい。 

・施策体系としては問題ない。 

３ まち・ひと・しごと創

生に係る市のこれま

での取組に関して 

・市民へわかりやすく発信してほしい。 

 

 

計画期間の１年延⾧に対する委員からの意見 
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さいたま市外部評価委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 さいたま市総合振興計画後期基本計画実施計画、しあわせ倍増プラン

２０１７、さいたま市成長加速化戦略及びさいたま市まち・ひと・しごと創生

総合戦略に掲載された施策及び事業に関する進捗度及び成果等について意見を

聴取するため、さいたま市外部評価委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

 （組織） 

第２条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

  識見を有する者 

  関係団体の代表者 

  市民 

  前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長、副委員長及び職務代理者） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員会に副委員長を置き、委員長の指名により選出する。 

４ 副委員長は、委員会の進行にあたり、委員長を補佐する。 

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名する副委員長がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

３ 委員会の会議は、原則として公開とする。 

 （委員の代理）  

第６条 委員長は、委員がやむを得ない事情により委員会に出席することがで

きないときは、その代理の者（以下「代理者」という。）を出席させることが

できる。  

２ 代理者は、委員と同一の機関・団体に属する者で、当該委員が指名するも

のとする。  

３ 代理者が委員会に出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市戦略本部都市経営戦略部において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

   附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、平成３０年５月２日から施行する。 

 （さいたま市まち・ひと・しごと創生有識者懇談会設置要綱の廃止） 

２ さいたま市まち・ひと・しごと創生有識者懇談会設置要綱（平成２８年６

月３０日都市戦略本部長決裁）は、廃止する。 

 （施行日） 

１ この要綱は、平成３０年６月２１日から施行する。 

 （施行日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  
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さいたま市外部評価委員会 令和元年度委員名簿 

 

（五十音順） 

氏名 団体名・職等 

内田 奈芳美 アーバンデザインセンター大宮副センター長（埼玉大学准教授） 

◎大久保 秀子 浦和大学副学長 

柏木 恵 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

木口 幸夫 市民（市民の声モニター） 

楠田 悦子 モビリティジャーナリスト 

★久保田 尚 埼玉大学教授 

黒金 英明 さいたま商工会議所事務局長 

齋藤 明男 埼玉県雇用対策協議会専務理事 

篠田 勝利 株式会社埼玉りそな銀行さいたま営業第二部長 

○長野 基 首都大学東京准教授 

子吉 亮子 市民（市民の声モニター） 

松山 麻衣 市民（さいたま市総合振興計画審議会第１部会委員） 

宮下 光泰 国土交通省関東地方整備局企画部事業調整官 

山口 奈穂子 市民（市民の声モニター） 

吉田 俊一 株式会社埼玉新聞社編集局理事編集管理幹 

凡例 ★ 委員長 

   ◎ 副委員長兼委員長職務代理 

   ○ 副委員長（意見交換の進行） 
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さいたま市外部評価委員会への意見聴取の対象となる４つの計画の概要 

（令和元年１２月時点） 

 

①さいたま市総合振興計画後期基本計画実施計画 

   実施計画（計画期間：平成２６年度～平成２９年度） 

   後期実施計画（計画期間：平成３０年度～令和２年度） 

さいたま市では、市政運営の最も基本となる計画としてさいたま市総合振

興計画（基本構想・基本計画・実施計画）を策定し、長期的な展望に基づい

て、総合的かつ計画的なまちづくりを進めています。 

（後期）実施計画は、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、基本計

画に掲げられた施策に基づき、個別の具体的な事業を位置付けたものです。 

 

②しあわせ倍増プラン２０１７ 

（計画期間：平成２９年度～令和２年度） 

しあわせ倍増プラン２０１７は、（後期）実施計画で定める事業のうち、

「市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市」の実現を目指して、令和２

年度までにさいたま市が重点的に取り組む事業をまとめたものです。子ども

や高齢者、障害者に関する事業など、市民のしあわせ倍増にかかる「しあわ

せ倍増事業」と、行財政改革の取組として、市民、また職員にとっても高品

質な市役所への転換をさらに進めるための「高品質経営プログラム」で構成

されています。 

 

③さいたま市成長加速化戦略 

（計画期間：平成２９年度～令和２年度） 

さいたま市成長加速化戦略は、（後期）実施計画で定める事業のうち、「市

民・企業から選ばれる都市」を主眼に置いて、令和２年度までにさいたま市

が重点的に取り組む事業をまとめたものです。成長を支える７つのプロジェ

クトを軸に構成されています。 

 

④さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（計画期間：平成２７年度～令和２年度） 

  さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、まち・ひと・しごと創生

法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条の規定に基づき策定した計画です。さ

いたま市総合振興計画、しあわせ倍増プラン２０１７及びさいたま市成長加

速化戦略における取組を踏まえ、特にさいたま市の人口減少克服と地方創生

の観点から、国の取組に合わせて再構築を図ったものです。 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

外部評価及び内部評価の結果を踏まえて、必要に応じて市の４つ

の計画（総合振興計画後期基本計画後期実施計画、しあわせ倍増プ

ラン２０１７、さいたま市成長加速化戦略及びさいたま市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略）の改定を行いました。  
各計画は、市ホームページにて閲覧することができます。  

トップページ   > 市政情報  > 政策・財政  > 計画・構想  

（https://www.city.saitama.jp/006/007/004/index.html）  

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

さいたま市外部評価委員会 評価報告書 
 

発 行 年 月 令和２年２月 

編 集 発 行 さいたま市外部評価委員会 

 

（事務局） さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 

       〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

       Tel:048-829-1035 Fax:048-829-1997 
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