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  令和 2年 10 月 8 日（木） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

◎市長あいさつ 

先日発表された、日本総合研究所が監修する「政令指定都市幸福度ランキング2020年版」において、本市

は政令指定都市のトップとなりました。また、長谷工ハーベストが首都圏居住のモニターを対象にした「住みた

い街ランキング2020」でも、大宮と浦和が共に第3位となるなど、全国的に注目度が高まっています。

今後も市民や企業の皆様と手を携えながら、「住みやすい」「住み続けたい」と感じられるまちづくりをしっか

りと進めていただくようお願いします。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向け、全庁一丸とな

って取り組んでいただいているところですが、様々な対策を進めていく中で、行政のデジタル化・オンライン化

が、全国的にも大きな課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、この度、本市において、「さいたま市デジタルトランスフォーメーション推進本部」を立

ち上げることとしました。私自身が先頭に立ち、文書等の単なる電子化にとどまらず、IT・デジタルの徹底的な

活用で、市民サービスの向上や業務の効率化を図るためデジタル改革を推進していきます。局区長におかれ

ましては、その目的を十分に理解の上、各種業務の見直しに取り組むようお願いします。 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●「さいたま市 DX（デジタルトランスフォーメーション）推進本部」の設置について 

この本部では、DX に関する重要施策及び戦略の決定を行うと共に、プロジェクトチーム、ワーキンググルー

プ等を設置し、全庁横断的に施策を進めていくものです。特に、当初設置予定のワーキンググループにおいて

取り扱うテーマは、全市を挙げて早急に取り組む必要のある喫緊の課題となっています。 

近日中に本部会の正式な立ち上げを行い、情報政策部が事務局となって関連する施策の実行を順次進め

ていきたいと考えていますので、ご協力をお願いします。 

〔総務局〕 

●文書の電子化率について 

文書の電子化率は、「後期基本計画後期実施計画」及び「しあわせ倍増プラン 2017」において、今年度末ま

でに 65％とすることとしています。 

今年度 4 月から 8 月までの電子化率の実績は、77.7％となり、前年度同時期の電子化率 71.4％と比較する

と、6.3 ポイント向上しています。 

これまでのところ、最終目標値である65％を上回っている状況ではありますが、更なる電子化率の向上に向

け、昨年度を上回る実績を達成できるよう、文書の電子化に取り組むようお願いします。 

〔財政局〕 

●令和 3年度当初予算編成について 

9月 16日に令和 3年度予算編成方針を通知し、要求期限は 10月 20日としています。各局区においては、

改めて以下の点にご留意をお願いします。 

①新型コロナウイルス感染症への対応を最優先としつつ、既存事業についても、「新しい生活様式」を踏ま

えた事業の実施手法を検討し、大胆な見直しや創意工夫による経費節減等をお願いします。 

②「次期総合振興計画」を円滑にスタートさせるため、予算を優先的に配分する。 

③税収の減などで例年以上に厳しい財政状況であるため、各局・区長のマネジメントにより、事業の抜本的

な見直しやスクラップ・アンド・ビルドを通じた要求上限の厳守をお願いします。 
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〔市民局〕 

●令和 3年度マッチングファンド一般助成事業 協働事業のテーマ募集について 

市民活動団体が市と協働して地域の様々な課題に取り組む事業を支援する制度として、マッチングファンド

一般助成事業を実施しています。 

市民活動団体に対する事業の募集に先立ち、来年度に向けて市民活動団体と協働で取り組みたい市から

の事業テーマを募集します。 

後日、照会を行うので、各局区から一つ以上のテーマのご提出にご協力をお願いします。 

市民活動団体と協働することにより、行政単独では対応が困難な事案に対し、効果的に対応できることが期

待されますので、ぜひ、ご活用ください。 

〔子ども未来局〕 

●オレンジリボンキャンペーンについて 

11 月の 1 ヶ月間、オレンジリボンキャンペーンを実施します。 

オレンジリボンキャンペーンは、児童虐待を防止するという想いが込められたオレンジリボンを通して、子ど

も虐待への問題意識を高め、虐待防止に向けた行動を起こしていただく機運を盛り上げるための啓発活動で

す。 

本市においては、5 月及び児童虐待防止推進月間である 11 月にキャンペーンを実施しており、11 月のキャ

ンペーンにおいては、子ども虐待防止フォーラムの開催、区役所窓口等での啓発物の配布など様々な啓発活

動を実施します。 

職員の皆様にも、オレンジリボンバッジを着用いただき、キャンペーンへのご協力をお願いします。 

●子ども家庭総合支援拠点モデル事業の開始について 

昨今の児童虐待事案を受け、国が策定したプランの中で、地域における相談体制の強化のため、子ども家

庭総合支援拠点の設置が求められています。このことを受け、令和 2年 10月より西区支援課、令和 3年 4月

より南区支援課にてモデル事業を開始し、その後の検証を経て、令和 4 年 4 月に、10 区での本格導入を目指

します。 

支援拠点は、現在各区支援課で実施している業務を更に効果的・効率的に行うための新たな取組として、

アウトリーチ等を行います。また、支援拠点は、専門的な虐待対応を担う児童相談所と共に、互いの強みを活

かした役割分担により、子どもの命を守る両輪となり、市全体の子どもや家庭を支援する体制を強化して参り

ます。 

◎次回の行政会議 

次回、令和 2年度第 8回は、11 月 9日（月）午前 10 時です。 



令和2年度 第７回 行政会議

令和２年１０月８日（木）

●「さいたま市DX推進本部」の設置について

●文書の電子化率について

●令和３年度当初予算編成について

●令和３年度マッチングファンド一般助成事業

協働事業のテーマ募集について

●オレンジリボンキャンペーンについて

●子ども家庭総合支援拠点モデル事業の開始について

※DX（デジタルトランスフォーメーション）
将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。
（令和２年7月１７日閣議決定「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」より引用）

【都市戦略本部】「さいたま市ＤＸ※推進本部」を設置します
さいたま市ＤＸ推進本部

本部会議
市長（本部長）

副市長（副本部長）

局長等（本部員）

幹事会

プロジェクトチーム
（情報政策部を中心とする職員による

部局担当制）

情報統括監（幹事長）

課長級（構成員 所管指定）
WG

WG

WG

WG

DXの推進

• 業務効率化
• デジタルに合わせたルール
や運用の見直し

業務効率・生産性の向上

最新のICT・他自治体事例
等の研究・活用

市民サービスの向上

組織名
R1年度
4月～8月

R2年度
4月～8月

市長公室 79.3% 86.5%
都市戦略本部 85.1% 87.4%
総務局 76.2% 78.8%
財政局 88.4% 90.5%
市民局 78.6% 86.3%
スポーツ文化局 70.6% 78.9%
保健福祉局 57.6% 69.3%
子ども未来局 55.2% 68.2%
環境局 77.0% 81.8%
経済局 69.2% 78.0%
都市局 68.2% 77.4%
建設局 75.2% 81.2%
西区役所 70.4% 77.5%
北区役所 73.0% 77.6%
大宮区役所 69.0% 75.4%
見沼区役所 72.5% 76.2%
中央区役所 68.0% 75.2%
桜区役所 70.0% 71.0%
浦和区役所 71.5% 75.6%
南区役所 65.4% 71.5%
緑区役所 69.9% 72.1%
岩槻区役所 71.4% 77.5%
消防局 75.5% 78.4%
出納室 94.7% 96.0%
水道局 73.8% 78.0%
議会局 67.4% 76.0%
教育委員会事務局 74.5% 81.6%
選挙管理委員会事務局 72.8% 86.6%
人事委員会事務局 73.8% 85.1%
監査事務局 92.1% 90.6%
農業委員会事務局 86.4% 91.5%

合計 71.4% 77.7%

【総務局】

文書の電子化率の
向上について

文書の電子化率の
向上について

実績（R２年度４月～８月）
７７．７％

（R２年度目標：６５．０％）

※ Ｒ２年度は全ての局で６５％を上回っています。
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【財政局】

○ 令和３年度当初予算編成方針（抜粋）

（令和２年９月１６日財政局長通知）

 新型コロナウイルス感染症への対応については、市民の命や生活を守ることを最優先
として、引き続き推進するとともに、既存事業についても、「新しい生活様式」を踏ま
えた事業の実施手法を検討し、限られた財源で効率的・効果的な取組が実施できるよう
大胆な見直しや創意工夫による経費節減等を通じて財源の確保を図る。
特に、ウィズコロナ時代に求められる「新しい生活様式」を踏まえ、行政手続のオン
ライン化や、ＩＣＴ技術の一つであるＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲ等による業務効率化を推進
し、行政経費の節減に努める。

令和３年度当初予算編成について

 「次期総合振興計画」を円滑にスタートさせるため、重点戦略事業をはじめとした
本市が目指す将来都市像の実現に貢献する事業に予算を優先的に配分する。

○ １０月２０日（火）正午 予算要求書の提出期限

 市民の声、現場の声を一層生かすことができる「局長マネジメント方式」を推進する。
各局は、「市民目線」、「コスト意識」の視点に立ち、これまで以上に事業の必要性、
有効性を厳しく検証し、抜本的な見直しを行う。また、新規事業の創設、既存事業の拡
充に当たってはスクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底する。



【市民局】

氷川BONSAIマルシェ２０１７
Too Wide Too Deep 

協働事業のテーマ募集について
市民と本市の協働を推進するため、

積極的な応募をお待ちしております

令和３年度マッチングファンド一般助成事業

制度開始（平成22年度）から令和元年度までの10年間で、44事業を実施しました

本制度は、市民活動団体と行う協働事業へ助成するものです。

過去のマッチングファンド事業取組事例

ノウハウを持った
市民活動団体と
マッチング

スポーツ文化局からいただいたテーマ

（平成29年度事業）
【盆栽イベントの企画・運営】

【子ども未来局】
オレンジリボンキャンペーンについて

１ 目的

２ 期間

３ 内容

オレンジリボンマーク

オレンジリボンバッジ

・市職員によるオレンジリボンバッジの着用
・子ども虐待防止フォーラムの開催
・区役所窓口等での啓発物の配布 等

令和2年11月1日(日)～30日(月)

子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボン
を広く周知することにより、子ども虐待防止
に関する社会的な機運の醸成を図る。

【子ども未来局】
子ども家庭総合支援拠点モデル事業について

１ 背景および目的

３ スケジュール

・児童福祉法10条の2に基づく「子ども家庭総合支援拠点」の設置の事実上の義務化
・本市における要保護児童対策地域協議会登録者数及び児相虐待対応件数の増加
・支援が必要な家庭の早期発見・虐待の未然防止・再発防止に至るまでの
切れ目のない支援の実施を目的

２ 具体的な取組および効果

令和元年度
設置の方向性の検討

庁内調整

令和２年度
１０月１日から

モデル試行（計１区）

令和３年度
モデル試行（計２区）

令和４年度
本格導入（計１０区）

取組名 主な効果

①アウトリーチ
心配な子どもや家庭におけるリ
スクの芽の早期発見

②支援拠点ケース
カンファレンス

組織的な対応の強化

③連携会議
連携強化、人材育成、要対協の
強化

市の状況（令和元年度）

要対協登録者数

956(前年度897）

【参考】児相虐待対応件数

3,355（前年度2,960）

次回 令和２年度

第８回行政会議

令和２年１１月９日（月）

午前１０時～


