
  

平成２５年度国の施策・予算に関する提案・要望活動について 

 

１．説明会の開催方法等 

・ 本市の提案・要望事項をより詳しく説明し、国会議員との意見交換を行える

ようにするため、昨年と同様に下記のとおり説明会を開催。 

(1) 日時：６月２６日（火）ＡＭ８：００～ＡＭ９：００ 

(2) 場所：都市センターホテル ６０６会議室 

(3) 形式：朝食会形式により、市長から説明 

     なお、説明会用資料として、重点要望、新規要望等をまとめた

概要版（Ａ３ ３枚程度）を作成する。 

(4) 出席依頼先 

    さいたま市関連国会議員 

     （衆議院）武正公一議員、枝野幸男議員、高山智司議員 

     （参議院）行田邦子議員、古川俊治議員、山根隆治議員、 

          関口昌一議員、西田実仁議員、大野元裕議員 

(5) 市側参加者 

  市長、審議監、技監、政策局長、総務局長、財政局長、保健福祉局長 

総合政策監 

(6) その他 

・ 民主党埼玉県総支部連合会 

民主党埼玉県総支部連合会を通じて、民主党陳情・要請対応本部

に提出 

・ さいたま市議会との調整 

議長、副議長、各派団長に対し説明 

・ 報道の取扱い 

（説明会当日）頭取り＋ブリーフィング 

（事前発表） 記者投込み 

・ 傍聴人 

報道の取扱いに準ずる。 

 

２．平成２５年度国の施策・予算に対する提案・要望項目 

・資料２のとおり 

平成２４年度第８回都市経営戦略会議

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 ( 木 )

政 策 局  都 市 経 営 戦 略 室

資料１ 



平成２５年度国の施策・予算対する提案・要望一覧（都市経営戦略室案） 第８回都市経営戦略会議
資料２

提案・要望事項 所管課
昨年
度

今年
度案

新規
案件

備考

1 帰宅困難者対策の充実強化 防災課 重点 重点

2 大規模災害への対応策 消防企画課 重点 重点

3 瓦礫の受入れに対する安全性の確保 環境施設課 新規
・東日本大震災において発生した瓦礫の受入れに関し、国民への周知、焼却灰の処分先確保、経費負
担を要望

4 市有建築物並びに民間建築物の耐震化に係る補助制度の拡充
建築総務課
保全管理課

重点 重点

5 公共施設に準ずる民間施設の耐震化の促進 建築総務課 重点 新規 ・病院や社会福祉施設など高い公益性を持つ公共施設の耐震補強等の補助制度の拡充を要望

6 水道構造物の耐震化事業に係る補助制度の拡充
水道総務課
水道計画課

重点 重点

・下水道施設の耐震化補助については、社会資本整備交付金（全国防災）として措置されたため要望
せず。
・水道構造物については、補助率が下水道施設（1/2）に対して、低い（1/3）ため、補助率の拡充を
要望

7 情報提供システムの連携強化 防災課 新規
・防災無線は非常に聞こえづらいなどの課題があることから、J-アラートをツイッターやエリアメー
ルなどの民間サービスと連携させることを要望

8 国民保護の推進 安心安全課

9 無線通信補助設備に係る改修基準の策定及び改修に係る補助制度の創設 指令課 重点 重点

10 既設の危険物地下貯蔵タンクの流出防止対策に対する支援制度の拡充 査察指導課 新規
・ガソリンスタンドなどに埋められたタンクの流出防止対策について、事業者負担が大きいため補助
制度の創設と、H25.1.31とされている経過措置期間の延長を要望

11 高速鉄道東京7号線の延伸促進
地下鉄７号線延伸対
策課

重点 重点

12 上尾道路の整備促進・首都高速埼玉大宮線及び埼玉新都心線の延伸 道路計画課 重点 新規 ・上尾道路の整備を促進、首都高速埼玉大宮線及び埼玉新都心線を延伸することを要望

13 防災ステーション、さいたま築堤、大久保樋管の早期整備・改築 河川課 新規
・事業仕分けの影響により、事業が中断している荒川西遊馬地区河川防災ステーションの早期整備に
ついて要望

14 駅のバリアフリー化等に対する支援の強化 都市施設課 新規
・早期のバリアフリー化に向けて、事業者負担を軽減するため補助率の拡充を要望
・南浦和駅については耐震化に対する支援についても要望（調整中）

15
市街地整備事業に係る国庫補助金の確保、
土地区画整理事業における土壌汚染対策費の補助

市街地整備課
一部
新規

・土壌汚染対策費の補助対象に市街地再開発事業は対象となっているが、区画整理事業は対象外のた
め対象の拡充を要望

16 見沼田圃の保全と活用に向けた支援について みどり推進課 重点 新規
・見沼田圃の保全に向け、緑地・治水・景観等の多面的な機能を有する農地の保全と活用を目的とす
る制度を創設することを要望

17 都市公園の整備促進に向けた制度拡充について 都市公園課 新規 ・公園の整備促進を図るため、用地取得に係る国庫補助拡充と借地公園を補助対象とすることを要望

18 緑地を保全する制度の拡充 みどり推進課

１．防災対策

２．環境・まちづくり・基盤整備

東日本大震災

耐震化

国民保護

消防

基盤整備

まちづくり
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平成２５年度国の施策・予算対する提案・要望一覧（都市経営戦略室案） 第８回都市経営戦略会議
資料２

提案・要望事項 所管課
昨年
度

今年
度案

新規
案件

備考

19 総合特区(次世代自動車・スマートエネルギー特区)の支援措置の充実 環境未来都市推進課 重点 重点

20 廃棄物発電の固定買取制度の導入 環境施設課 新規
・固定買取制度の対象が新規施設のみとされているが、既存施設についても対象とするよう要望する
もの
→国で既存施設も対象とするか検討中

21 循環型社会の構築に向けて
資源循環政策課
環境施設課
廃棄物指導課

22 補償金免除繰上償還制度の拡充 下水道財務課
・下水道事業の健全化を図るためには企業債の金利負担の軽減が必要であることから、平成２４年度
で終了予定とされている補償金免除繰上償還制度の延長と要件緩和を要望

23 行政情報の無い要支援者の早期発見 福祉総務課 重点 新規 ・ライフライン事業者が通報しやすい環境づくり（ガイドラインへの明記等）を要望

24 生活保護制度の再構築 福祉総務課

25 介護保険制度の拡充 介護保険課

26 障害者自立支援法の見直し 障害福祉課 新規 ・平成２５年４月に施行される予定の障害者総合支援法に対し、十分な周知、財政措置を要望

27 医療保険制度の抜本的改革
国民健康保険課
年金医療課

28 埼玉社会保険病院、社会保険大宮総合病院の運営及び耐震化の促進 地域医療課 重点 重点

29 基準病床数制度の見直し 地域医療課 重点 新規
・全国一律で算定されている基準病床数について将来的な人口動態（高齢者の急増に伴う患者数の増
加）を踏まえて需要に合った設定を可能にすることを要望

30 予防接種制度の財源負担等の見直し 疾病予防対策課 重点

31 新型インフルエンザ対策 地域医療課

32 子ども・子育て新システムの円滑な実施 子育て企画課
一部
新規

・子ども子育て新システムの実施における必要経費を措置
・少子化対策として父親の育児休業給付金の給付率を現行の50％から100％に引上げ
・育児休業制度の普及や女性の雇用と子育ての両立支援制度の普及のため企業へのインセンティブ付
与　などについて要望

33 少人数学級の推進 教職員課 新規
・基礎学力の向上と、習熟度別学習など個に応じたきめ細かな指導を実現し、学習指導要領の全面実
施やいじめ等の学校教育上の課題等に適切に対応するため少人数学級の推進を要望

34 全国学力・学習状況調査の全数調査としての実施 教育研究所 新規
・生徒一人ひとりの学力、学習情況を把握するためにも抽出調査ではなく、H21年度 までと同様に全
数調査とすることを要望

４．教育

子育て

教育内容

３．福祉・医療・子育て

環境

福祉

医療

保健

2



平成２５年度国の施策・予算対する提案・要望一覧（都市経営戦略室案） 第８回都市経営戦略会議
資料２

提案・要望事項 所管課
昨年
度

今年
度案

新規
案件

備考

35 義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の見直し 教職員課

36 義務教育施設等の整備・改修の促進 学校施設課

37 公立高等学校授業料不徴収交付制度の見直し 学事課

38 インバウンド観光に対する支援 観光政策課 新規
・大宮盆栽・盆栽村・盆栽美術館を活用した訪日外国人観光客の誘致への支援、世界盆栽大会誘致に
向けた支援について要望

39 スポーツに関する施策の充実・強化 スポーツ振興課

40 地域経済の活性化に向けた財政措置を伴う制度の構築 商工振興課 重点 重点

41 地域主権改革の断行 都市経営戦略室 重点 重点

42 新たな大都市制度「特別自治市」の創設 都市経営戦略室 重点 重点

43 地方財源の充実 財政課 重点 重点

44 国庫補助負担金の改革 財政課 重点 新規

・地域自主戦略交付金が指定都市に拡大されたことは評価。
・しかし、税源移譲に向けた工程が明確となっていないことや総額が確保されていないことは市民
サービスの低下にもつながることから、所要額を全額税源移譲すること、交付金の総額を確保するこ
とを要望

45 社会保障・税番号制度（マイナンバー）の導入 区政推進室 新規
・H27.1に利用開始となる予定であるが、未だ地方が担う事務が示されていないことから、早期に示
し、地方の準備期間を確保すること。国民に十分に周知し混乱を防ぐこと。制度導入に関するシステ
ム関係経費を全額国が負担することについて要望

６．地域主権改革の推進

５．観光・経済対策

基盤整備
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平成２５年度国の施策・予算対する提案・要望一覧（都市経営戦略室案） 第８回都市経営戦略会議
資料２

提案・要望事項 所管課
昨年
度

所管
案

社会保障と税の一体改革 財政課 重点 終了

被災地支援に対する財政措置 財政課 重点 終了

子ども手当の全額国費による実施 子育て支援課 重点 終了

福島原発事故による放射能汚染への対応 環境局 重点 終了

下水道施設の耐震化補助対象の拡充 下水道計画課 重点 終了

下水の放射性物質を含む汚泥の処理 下水道処理センター 重点 終了

消防救急無線のデジタル化に係る支援制度の拡充 消防企画課 終了

国民健康保険財政の確立 国民健康保険課 統合

高齢者のための新たな医療制度の構築 高齢福祉課 統合

育児休業給付金給付率の引上げ 子育て企画課 統合

学校施設の耐震化について 学校施設課 重点 統合

・国保財政代高齢者医療を統合し、医療保険制度の抜本的改革に再編

・義務教育施設等の整備・改修の促進に統合

・緊急防災・減災事業債(起債充当率100％、交付税算入率70％)が創設されたため。

・平成24年度以降の子どもを対象とした手当については、法律より設置された「国と地方の協議の場」にお
いて協議が行われ、財源については、国と地方の負担割合を2対1として、この負担割合を恒久化することで
合意しているため。

・少子化対策として統合

・特別措置法が平成24年1月1日に施行され、従前の処理が可能となった。

・東日本大震災における防災事業（全国防災）が創設されたため

・被災地支援に要する経費の予算計上がほとんどないことから、要望せず。

・放射性物質汚染対処特別措置法が制定されたため。

終了・統合案件
備考

・社会保障・税一体改革関連法案が、平成24年5月17日から衆議院の特別委員会において審議中となっている
ことから、前年から改革への取組は進捗しているため。
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