
さいたまシティマラソン事業〔スポーツ振興課〕 

 

 さいたまシティマラソンについては、遅くともさいたま市誕生１５周年（平成２８年度）

までにフルマラソンとして開催できるよう次のとおり計画し準備を進める。 

 

 

① フルマラソン実施に伴う経済波及効果及び市民生活等への影響調査の実施 
（平成２４年度） 

フルマラソン開催がより高い経済波及効果を得るとともに市民生活等へ影響を最小 

限に抑えるために調査を実施する。 

調査報告書は、平成２５年度に設置する開催検討委員会における検討資料に用いる。 

 

② 庁内会議の開催（平成２５年５月頃） 
 フルマラソンの開催を契機に政策達成の一助となるよう各局等から意見を聴取し、 

本市の開催趣旨とする。 

 

③ フルマラソン開催検討委員会の開催（平成２５年８月頃～平成２６年３月） 
 幅広い分野の委員から意見を聴取し、基本理念や大会コンセプト等の「提言」を

いただく。 

 

④ フルマラソン開催実行委員会の開催（平成２６年６月頃～開催） 
開催検討委員会の「提言」を受け、コースを決定するとともに競技運営や広報等

の実施計画を策定し、準備を進め大会を開催する。 

 

 

（１）平成２５年度 

 ・開催検討委員会運営経費として … 10,000 千円 

  （内訳） 

  ・委員報酬                  1,200 千円 

  ・開催検討委員会会場使用料          1,800 千円（300 千円×６回） 

  ・基本理念等作成及び検討委員会運営補助委託料 7,000 千円 

           計             10,000 千円 

 （２）平成２６年度 

 ・開催実行委員会運営経費として … 15,000 千円 

 （３）平成２７年度 

 ・開催実行委員会運営経費及び事前イベント経費として … 20,000 千円 

 （４）平成２８年度 

 ○全体事業費として … 600,000 千円 

 （５）平成２９年度以降 

 ○全体事業費として … 600,000 千円 

   

 

 

 

 

（１）埼玉県 

   具体的な目標期限を設けないが検討を続ける。 

（２）埼玉県警察 

  ①埼玉県とさいたま市がそれぞれフルマラソンを開催することは避けてほしい。 

  ②コース設定において、さいたま市域のみでのフルマラソン開催は難しい。 

 

 

・ 検討委員会メンバー（案） 

分野 団体等 

大学教授 
学識経験者 

総合研究所 

商工会議所 

スポーツコミッション 

新都心まちづくり協議会 
経 済 界 

埼玉県経済連 

自治会長 
市民代表 

公募市民 

陸上競技協会 

体育協会 陸上競技関係 

運営業者 

バス協会 

タクシー協会 

トラック協会 
道路関係 

首都高速道路 

埼玉新聞 
マスコミ 

テレビ埼玉 

埼玉県 

埼玉県警察（アドバイザー） 行  政 

隣接市（上尾市、戸田市、川口市等） 

  ※隣接市（上尾市、戸田市、川口市等）については、開催検討委員会等でコース

が、ある程度具体化した段階で開催実行委員会への参加について調整する。 

 

 

（１）現時点で埼玉県との共催は難しいことから、本市単独で計画を進める。 

（２）さいたま市域内のみでコース設定をすることは難しいことから、市域外も含め調整

を進める。 

（３）さいたま市域内で最大規模のマラソン参加者を収容、誘導できるさいたまスーパー

アリーナをメイン会場と想定し、最大参加定員を１万５千人とする。 

１ スケジュール 

２ 予算案 

３ 埼玉県及び埼玉県警察の意向 

４ 開催検討委員会 

５ 基本的な考え方 

平成２４年９月３日 
都市経営戦略会議 資料１ 
市民・スポーツ文化局スポーツ振興課



１　区役所窓口業務の委託化
（１）区民課窓口業務の一部委託化（平成２４年１２月から）
　①現時点での方向性
　　○窓口申請パッケージ工房（住民異動関係）の委託化
　　　・窓口申請パッケージ工房の戸籍関係の届出を除いた部分を委託化し、その業務を担っていた区役所職
　　　員の兼務発令を解除する。
　　　⇒１０区において実施
　　○証明書等交付申請受付及び交付窓口の委託化
　　　⇒２区（大宮区･浦和区を予定）において実施
　②進捗状況
　　○区民課職員による検討委員会を立ち上げ、委託業務の内容、仕様書、業務マニュアル等を検討中。
　③課題
　　○２５年度以降の証明書等交付申請受付及び交付窓口の委託化時期について

平成２４年９月３日
都市経営戦略会議　資料２
市民・スポーツ文化局　区政推進室

　５　区役所改革
２７　区役所窓口業務の一部委託化

２　証明書発行事務取扱郵便局の見直し
（１）現状７２局の取扱いを削減（２５年度当初から）
　①現時点での方向性
　　○本年１１月からコンビニ交付を開始することにともない、証明書交付機能がほとんど重複している証明書
　　発行事務取扱郵便局を削減するが、機械だけだと不安だとの意見も踏まえ最小限残すこととする。
　②見直し基準（案）
　　○原則として、対面窓口（区役所・支所・市民の窓口）から概ね１km未満の郵便局の取扱を廃止する。

（２）スケジュール
　①郵便局株式会社と協議（９月末までに見直しを申し入れ）
　②９月議会開会中に正副議長、正副委員長等に、１２月議会前までに市自治会連合会に説明
　③１２月議会に協定書変更に関する議案を議会に上程予定
　④平成２４年度末に締結する郵便局株式会社との協定書により実施

３　福祉部門窓口の統合化の検討
 （１）現時点での方向性
　　　・福祉の分野では、さまざまな法制度等が関連することから、書類の統合化や広範な業務知識を持つス
　　　 ペシャリストによる総合的な対応を短期間で実現することは容易ではなく、また、各区役所の施設面での
　　 　制約やレイアウトの違い、業務システム間の情報連携の制約が福祉部門窓口統合化の大きな障壁と
　　 　なっている。
　　　・一方で、福祉窓口の利用者は、日々来庁しており、よりよい業務プロセスへ迅速に改善することも必要。
　　　・そこで、できることから始める取組として
　　　①障害福祉･高齢福祉･介護保険に関する窓口においてお客様は動かず職員が移動することによりワン
　　　　ストップサービスを提供
　　　②現行フロアアドバイザーの体制により、ワンストップサービス窓口も含めた福祉部門窓口の利用者に対
　　　　し、適切な案内を実施
　　　　⇒ ２区において試行

（２）進捗状況
　　　・これまでの検討を踏まえて取りまとめた７つの具体
　　　的な方策をもとに、試行内容を検討中

（３）課題
　　　・試行２区の選定
　　　・検証及び平成２５年度以降の展開時期・手法の検討

◆区役所改革の全体像

【区役所のあり方検討委員会からの提言】
】

３ 区長権限の強化
・予算要求権限、組織編制権限及び人事配置権限の
付与

２ 業務改善
　窓口サービスの提供方法の改善

１ 区役所の新しい役割分担
 ・窓口業務の拡大
 ・業務の集約化

　Ｈ22.　2月  検討委員会設置
  Ｈ22.12月  提言

【改革のポイント】

１ 区役所業務の拡大・充実
・市民に身近な業務の拡大（地域防災、　道路緊急修繕
業務など）
・防災業務の拡大とそれに伴う組織名称見直し

２ 窓口サービスの改善
・接遇研修、業務マニュアルの整備・充実、快適な窓口環
境の整備、証明書発行窓口の拡大など

３ 業務の集約化・民間力の活用
・行財政改革の推進、人的資源の活用、業務の効率
化・集約化

４ 区役所の権限強化・拡大
・区民ニーズや地域の課題に迅速・的確 な対応を図る
ため、区役所の独自性・裁量性の発揮

① 郵送請求処理センターの設置

① 明るい区役所づくりの推進

③ コンビニエンスストアにおける
　　住民票の写し等証明書の発行

② 休日の窓口開設

① 窓口等業務の拡大

④ 福祉部門窓口の統合化の検討

③ 証明発行事務取扱郵便局の見直し

④ 債権整理推進室の設置

② 窓口業務の委託化

  設置〔H24.4〕

  接遇研修等の各区における取組〔継続〕
  窓口サインの見直し〔H23～〕
  ｢区の花｣の活用による快適な区役所の環境づくり〔H23〕

  実施〔H24.11～ 予定〕

  試行〔H23～〕、本実施〔H24～〕

  具体的な取組に向けた調査・検討

  郵便局株式会社との協議、見直し

  設置〔H23.4〕

  郵送請求処理業務の広範囲な委託〔H24.4～〕
  区民課窓口業務の一部の委託化〔H24.12～ 予定〕

 道路緊急修繕限度額アップ〔H23～〕
 防災、防犯業務の区役所移管
　　 総務課総務･会計係を総務･地域安全係に名称変更〔H23.4～〕
　　 さらに、防災･総務係に名称変更〔H24.4～〕
  区役所で扱う事務の充実（44業務）〔H23～〕

① 区長権限の強化   組織編制権､人事配置権､予算要求権の付与

② 区民会議の見直し   区民が主体となって区内のさまざまな課題等を協議し、区長に
提言する組織に再編〔H23〕

【具体的な取組み】

③ 市民活動ネットワークの構築   コミュニティ会議に代わる、市民活動団体の登録制度を各区に
設

Ⅰ．市民のライフスタイルやニーズに対応する区役所

Ⅱ．質の高い窓口サービスを提供する区役所

Ⅲ．業務を効率化する区役所

Ⅳ．自律する区役所

≪７つの具体的な方策≫
①フロアマネージャーによる案内
②入り口から窓口まで一目で分かる案内表示
③一度座った来庁者を極力移動させない対応
④対象手続きやサービスの全体像が分かる案内
⑤情報の確実な引継ぎ
⑥制度・業務から検索できる担当窓口一覧
⑦処理漏れのない確実な情報連携の仕組み



さいたま市区制施行１０周年記念事業

４．記念事業の構成

２．基本方針

３．実施期間

５．事業費

西
区

サイクルフェスティバル
情報誌発行事業

区の花啓発事業（アジサイ植栽）

（仮称）子育てタウンフェスタ☆ＫＩＴＡ実施事業

セレモニー事業（人文字・コレオグラフィ）
PR事業（写真展）

地域資源活用促進事業（散策マップ）
　　　　　　　　　　（ご当地切手）
　　　　　　　　　　（さくらベンチ）

区役所内花壇等整備事業
（花壇擁壁整備・ベンチ設置）

ガイドブック作成事業

散策路指標設置事業

バラ記念植樹事業（植樹）

　　　　　　　　（撮影スポット設置）

桜
区 再発見ウォーキングフェスタ

記念誌作成事業

ひまわり大使事業

魅力あるまちづくり支援事業（駅からハイキング）

１０周年記念事業（マスコットキャラクター）
　　　　　　　　（お宝１００選選定）

2,746
3,256

528

4,100

800

500

3,700

5,837

1,386

700

800

5,000

3,000

794

1,000

7,000

2,350

4,400

2,000

6．特別事業（新規）一覧

600

　

　さいたま市は、平成２５年４月に区制施行１０周年を迎えます。節目となるこの年を将来に向けた

新たな出発点とし、区の魅力を再発見・再認識するとともに区内外にＰＲする機会とします。

　そこで市民の皆さんとともに記念すべき年をお祝いし、多くの市民が参加できるような、また区

の魅力を広く区内外に発信できるさまざまな記念事業を実施するものです。

１．目的

（１）区の個性をアピールし、区のさらなる魅力を創りだす機会とします。

（２）記念事業を通じて、市民、事業者、行政による協働の促進を図ります。

（３）自然・歴史・文化など様々な地域の魅力を再認識するとともに、これを広く区内外に

　　　発信します。

　平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日

　

　さいたま市区制施行１０周年記念事業については、上記基本方針を踏まえ以下の２つの柱を

軸に事業を実施する。

　（１）【冠事業】

　　例年開催している各種イベントなどに「さいたま市（○○区）区制施行１０周年記念事

　　業」の冠を付記する事業。

　（２）【特別事業】

　　区制施行１０周年を祝う新たなイベント、取組。

　
　50,497 千円　　（特別事業（新規））

大
宮
区

見
沼
区

中
央
区

南
区

緑
区

北
区

事業費 　 区合計（千円）事業名

浦
和
区
浦和区民まつり事業 7,369

事業名

6,530

4,100

10,000

7,923

2,800

8,000

1,794

9,350

7,369

岩
槻
区
案内サイン整備事業 312 312

平成２４年９月３日
都市経営戦略会議　資料３
市民・スポーツ文化局　区政推進室

総合計　50,497 千円

  5　区役所改革
35　さいたま市区制施行10周年記念事業

事業費 　 区合計（千円）



特別事業の主な内容

事業名 事業概要 事業名 事業概要

浦
和
区
浦和区民まつり事業

魅力あるまちづくりの推進と、浦和区らしさを創造す

るとともに、区民がふれあい、世代を超えた多様な交

流の活性化を目指すため、広く区民が参加できる、区

民による、区民のためのまつり。

従来「浦和区区民のつどい」として４つのおまつりを

個別に開催していたものを、平成２５年度から「浦和

区民まつり」として再編し、同日開催とし各会場の回

遊性を図り、区制１０周年の冠事業として開催する。

案内サイン整備事業
岩
槻
区

岩槻区を訪れる観光客がスムーズにまち巡りを行うこ

とができるよう案内サインを整備（設置）する。

（仮称）子育てタウンフェスタ☆ＫＩＴＡ
北
区

区の特性を活かした、子育てに関するイベントを実施する

ことで、「子育てタウン北区」のイメージ醸成を図る。 4,100

桜
区
再発見ウォーキングフェスタ

記念誌作成事業
桜区１０周年記念誌を作成する。

（Ａ４版、見開き、２４ページ、カラー）
桜区の自然や歴史・文化を再発見し、郷土愛を醸成す

ると同時に、区民同士の絆を深めることを目的に、

ウォーキングイベントを実施する。

バラ記念植樹事業（植樹）

　　　　　　　　（撮影スポット設置）

中
央
区

区制施行時に生まれた、満10歳の児童16人と市長、市議

会議長、区長により区の花「バラ｣の記念植樹を行う。ま

た、与野本町駅前公園に写真撮影スポット（アーチ等）を

設置する。

800

2,000 312

西
区

サイクルフェスティバル

情報誌発行事業

区の花啓発事業（アジサイ植栽）

西区の自然豊かな環境を再認識するとともに、多くの市民

が参加できる、サイクリング、メインステージ、テントイ

ベント等を、自転車道路競走大会と併せて実施する。

１０周年にちなんで、区内小学校４年生の子どもたちが、

花いっぱい運動推進会西区支部の協力により、小学校の花

壇へ西区の花アジサイの植栽を行う。

１０周年記念情報誌を発行し、全戸配布する。

2,746

3,256

528

平成２４年９月４日
歳経営戦略会議　資料４
市民・スポーツ文化局　区政推進室

  5　区役所改革
35　さいたま市区制施行10周年記念事業

セレモニー事業
（コレオグラフィ・人文字）

PR事業（写真展）

地域資源活用促進事業（散策マップ）
　　　　　　　　　　（ご当地切手）
　　　　　　　　　　（さくらベンチ）大

宮
区

大宮区誕生１０周年をＰＲするとともに、地域の歴史を振

り返り、地域の愛着や一体感の醸成を図る。

・１０周年のＰＲ、写真展（大宮区の今昔）
区内外の方々が歴史・文化スポット等を散策できるマップ

や大宮区の地域資源を活用したご当地切手の作製等により

区の効果的なＰＲを行う。
ＮＡＣＫ５スタジアム大宮を会場に大宮区制１０周年記念

セレモニーを開催する。

　内容：①試合前に観客席において区民等が一体となった

　　　　　コレオグラフィの実施。

　　　　②試合前にピッチで児童による人文字等で大宮区

　　　　　制１０周年を表現する。

800

500

3,700
4,400
600

区役所内花壇等整備事業
（花壇擁壁整備・ベンチ設置）

ガイドブック作成事業

散策路指標設置事業

見
沼
区

見沼区の魅力、特徴、見どころ等を写真を中心に紹介する

冊子を作成する。また、区制施行１０周年であるため、見

沼区誕生から現在までの変化も掲載する。
区役所内に歩行者が和む花壇の擁壁整備及びベンチの設置

を行う。

区役所を基点とする散策路の基点指標等の設置を行う。

5,837

1,386

700

事業費

３事業　事業費計　6,530千円

1事業　事業費計　4,100千円

3事業　事業費計　10,000千円

３事業　事業費計　7,923千円

1事業　事業費計　2,800千円

ひまわり大使事業

魅力あるまちづくり支援事業
（駅からハイキング）南

区

南区の魅力を広く区内外に周知するとともに、南区に

親しみを持ってもらうことを目的に、南区内JR東日本

主要駅との協働で「駅からハイキング」を行う。
南区在住の１０歳の子どもを南区ひまわり大使として

委嘱し、区の広報活動等の協力について依頼する。
794

1,000

１０周年記念事業
（マスコットキャラクター）
（お宝１００選選定）

緑
区

区民と区との協働によるまちづくりをさらに進め、区

民に親しまれる緑区を目指すため、緑区を区内外に強

くＰＲし、新しい魅力を発信する。

緑区マスコットキャラクターの着ぐるみを作成し、広

く区民等に周知するため、ポスター・シール・マグ

ネット・クリアファイル等を作成する。

東浦和駅前に花壇を設置し、マスコットキャラクター

をモチーフにして花を植栽する。

東浦和駅前にマスコットキャラクターを使用した観光

案内板を作成する。
緑区お宝１００選募集を広く区民等に周知するため、

ポスター・チラシ等を作成する。

選定された緑区お宝１００選を広く区民等に周知する

ため、小冊子等を作成する。

7,000

2,350

7,369

5,000

3,000

2事業　事業費計　8,000千円

2事業　事業費計　1,794千円

1事業　事業費計　9,350千円

（千円）
事業費
（千円）


