
 
 
 
 
 
 

「しあわせ倍増プラン２００９」実績評価シート（１９事業） 
 
 
 

●６月３０日審議分● 

Ｈ22.6.30 第８回都市経営戦略会議 会議資料 



Ⅰ　行動宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

（課題）
② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　政策局　都市経営戦略室　（問合せ先：048-829-1064）

達　成　度
進捗度 加点･減点

８点b  

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、「ｂ」
　と判断。さらに、倍増プランの策定過
　程を市民に見えるように公表したこと
　や数値目標等を具体的に倍増プラン
　に盛り込んだ内容を評価し加点。

事業費（千円） 363

・平成22年度以降は、倍増プランに掲げた各事業の達成度を客観的に検証するため、市民評価
　委員会を設置し外部評価を行います。また、外部評価の結果は、平成22年度から毎年度開催
　する市民参加の市民評価報告会において、市民評価委員会自らが報告します。

⑤ 評価理由

第１回開催 第２回開催 第３回開催

H22 H23

外部評価の実施

検証大会開催

H24

「倍増プラン」の進行管
理・実績評価 （11月）倍増プラン策定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

市長のマニフェストである「さいたま市民 しあわせ倍増計画」を市の計画として着実に

検証大会開催
第３回開催第１回開催

外部評価の実施

実現するため、具体的な取組指標やスケジュールを盛り込んだ「しあわせ倍増プラン

2009」を策定します。

（注１）都市経営戦略会議とは、市政運営の基本方針及び重要施策の決定、行政部門間の総合調整等を円滑に行うとと
　　　　もに、市政の総合的かつ効率的な経営を迅速に行うため、平成１７年５月３１日に設置したもので、市長が主宰し、
　　　　市長、副市長、教育長、技監、政策局長、総務局長、財政局長、行財政改革推進本部長及び総合政策監をもって
　　　　構成する。

H24

・平成21年度から平成24年度までの「しあわせ倍増プラン2009」の達成状況を、
　毎年度1回開催する市民参加による検証大会において検証します。

H21 H22 H23

平成17年度に策定した「理想都市実現に向けた
行動計画-マニフェスト工程表-」の実績評価の
方法は、都市経営戦略会議（注1）における内部
評価としており、検証大会は実施していません。

その成果を検証するため、平成22年度から25年度まで、毎年度、市民や有識者等による外

第２回開催

部評価を行うとともに、市民参加による検証大会を開催します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

「倍増プラン」の進行管
理・実績評価

・倍増プランに盛り込んだ74項目139事業の評価をPDCAサイクルと
　して市政に反映させる仕組の構築が必要です。

・広く市民へ周知を図るとともに、利用者負担の観点から、倍増プ
　ランを印刷製本の実費相当分の価格で、有償頒布を行いました。

・倍増プランの策定に当たっては、市民に分かりやすくするため、１
　事業につき１ページの工程表としました。また、市民からの問合
　せに、すぐに対応できるように、各事業の所管課を記載しました。

・市長マニフェスト「さいたま市民しあわせ倍増計画」
　を市の計画として着実に実現するため、具体的な数値
　目標等やスケジュールを盛り込んだ「しあわせ倍増プ
　ラン2009」を平成21年11月に策定しました。
　（審議内容等はホームページ上に公表）
・倍増プランの策定に当たっては、7月末から10月初旬
　にかけて、13回に及ぶ都市経営戦略会議での集中審
　議を行いました。
・また、部局横断的、かつ、関連部局が密接に連携して
　取り組む必要がある施策については、プラン策定の準
　備段階から、部局横断的な7つのプロジェクトチーム
　を、平成21年8月に設置し、積極的に取り組みまし
　た。

Ⅰ-1　マニフェスト検証大会を毎年開催。（4年以内）

※H25（第４回開催）

【検証大会開催のイメージ】

【しあわせ倍増プラン２００９の構成】

※H25（第４回開催）



Ⅰ　行動宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・ （市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

⑤ 評価理由

・公募による応募者により多く参加してもらうため、タウンミーティン
　グの周知が課題となっています。また、市民の声を市政に反映
　させる更なる仕組みづくりが必要です。

・引き続き毎年、タウンミーティングを各区で2回計20回開催し、意見交換の様子をホーム
　ページで公開します。

・８月にさいたま市自治会連合会正副会長10名とのタ
　ウンミーティングを１回開催しました。
・８月から11月にかけて「子どもの夢を育むまちづく
　り」及び「安心して長生きできるまちづくり」をテー
　マとして、関係団体の推薦138人の参加者により、各
　区1回、計10回タウンミーティングを開催しました。
・11月から12月にかけて「スポーツ振興まちづくり条
　例」及び「ドテラ（土曜日寺子屋）」をテーマとし
　て、関係団体の推薦及び公募による436人の参加者に
　より、各区1回、計10回タウンミーティングを開催し
　ました。
・タウンミーティングの意見交換の様子は市のホーム
　ページに公開しました。

・当日に取り扱えなかった意見に対する回答や、補足説明を付け
　加えて、意見交換の内容を情報公開コーナーやホームページで
　公開しています。

・会場は区の会議室を使用することでコストの縮減に努めました。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、「ｂ」
　と判断。

所管課　　市長公室　広聴課　（問合せ先：048-829-1931）

平成18年度から、区長による対話集会（注1）を
実施しています。
市民と市長が直接対話するタウンミーティング
は、実施していません。

タウンミーティングは、市長がテーマに沿ってまちづくりへの思いを市民に伝え、より多く
の地域の声や市民の声を聴く機会となるよう各区で年2回開催します。
参加者の募集は、市報、ホームページでの公募やテーマに沿った地域活動団体からの推薦に
より行います。
タウンミーティングの意見交換の様子は、ホームページで公表します。

ホームページに公表

20回
（累計：60回）

タウンミーティングの開催 20回
（累計：80回）

20回
（累計：20回）

20回
（累計：40回）

H21（実績）H24

・平成24年度末までに、市民の声を迅速に市政に反映するため、市民と市長が
　直接対話するタウンミーティングを計80回（各区年2回）開催します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

タウンミーティングの開催 (8～12月）21回開催
（累計：21回）

20回
（累計：41回）

20回
（累計：61回）

20回
（累計：81回）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

事業費（千円）

H22 H23

ホームページに公表

303
（注1）対話集会とは、平成18年度から、区と区民との相互理解と交流を深めるため、区長と区民が、地域で抱える様々な課
　　　　題等について懇談する機会のこと。

Ⅰ-2　タウンミーティングを全10区で計40回開催。（4年以内）

（平成21年3月末現在）

【平成20年度　対話集会実施状況】

開催
回数

参加
人数

開催
回数

参加
人数

西　区 10 297 桜　区 5 123
北　区 12 434 浦和区 9 134
大宮区 8 147 南　区 4 183
見沼区 5 244 緑　区 6 114
中央区 6 126 岩槻区 14 407

79 2,209開催回数（合計） 参加人数（合計）

58421計

692岩槻区

532緑区

542南区

732浦和区

362桜区

492中央区

712見沼区

532大宮区

552北区

612西区

101全市

参加人数開催回数　

【平成21年度タウンミーティング実施状況】



Ⅰ　行動宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市長公室　秘書課　（問合せ先：048-829-1014）

⑤ 評価理由

・訪問先については、公共施設や公的機関に限らず、民間を
　含め広く様々な現場の声を直に伺うため、さらに新しい分野
　を開拓することが必要です。

・平成22年度以降においても、単に目標件数を超えるだけでなく、内容、地域が偏らないように、訪問
　先を選考して実施するとともに、随時ホームページに状況を掲載していきます。

事業費（千円） 0

達　成　度
進捗度 加点･減点

９点ａ →

・市長が、市民や職員の声を直接聞き、市政に反映するため
　に、区役所などの公共施設やイベント、公共的な団体、市内
　企業、ボランティア団体の活動現場など、広く様々な分野を
　訪問しました（９７回）。
・市長が市内の公共施設、市民活動の現場等を訪問し、現場
　職員や市民の方々との対話の内容や、現場の様子を、ホー
　ムページで公表しました。
・市長室に、現場訪問を含む市長行動宣言の経過を年度ごと
　に掲示し、その内容を随時更新しました。

・市民等の意見を市政に反映するため、広い分野において、
　多くの方々と対話をしました。

・予算をかけずに現場訪問を実施しました。

【現場訪問先の内訳】

・平成21年度の数値目標の70回を上回
　る、97回の現場訪問を実施したので
　進捗度を「ａ」と判断。

事業として、市長が市民や職員などの声を直接
聞くための現場訪問は、実施していません。

市長が、区役所などの公共施設やイベント、公共的団体、市内企業、ボランティア団体の
活動現場など、広く様々な分野を訪問し、市民や職員の声を直接聞き、市政に反映しま
す。
市長が市内の公共施設、市民活動の現場等を訪問している様子は、ホームページで公表し
ます。

現場訪問

ホームページに公表

110回
（累計：400回）

70回 110回
（累計：180回）

H24

・平成24年度末までに、現場訪問を400回実施し、現場の意見を市政に反映しま
  す。

H21 H22 H23

110回
（累計：290回）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

現場訪問 97回実施

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

ホームページに公表

Ⅰ-3　現場訪問を400回実施。（４年以内）

【現場訪問（常盤中学校避難所夜間訓練)】 97回合計

7回その他

37回イベント

4回公共的団体

38回公共施設

11回区役所



Ⅰ　行動宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 0

・早朝以外の時間帯にも積極的に学校訪問を行い、昼休みや放
　課後の子どもの声などをさらに聞いていく必要があります。

・市内10区の小・中・高等学校をバランスよく訪問し、朝のあいさつや朝会、部活動の
　練習、授業などを視察をした様子をホームページで公開し、学校の特色のある教育活
　動を「市報さいたま」に掲載し、取組を紹介します。

・平成２１年度の“絆”学校訪問については幼稚園１
　園、小学校２１校、中学校７校、養護学校１校の計
　３０校を訪問しました。訪問時の写真と訪問内容を
　市のホームページ（ようこそ市長室へ　学校訪問）
　で公開しました。
・訪問時には、登校時の朝のあいさつや、朝会への参
　加、給食を共にする等を行いました。
・学校訪問の一環として教育研究所で実施された「教師
　力」パワーアップ講座（自主参加型の教職員夜間研
　修）へ参加し、教員と一緒に活動しました。

⑤ 評価理由

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

・学校訪問をした３０校の様子を、写真と説明を入れて市のホー
　ムページに公開するとともに、「市報さいたま」に掲載すること
　で、広く市民に周知しました。

・学校訪問のためのコスト負担は生じておりません。

市のホームページ【学校訪問】

所管課　　教育委員会　管理部　教育総務課　（問合せ先：048-829-1626）

教育委員や事務局職員による学校訪問を実施
してきましたが、市長の学校訪問は実施していま
せん。

“絆”学校訪問では、朝会、授業などの学校活動や給食を共にするなど、市長が直接子ども
や教職員の声を聞きます。
“絆”学校訪問の様子を、ホームページで公表します。

“絆”学校訪問

ホームページに公表

45校
（累計：165校）

30校
（累計：30校）

45校
（累計：75校）

H24

・平成24年度末までに、すべての市立幼稚園・小・中・高・特別支援学校で
　“絆”学校訪問を実施します。

H21 H22 H23

45校
（累計：120校）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

“絆”学校訪問 30校
（累計：30校）

45校
（累計：75校）

45校
（累計：120校）

45校
（累計：165校）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

ホームページに公表

Ⅰ-4　学校訪問を全校実施。（4年以内）

【“絆”学校訪問（浦和区：木崎小学校）】



Ⅰ　行動宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部　人材育成課　（問合せ先：048-688-1432）

⑤ 評価理由

・車座集会の場で出された意見や提案等を研究テーマとして、職
  員の政策形成能力を高める研修を実施する仕組みを検討して
  いきます。

・平成22年度以降も、平成24年度末までに100回開催することに向けて、計画的に進めて
　いきます。

事業費（千円） 0

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

・平成21年度は、車座集会（“絆”ミーティング）を
　21回実施し、延べ214人の職員が市長と直接対話
　し、市政の課題や日頃感じている問題点などについて
　話し合いました。
・また、車座集会（“絆”ミーティング）の様子は、ホ
　ームページで公表しています。

・車座集会（“絆”ミーティング）では、市長と職員が常に市民目線に
　立った行政運営を行っていくことについて話し合いました。

　　　－

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、「ｂ」
　と判断。

・「キッズスペース」を区役所の待
　合スペースに設置する提案など、
　職員の声を諸施策を検討する際
　の判断材料の一つとしました。
・車座集会（“絆ミーティング”）
　実施後のアンケート調査におき
　ましては、「仕事への意欲が向上
　した」、「自分の業務を再認識し
　た」等、意識変化があったとの回
　答が８０％以上でした。

市長と職員が直接対話する機会となる車座集会
は、実施していません。

全職員を対象に、局・区役所又は職種等のグループ（10～15人）ごとに、月2回から3回、車
座集会（“絆”ミーティング）を実施します。
集会については、参加職員が意見・提案等を述べた後、市長とフリートーキングを行いま
す。
集会で出された意見・提案等の“現場の声”は、ホームページで公表するとともに、職員に
周知し、事務改善の参考とします。

車座集会の開催

ホームページに公表

20回
（累計：100回）

20回 30回
（累計：50回）

H24

・市民のための職員であるという意識改革を進めるとともに、職員個々の能力を
　最大限に発揮させるため、平成24年度末までに車座集会を100回開催します。

H21 H22 H23

30回
（累計：80回）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

車座集会の開催 21回 30回
（累計：51回）

30回
（累計：81回）

20回
（累計：101回）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

ホームページに公表

Ⅰ-5　職員との車座集会を100回開催。（４年以内）

【第2回“絆”ミーティングの様子】
参加者：各区長
テーマ ：区の独自性を生かした我が区の振興政策について



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容
・ （課題）

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　総務部　総務課　（問合せ先：048-829-1083）

⑤ 評価理由

　　　－

・継続審査となり、否決されたことから、内容の再検討が必要です。

事業費（千円） 0

達　成　度
進捗度 加点･減点

４点ｃ →

・条例の内容を再検討し、改めて議会に条例案を提出します。

・幅広い権限を有する市長の職に同一の者が長期にわた
　り在任することにより生じる恐れのある弊害を防止す
　るため、現市長について、その在任期間を3期までの
　努力目標とする「さいたま市長の在任期間に関する
　条例（案）」を平成21年6月定例会に提案しました
　が、継続審査となり、3期までとする理由が不明確な
　こと、市長の政治信条を条例化すべきではないこと等
　の理由で、9月定例会で否決されました。

　　　－

さいたま市長の在任期間に関する条例（案）

・平成21年度中に条例を制定する目標
　であったが、市議会6月定例会に提案
　するも、9月定例会で否決され、制定
　にいたっていないので、進捗度を「ｃ」
　と判断。

「市長の在任期間に関する条例」など市長任期
を定める多選自粛についての条例は、制定して
いません。

市長が幅広い権限を有する地位にあることにかんがみ、市長の職に同一の者が長期にわた
り在任することにより生じる恐れのある弊害を防止するため、現市長について、その在任
期間を3期までとする「さいたま市長の在任期間に関する条例」を制定します。

条例の制定

H24

・平成21年度中に、「さいたま市長の在任期間に関する条例」を制定します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

条例の制定
（6月） 提案→（9月）否決 内容再検討

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

Ⅱ-1　市長任期を3期までとする、多選自粛条例を制定します。（すぐ）

 【八都県市の制定状況】

都市名 制定時期

埼玉県 平成16年８月

川崎市 平成15年７月

横浜市 平成19年９月



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容
・ （課題）

・

・
⑥ 今後の取組・予定

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市民・スポーツ文化局　スポーツ文化部　スポーツ企画課　（問合せ先：048-829-1058）

条例の制定

スポーツ振興まちづくり計
画策定・施策の実施

（3月25日）制定

（仮称）スポーツ振興まち
づくり推進会議の設置

H24

市民意見の反映等
（パブリックコメント実施やス
ポーツ関係団体等からの意見

（10月～12月）　実施

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23H24

・平成21年度末までに、「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」を制定し
　ます。

H21 H22 H23

「一市民一スポーツ」の基本理念に基づく「さい
たま市スポーツ振興計画」は策定していますが、
「スポーツ振興まちづくり条例」は制定していませ
ん。

スポーツ振興まちづくり計
画策定・施策の実施

条例の制定

（仮称）スポーツ振興まち
づくり推進会議の設置

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

生涯スポーツを推進し、スポーツを活用した総合的なまちづくりを推進するための「さい
たま市スポーツ振興まちづくり条例」を制定します。
条例には、スポーツ振興の基本理念を規定するだけでなく、スポーツ振興によるまちづく
りの具体的な施策を定めることや施設の充実・整備の方針策定等を盛り込み、実効性のあ
る条例とします。
推進体制として、広範な団体からなる「（仮称）スポーツ振興まちづくり推進会議」を設
置し、「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに関われる環境づくりを
目指す諸施策を展開します。
条例に掲げた方針を具現化するため、具体的な施策を盛り込んだ「スポーツ振興まちづく
り計画」を策定し実施します。

市民意見の反映等
（パブリックコメント実施やスポー
ツ関係団体等からの意見聴取）

・生涯スポーツを推進し、スポーツを活用した総合的な
　まちづくりを推進することを目的とし、スポーツ振興
　の理念に加え、スポーツ振興まちづくり計画の策定や
　具体的な施策の策定及び維持管理も含めたスポーツ施
　設の整備・充実についての指針を定めることなどを明
　記した、実効性があり、政令指定都市初となる「さい
　たま市スポーツ振興まちづくり条例」を平成22年3月
　25日に制定しました。

・条例を実効性のあるものとするため、具体的な施策を盛り込んだ
　計画の策定や推進組織の設置、更には市のスポーツ施設の整備
　についての指針を定めることを明記しました。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

　生涯スポーツの振興とともに、ス
ポーツを活用した総合的なまちづく
りの推進を目的とする「さいたま市
スポーツ振興まちづくり条例」を政
令市で初めて制定しました。

条例イメージ

⑤ 評価理由

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 0

・コストをかけずに幅広い方々の意見を収集するため、タウンミー
　ティングの活用や関係団体等へのヒアリング等を実施しました。

・条例と現在のスポーツ振興計画との整合性を図りつつ、条例に掲
  げた基本理念の実現に向け、広範な分野の団体等との連携や調
  整が必要となります。

・スポーツ振興まちづくり条例の基本理念の実現に向けて、具体的な施策を盛り込んだ「ス
　ポーツ振興まちづくり計画」を策定します。また、諸施策を展開するための推進体制とし
　て、広範な団体からなる「（仮称）スポーツ振興まちづくり推進会議」を設置します。

Ⅱ-2　生涯スポーツを推進し、スポーツを活用した総合的なまちづくりを推進
　　　する「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」を制定します。（すぐ）

【スポーツ振興事業の一例】
（2008さいたまシティマラソンの様子）

　 する

みる

ささえる

まなぶ

教育

国際

環境

経済

都市
計画

健康

・福祉

文化

・芸術 交流

観光

スポーツ振興
 まちづくり

1



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・ （市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容
・ （課題）

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　障害福祉課　（問合せ先：048-829-1305）

達　成　度
進捗度 加点･減点

８点b  

(注１)障害者施策推進協議会とは、障害者計画の策定、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な
　　　事項などを調査・審議する機関で、障害者基本法により政令指定都市に設置が義務付けられているもの。

H22 H23

条例の制定 条例の制定

パブリックコメントの実施

⑤ 評価理由

H24

条例検討専門委員会など
による検討

(11月)諮問
(1～3月)委員会を開催

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

・障害者施策推進協議会に条例の制定について諮問し、
　協議会に専門委員会を設置し、会議を3回開催しまし
　た。（計10回程度開催予定）
・市民に条例づくりの開始を周知するためのシンポジウ
　ムを2月に1回開催しました。
・「条例について話し合う１００人委員会」を設置し、
　会議を1回開催しました。（計10回程度開催予定）
・障害者差別と思われる事例を収集し、地域が抱える課
　題を整理しました。（521事例を収集）

・専門委員だけでなく、当事者や一般の市民も条例制定に参
  画できるよう、条例制定のためのホームページの開設やい
  つでも参加が可能な「条例について話し合う１００人委員
  会」を開催するなど、市民による市民のための条例とする
  ための取組を進めました。

障害者総合支援計画を策定し、各種施策を実
施していますが、理念などを示す、「ノーマライ
ゼーション条例」は制定していません。

学識経験者、医療・福祉分野の代表者、市民からの公募委員などで構成される、障害者施策
推進協議会（注1）に条例検討専門委員会を設置し、その検討を踏まえて、「ノーマライ
ゼーション条例」を制定します。
パブリックコメントなどを実施し、市民に広く意見を求めます。

・平成22年中の制定時期については、国の障害者権利条約へ
　の批准や内閣府障がい者施策推進会議の状況等、内外の環
　境の推移を注視し、対応していく必要があります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

条例検討専門委員会など
による検討

パブリックコメントの実施

H24

・平成22年中に、障害者も健常者も共に地域で暮らせる「ノーマライゼーション
　条例」を制定します。

H21 H22 H23

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。さらに、市民のための市
　民による条例とするため、「100人委
　員会」を設置し、より多数の市民の意
　見を直接伺う機会を設けたので加点。

事業費（千円） 806

・平成２２年度には、知的障害者向けにわかりやすく条例のことを説明する学習会
　や、教育、医療、業界団体等に対するヒアリング調査などを実施します。
・条例について市民と市長とが意見交換できる機会を設けます。

100名以上の市民の参加で白熱した
議論が行われた第1回条例について
話し合う100人委員会（平成22年3
月30日）

・「条例について話し合う１００人委員会」については、参
  加されている市民の協力の下、コストをかけずに運営して
  います。

Ⅱ－3　障がい者も健体者も共に地域で暮らせるノーマライゼーション条例を
　　　  制定します。(すぐ)

【条例策定検討体制】

条例制定庁内
検討会

意見調整

報
告

障害者施策推進協議会

施策推進協議会条例検討
専門委員会

市長

諮問
答申

報告



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　子ども未来局　子ども育成部　子育て企画課　（問合せ先：048-829-1909）

パブリックコメントの実施

条例等の制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

児童福祉専門分科会によ
る検討 （12月,1月,3月）開催

H24

・子どもをいつくしみ、健やかに育むための総合的な理
　念・方策を定める「子ども総合条例」等を制定するた
　め、児童福祉専門分科会を3回開催し、条例等のあり
　方や整備手法などについて、検討を行いました。

・市民に広く検討内容の周知を図るため、市のホームペー
　ジに児童福祉専門分科会における議事録を掲載しました。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

子ども・子育て希望（ゆめ）プランを策定して各種
施策を実施していますが、理念などを示す、子ど
も総合条例は制定していません。

平成22年度末までに、子どもをいつくしみ、健やかに育むための総合的な理念・方策を定め
る「子ども総合条例」等を制定します。
学識経験者、医療・福祉・教育分野の代表者、市民からの公募委員などで構成される、児童
福祉専門分科会の検討を踏まえて、条例を制定します。
パブリックコメントを実施し、市民に広く意見を求めます。

　　　－

児童福祉専門分科会によ
る検討

パブリックコメントの実施

条例等の制定

H24

・平成22年度末までに、一人ひとりの子どもが輝くために「子ども総合条例」等
　を制定します。

H21 H22 H23

・社会全体で子どもの健やかな成長を支えあう気運の醸成を
　図るため、誰にでも親しみやすく、理解しやすいものにす
　る必要があります。

・児童福祉専門分科会において、基本方針案の審議、条例等素案の審議、条例等案の審
　議、最終審議を実施します。

⑤ 評価理由

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 980

Ⅱ－4　一人ひとりの子どもが輝くために「子ども総合条例」を制定します。
          (2年以内)

【他政令指定都市の状況】
自治体名 名称 施行時期

札幌市
札幌市子どもの最善の利益を実現する
ための権利条例

H21.4月

川崎市 川崎市子どもの権利に関する条例 H13.4月

新潟市 （仮称）新潟市子どもの権利条例 検討中

名古屋市 なごや子ども条例 H20.4月

堺市 堺市子ども青少年の育成に関する条例 H20.4月

広島市
（仮称）広島市子どもの権利に関する条
例

策定中

京都市 子どもを共に育む京都市民憲章 H19.2月制定

平成21年度児童福祉専門分科会における意見整理
（1）取組方法

（2）文言内容・形式

（3）活用方策

・子どもや大人が一緒になって考え、自ら策定したとい
　うことが必要
・策定過程において子どもや若者などの意見を聞くこと
　が必要

・青少年の参画が感じられるもの
・子どもも含め、誰にでも親しみやすく理解が容易な
　もの
・子どもも親もその人自身が認められ、共感しあえ、
　自ら謳えるようなもの
・感謝や思いやりの心、挨拶など適切な人間関係やコ
　ミュニケーションの構築に繋がる心が育てられるもの
・子どもがどう育っていきたいかという子どもから見た
　視点を取り込めるもの
・市民ニーズの変化や様々な状況の変化などにも、迅
　速かつ柔軟に適応できるもの

・制定後、それを核に据え、継続的に市民などに働きか
　け、自ら主体的に行動できることが必要
・規定するだけでは効果が無いので、それを活用して
その先の取組を展開することが必要



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　市民・スポーツ文化局　スポーツ文化部　文化振興課　（問合せ先：048-829-1226）

⑤ 評価理由

条例の制定

事業費（千円） 0

達　成　度
進捗度 加点･減点

４点ｃ →

パブリックコメントの実施

H22 H23 H24

「文化都市創造条例検討
委員会」の設置・検討

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）H24

・総合的かつ持続的な文化芸術振興を図るため、平成22年度末までに、「文化都
　市創造条例」を制定します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

条例の制定

「文化都市創造条例検討
委員会」の設置・検討

パブリックコメントの実施

平成18年3月に芸術文化の振興を図るため「さい
たま市文化芸術振興計画」を策定しています
が、「文化都市創造条例」は制定していません。

平成21年度に、市民、有識者などからなる「文化都市創造条例検討委員会」を設置します。
平成22年度は、条例検討委員会による検討を踏まえ条例案を作成し、パブリックコメントに
よる市民意見を取り入れた「文化都市創造条例」を制定します。

・(仮称)文化都市創造条例の制定に必要な検討をする外
　部委員会の設置に向けて、平成２２年３月に（仮称）
　文化都市創造条例制定検討委員会設置要綱を制定しま
　した。

　　　－

・3月30日に委員会設置要綱を策定し
　たものの、平成21年度の取組である
　「委員会の設置」とは判断できず、
　条例制定に向けた検討が未実施であ
　ることから、進捗度を「ｃ」と判断。

　　　－

・(仮称)文化都市創造条例制定検討委員会設置要綱を制定したも
　のの、委員の選定等に遅延が生じており、条例の制定に向けた
　検討が未実施となっています。

・平成２２年度は、条例制定検討委員会において、条例の制定に必要な検討を行い、条例の
　骨子、素案についてパブリックコメントを実施し、年度末までに条例を制定します。

Ⅱ-5　「文化都市創造条例」を制定します。（２年以内）

政令指定都市名 制定時期

川崎市文化芸術振興条例 平成17年4月1日

札幌市文化芸術振興条例 平成19年4月1日

京都文化芸術都市創生条例 平成18年4月1日

大阪市芸術文化振興条例 平成16年4月1日

（平成21年10月末現在）

※18政令指定都市のうち、4市が制定済み

【政令指定都市の制定状況】



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　政策局　政策企画部　企画調整課　（問合せ先：048-829-1034）

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

事業費（千円） 0

・平成２２年度から検討委員会での検討を進めるとともに、多くの市民意見を反映するため
　タウンミーティングなど様々な市民参画の手法を活用し、平成２３年度末までに自治基本
　条例を制定します。

自治基本条例制定基本方針イメージ

H24

・平成23年度末までに、「自治基本条例」を制定します。

H21 H22 H23

検討委員会による検討 　　　　

　　　　

条例の制定

情報発信・意見収集
（タウンミーティングなど）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

「条例制定基本方針」の策
定・検討委員会委員の公
募等

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22

平成18・19年度に自治基本条例制定の意義・必
要性について調査研究を行いました。

条例案の作成に当たっては、平成21年度中に「条例制定基本方針」を策定し、平成22年度に
公募による市民を主体とした検討委員会を設置します。
検討委員会での検討と合わせ、タウンミーティングなど様々な市民参画の手法を活用しなが
ら市民への情報発信や市民意見の収集を行い、条例案を作成します。
平成23年度末までに、自治に関する基本理念や市政運営の基本的事項などを定めた、言わば
本市の憲法となる「自治基本条例」を制定します。

・平成20年度以前に行った自治基本条例に関する調査研
　究を活用し、また、自治基本条例を制定又は検討中の
　政令指定都市、県内各市等に対する照会を行い、検討
　体制、スケジュール等を検討し、平成21年12月に自
　治基本条例制定基本方針を策定・公表しました。
・また、条例を検討するための検討委員会を設置するた
　め、市報、ＨＰ、自治会回覧などを活用して委員公募
　を行うとともに、関係団体の代表者及び学識者から委
　員の選定を行いました。

・市民主体で検討を行い、市民意見を反映した条例とするため、検
　討委員会２０名のうち１２名を公募市民としました。（他８名は
　関係団体代表者及び学識者）

　　　  　　　－

・市民目線で検討していただくための公募市民を主体とする検討委
　員会において、円滑な運営の確保をどのように図っていくか。
・多くの市民意見をどのように集約し、反映していくか。　　　　など

「条例制定基本方針」の
策定・検討委員会委員の
公募等

H23 H24

検討委員会による検討

情報発信・意見収集
（タウンミーティングなど）

条例の制定

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

Ⅱ-6　さいたま市の憲法「自治基本条例」を市民参画で制定します。
　　（３年以内）

【政令指定都市・県内他市の自治基本条例制定状況】

（平成21年9月末現在）

○政令指定都市(4市)
　　川崎市、静岡市、札幌市、新潟市

○県内他市(12市)
　　志木市、富士見市、入間市、草加市、
　　久喜市、秩父市、新座市、熊谷市、
　　川口市、越谷市、三郷市、北本市

 自治に関する基本的な理念・市政運営の基本的事項などを定めるもの

2 条例制定の背景 地方分権の進展 市民との協働の必要性

市民自治の確立
～市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり～ 

効果 市民の自治意識の醸成
市民参画や協働、市民活動の促進

市職員の意識の向上
市民の視点に立った行政運営

1 自治基本条例とは

検討委員会 
（検討の中心） 

行政

 
議会 市民（事業者等

を含む。） 

議案提出

５ 条例制定の体制・
進め方

公募市民
学識者等

自治基本条例の制定

市民参画や協働のための取組市民自治の確立に向けた気運の高まり

４ 条例制定の目的・効果

３ 本市の現状

目的



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）

② 取組内容 （課題）
・
・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1259）

・専門分科会委員全員に更に10名程度の委員を加えた第５期高齢者保健福祉計画等検討
　協議会を7月に発足し、条例案に盛り込む項目と策定方法の検討を開始します。

・条例の制定に向けて、全国の取組状況調査を行い、同
　趣旨の他市の条例等についての情報収集を行いまし
　た。
・社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会において今後の
　取組について説明を行い、条例制定に向けた協力を求
　めました。

※　社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会は、公募委員
　を含む１５名で構成され、市の高齢者福祉行政の進行
　管理や助言を行う機関です。

　　　－

・安心して長生きできる社会づくり
　を目指すという観点から他市の条
　例等調査を行い、福島県郡山市及
　び足立区の「高齢社会対策基本条
　例」等を参考として現在、研究を
　行っています。

　　　－

・今後の超高齢社会を見越して、高齢者を含む、すべての世
　代が相互に理解しあい、協働する社会づくりを目指す条例
　とする必要があります。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので
　「ｂ」と判断。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策
定し、各種施策を実施していますが、「安心長生
き条例」は制定していません。

平成22年度末までに、高齢者などへのアンケートや他市取組状況調査などを行います。
平成23年度末までに、学識経験者、医療・福祉分野の代表者、市民からの公募委員などで構
成される、高齢者保健福祉計画等検討協議会の検討を踏まえ、「安心長生き条例」を制定し
ます。
パブリックコメントを実施し、市民に広く意見を求めます。

アンケート、調査の実施

高齢者保健福祉計画等検
討協議会による検討

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

パブリックコメントの実施

条例の制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）H24

・平成23年度末までに、高齢者の生きがい、健康、福祉の充実などを総合的に
　まとめた「安心長生き条例」を制定します。

H21 H22 H23

アンケート、調査の実施
条例等収集

高齢者保健福祉計画等
検討協議会による検討

条例の制定

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 0

⑤ 評価理由

パブリックコメントの実施

H22 H23 H24

Ⅱ－7　他市に類をみないスピードで進む高齢化に備えて「安心長生き条例」
           を制定します。(4年以内)

【さいたま市の高齢者数と高齢化率】

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

65歳以上
人口(人）

高齢化率(％)

(人） (％）

(各年4月1日）



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《1-1　行財政改革推進本部の設置》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

・
（コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　行政改革チーム　（問合せ先：048-829-1108）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

行財政改革の推進
（仮称）新行財政改革推進プランの策定

H24

事業費（千円） 0

行財政改革有識者会議・
外郭団体経営改革推進
委員会の設置

●
７月・12月設置

達 成　度

H22 H23

組織の設置 ●
11月設置

・平成22年度以降は、行財政改革をさらに加速させ、創造的変革の年にするため、既存
　の事務事業の総点検を実施するとともに、本市の改革の進むべき道標となる、(仮称)
　新行財政改革推進プランを策定します。

・専門家の知見を効果的に活かしながら、平成22年中に、(仮称)
　新行財政改革推進プランを策定する必要があります。

・行財政改革を推進する市長直轄の組織として、平成21
　年11月に「行財政改革推進本部」を設置しました。
・平成22年1月及び2月に、任期付採用による民間人を
　それぞれ1名ずつ登用しました。
・市長のアドバイザリー機関として、平成21年7月に
　「外郭団体経営改革推進委員会」を、平成21年12月
　に「行財政改革有識者会議」を設置しました。
・（仮称）新行財政改革推進プランの素案策定に着手
　しました。

・民間企業における経営改革などに実務経験を有する民間人を採
　用し、新たな視点による行財政改革を推進することとしました。

・平成21年11月に設置した、行財政改革推進本部を中心に、「有識
　者会議」の知見を活用するとともに、民間の視点も取り入れなが
　ら、行財政改革推進に向けた検討を行いました。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

行財政改革の推進

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成21年11月に、「行財政改革推進本部」を市長直轄組織として設置し、民
　間人専門家を登用します。

H21 H22 H23

組織の設置 ●
11月設置

（仮称）行財政改革有識
者会議・外郭団体経営改
革推進委員会の設置

新たな観点から行財政改革を推進するために、平成21年11月に「行財政改革推進本部」を
市長直轄の局相当の組織として設置し、平成21年度中に、任期付採用により民間人を登用
します。
行財政改革推進本部に行政改革チーム、無駄ゼロ改革チーム、民間力活用チームを置くと
ともに、より専門的見地からアドバイスを行う市長のアドバイザリー機関として、「（仮
称）行財政改革有識者会議」、「外郭団体経営改革推進委員会」を設置し、積極的な行財
政改革を推進します。

行政改革を担当している改革推進室は、総務局
内の内部組織として設置されており、市長直轄
の組織とはなっていません。
改革推進室に任期付採用による民間人は採用
していません。

進捗度 加点･減点
７点b →

1　民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置しま
　  す。（すぐ）

【行財政改革推進本部の構成】

（アドバイザリー機関）

(仮称)行財政改革有識者会議

外郭団体経営改革推進委員会

行政改革チーム

無駄ゼロ改革チーム

民間力活用チーム

市長

行財政改革推進本部
（副市長）

【アドバイザリー機関の設置等】 

 
行財政改革 

有識者会議 

外郭団体経営

改革推進委員会

設置 

年月日 

平成２１年 

１２月９日 

平成２１年 

７月２３日 

平成 21年度

会議回数
２回 ９回 



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《1-2　事務事業評価の見直し》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

・ （コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定
・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　無駄ゼロ改革チーム　（問合せ先：048-829-1108）

平成19年度に実施したすべての事務事業
（1,683事業）に対する評価を行い、区役所業務
等評価を除く1,561事業について次年度予算の
方向性を検討し、22事業を廃止と判定しました。
外部評価については、平成19年度の実施事業
を対象として、有識者からなる「さいたま市行政
改革推進懇話会2005外部評価会議」において、
委員が選定した28事業に対する外部評価が行
われ、大半の事業が「概ね適切」と判定された一
方で、7 事業が「やや不適切・やや不十分」と判
定されました。

事務事業の見直しによる
事業の縮小・廃止

　　　　　　　　25事業

H24

・「行財政改革推進本部」において、事務事業評価（注1）の新たな評価方法
　等を構築し、すべての事務事業を見直し、平成24年度末までに100事業の縮
　小又は廃止を行います。

H21 H22 H23

平成21年11月に設置する「行財政改革推進本部」の無駄ゼロ改革チームにおいて、評価の
更なる透明性と客観性を高めるために新たな評価方法などを構築します。
既存事業については、事務事業の見直しと新たな評価方法などによる選択と集中を行い、
平成24年度末までに100事業の縮小又は廃止を行います。

新たな評価方法等の構築

達 成　度

（注1）事務事業評価とは、前年度に市が実施した全分野の事務事業を対象に、その実施状況等を検証、分析し、今後
　　　　の改善策を検討するもの。

25事業
（累計：100事業）

新たな評価方法による事
務事業の見直しによる事
業の縮小・廃止 　　　　　　　　

25事業
（累計：50事業）

25事業
（累計：75事業）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・平成２１年度に実施した事務事業評価により、廃止又
　は縮小となった事業は４８事業で、平成２２年度予算
　の効果額は約６億円となりました。
・既存の事務事業評価に替わる新たな仕組みとして、市
　の全ての事業を常に見直す事務事業総点検を構築しま
　した。
・平成２２年度は、事務事業総点検を基礎として、新た
　なマネジメントサイクルの仕組みを構築します。

※事務事業総点検とは、これまで市が実施してきた全て
　の事務事業を対象に事業の必要性やその効果について
　「そもそも論」から問い直すものです。

　　　－

・効率性と実効性を担保する観点から財政課と連携を図り、既存事
　業の見直しを実施し、平成22年度の予算編成に反映させました。
　なお、平成21年12月に、事務事業の見直しの判断基準である「事
　務事業見直しメルクマール」を基に見直しを行った結果、廃止又
　は縮小となった事業数は210事業で、効果額は約114億円となりま
　した。

⑤ 評価理由

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等について、25事業を大きく
　上回る48事業を前倒しで見直してい
　ことを評価し、進捗度は「ａ」と判断。

H22 H23

事務事業の見直しによる
事業の縮小・廃止

　　　　　48事業

新たな評価方法による事
務事業の見直しによる事
業の縮小・廃止 　　　　　　　　

事業費（千円） 1,200

H24

・平成22年度から実施している事務事業総点検による見直しの方向性に基づき、進行管理を
　実施し、毎年度、事務事業の点検を行います。

・事務事業の総点検を踏まえ、事業を常に見直す（改革や改善）と
　いった職員の意識の醸成と仕組みの構築が大きな課題です。

新たな評価方法等の構
築

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

進捗度 加点･減点
９点a →

1　民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置しま
　  す。（すぐ）

○平成20年度事務事業評価の結果
事務事業評価(区役所業務等評価以外)
＜平成21年度予算の方向性＞

事業数 構成比

↑ 大幅に増加（重点化） 135 8.6%

やや増加 298 19.1%

→ 現状維持 849 54.4%

やや削減 73 4.7%

↓ 大幅に削減 50 3.2%

× 廃止 22 1.4%

‐ 該当なし（予算なし） 134 8.6%

1,561 100.0%

○平成20年度事務事業　外部評価結果
（選定した28事業に対する外部評価）
＜平成19年度事業の実施状況＞

事業数 構成比

Ａ 適切・十分 0 0.0%

Ｂ 概ね適切・概ね十分 21 75.0%

Ｃ やや不適切・やや不十分 7 25.0%

Ｄ 不適切・不十分 0 0.0%

28 100.0%

評 価 区 分 

計 

評 価 区 分

計 

件　数 効果額

48件 602百万円

廃止した事業 6件 171百万円

終了した事業 10件 78百万円

統合した事業 3件 8百万円

縮小した事業 29件 345百万円

廃止又は縮小した
事務事業の件数・効果額

項　　目

＜廃止又は縮小した事務事業の内訳＞



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《1-3　補助事業の見直し》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

・ （コスト・効率性）

（課題）

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定
・

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　無駄ゼロ改革チーム （問合せ先：048-829-1108）
　　　　　財政局　財政部　財政課　　　　　　　　　（問合せ先：048-829-1153）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

見直し基準（指標）策定

予算への反映

H24

・すべての補助金等について、市民ニーズの高度化・多様化など社会経済情勢
　の変化に対応し、公正かつ効率的な制度とするため、「聖域なき見直し」を
　平成22年度予算から実施します。

H21 H22 H23

検証・公表

すべての補助金等について、社会経済情勢の動向、市の施策の推進、市民等のニーズ、事
業効果等の観点から見直しの基準（指標）を策定します。
見直し基準（指標）に基づき、平成22年度予算から反映します。
補助金等の見直しの内容について、毎年度、検証・公表します。

補助金等（補助金・負担金・交付金そ
の他の給付金で反対給付を受けない
もの）については、「さいたま市行政改
革推進プラン」において、その目的や
役割、成果等の観点から見直すことと
しています。
平成19年度に「さいたま市補助金等の
見直しに関する基本方針」を定め、事
務事業評価を活用した見直しを進め
ています。

・平成22年度に行う事務事業総点検の中で、引き続き「補助金等見直しメルクマール（判断
　基準）」に基づいて見直しを行い、補助金等の支出の適正化を図ります。

・平成21年12月に、補助金等の見直し基準（指標）と
　して「補助金等見直しメルクマール（判断基準）」
　を定めました。
・平成22年度予算編成では、行財政改革推進本部と財
　政局が連携し、①各種事業における実行委員会補助
　金、②各団体への運営費補助金、③研修など市内部
　への負担金を中心に判断基準に基づいて見直しを行
　いました。
・平成22年度予算編成において、57事業の補助金等を
　見直すことにより、約1億6千万円の財政的な効果を
　上げ、予算案に併せて市民へ公表しました。

　　　－

・判断基準の策定に当たり、新たな資料を作ることなく、既存資料を
　最大限活用することで、人件費等の抑制に努めました。

・見直し対象となった補助金等の支出先への説明の充実が課題で
　す。

【補助金等見直しの効果】

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

見直し基準（指標）策定
(12月)基準の策定

H24

予算への反映
約1億6千万円削減

検証・公表
(2月)公表

⑤ 評価理由

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

事業費（千円） 0

1　民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置しま
　  す。（すぐ）

【一般会計の補助金・交付金・負担金の状況】

10,313,942 11,754,297
7,272,321

16,958,779

19,797,711

25,254,681

22,818,662

9,251,882

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
【年度】

【金額（単位：千円）】
補助金・交付金

負担金

件数 効果額

実行委員会補助 11件 約2,800万円

運営費補助 19件 約5,400万円

その他 27件 約7,300万円

合計 57件 約1億6千万円



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《1-4　外郭団体改革》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

・

（コスト・効率性）

・

（課題）

② 取組内容
・

・ ⑥ 今後の取組・予定

・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　民間力活用チーム　（問合せ先：048-829-1108）

達　成　度
進捗度 加点･減点

７点b →

外郭団体改革プランの策
定 ３月策定

（注1）外郭団体とは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している団体及び市の人的又は財政的援助
　　　　を行っている団体など、さいたま市外郭団体指導要綱に定める２２団体をいう。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成21年7月に、「外郭団体経営改革推進委員会」を設置します。
・平成21年度中に、「(仮称)さいたま市外郭団体改革プラン」を策定します。

H21 H22 H23

外郭団体経営改革推進
委員会の設置

外郭団体改革プランの策
定

●
７月

平成21年7月に、外部の専門的、客観的な視点からの意見や助言等を取り入れるため、民間
人専門家による「外郭団体経営改革推進委員会」を設置します。
平成21年度中に、外郭団体の健全な発展と市の行財政運営の効率化に資する「（仮称）外
郭団体改革プラン」を策定します。
継続的に各団体の経営状況や改革の進捗を監視し、外郭団体の経営改革や体質改善を促進
していきます。

平成20年12月に、市の外郭団体を、より公益的
な役割を担う団体へと集中化、スリム化すること
を内容とする「外郭団体改革の基本方針」を策
定しました。

「外郭団体改革の基本方針」では、平成20 年度
から平成25 年度までに、株式会社を除く17団体
から12団体に、5団体の削減などを行い、改革に
よる削減効果の総額を約30億円(改革実施から
約10 年間の概算推計)と推計しています。

外郭団体（注1）改革については、平成17年度か
ら平成20年度までの4年間で、3つの団体の廃
止、市補助金年間約2億円の削減、派遣職員の
半減（57人削減）などを実施しました。

各外郭団体の統廃合等
の実施

・平成２２年度以降は、継続的に各団体の経営状況や「外郭団体改革プラン」に掲げた改革
　の進捗を監視し、各外郭団体の統廃合等を実施します。

・外郭団体の今後のあり方や経営改革案等について、外
　部の専門的、客観的な視点からの意見や助言等を取り
　入れ、見直しや検討を行うために民間人専門家による
　「外郭団体経営改革推進委員会」を平成２１年７月に
　設置しました。
・外郭団体の健全な発展と市の行財政運営の効率化に資
　する「外郭団体改革プラン」を「外郭団体経営改革推
　進委員会」の意見や助言等を取り入れ、平成２２年３
　月に策定しました。

・改革状況を市民にわかりやすく示すために、各団体ごとの改革目
　標及び期限を具体的に記載しました。

・印刷コストの縮減を図るために、印刷製本は外注せずに市職員で
　対応しました。

・外郭団体の統廃合等を実施していく上で、外郭団体の職員の処
　遇について、必要な措置を講ずる必要があります。

合併により１団体削減

各外郭団体の統廃合等
の実施 説明会の実施 合併により１団体削減 合併により２団体削減

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

⑤ 評価理由

・平成21年度の取組である、委員会の
　設置、プランの策定は実施済、外郭
　団体統廃合は未実施であるが、21年
　度中に準備を終え、22年4月に1団体
　を削減、これらを総合的に判断し、
　進捗度を「ｂ」と判断。

事業費（千円） 933

H24

外郭団体経営改革推進
委員会の設置

●
７月設置

1　民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置しま
　  す。（すぐ）

【外郭団体一覧（H20.4.1現在）】
№ 名称
1 （財）さいたま市国際交流協会
2 さいたま市土地開発公社
3 （財）さいたま市公立施設管理公社
4 （財）さいたま市文化振興事業団
5 （財）さいたま市浦和地域医療センター
6 浦和総業株式会社
7 （社福）さいたま市社会福祉協議会
8 （社福）さいたま市社会福祉事業団
9 （社）さいたま市シルバー人材センター
10 （財）さいたま市在宅ケア サービス公社
11 浦和商業開発株式会社
12 （財）さいたま市産業創造財団
13 （社）さいたま観光コンベンションビューロー
14 （財）浦和パーキングセンター
15 （財）さいたま市公園緑地協会
16 （財）さいたま市都市整備公社
17 （財）さいたま市土地区画整理協会
18 与野都市開発株式会社
19 北浦和ターミナルビル株式会社
20 岩槻都市振興株式会社
21 （財）さいたま市体育協会
22 （財）埼玉水道サービス公社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少                                 多 

与野都市開発（株）

岩槻都市振興（株） 

土地開発公社 

2.民営化
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事
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採
算
性 

高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低 

国際交流協会
在宅ケアサービス公社
シルバー人材センター
産業創造財団 
社会福祉協議会 
体育協会 

観光コンベンション 
ビューロー 

5.施策に活用

3.自立化 ｏｒ

段階的縮小 

(公益へシフト)

各団体のあり方の見直しの方向性のイメージ

浦和地域医療センター 
土地区画整理協会 

1.廃止

浦和商業開発（株） 
浦和パーキング 

センター 
都市整備公社 
北浦和ターミナル 

ビル（株） 
浦和総業（株） 

経営再建

公立施設管理公社 
文化振興事業団 
社会福祉事業団 

埼玉水道サービス公社 
公園緑地協会 

4.あり方の見直し



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《1-5　公共施設マネジメント会議設置》
④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・
（市民満足度向上に向けた取組）

（コスト・効率性）
・

（課題）

② 取組内容
・
・

⑥ 今後の取組・予定
・

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　行財政改革推進本部　行政改革チーム　　　（問合せ先：048-829-1108）
　　　　　政策局　政策企画部　企画調整課　　　　　（問合せ先：048-829-1035）
　　　　　財政局　財政部　　　財政課　　　　　　　（問合せ先：048-829-1153）
　　　　　財政局　財政部　　　用地管財課　　　　　（問合せ先：048-829-1190）
（追加）　建設局　建築部　　　保全管理課　　　　　（問合せ先：048-829-1509）

公共施設マネジメント会
議の設置

加点･減点
８点ｂ  

公共施設マネジメント基
礎調査・基本方針の策定

・インフラ施設や土地までを含む公共施設マネジメント計画の策定
　は全国的にもめずらしく、独自の視点で調査・分析を進める必要
　があります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22

達　成　度
進捗度

H23

（注１）ストックマネジメントとは、構造物や施設などの建築物の機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて、既存の
　　　　建築物（ストック）を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手法。

一貫性ある公共施設の配置方針を確立するた
め、市民の誰もが自由かつ選択的に利用できる
施設（市民利用施設）を対象として、「公共施設
適正配置方針」を平成15年3月に策定していま
す。
土地を含む公有財産の有効活用や施設の適切
な改修・維持管理などのストックマネジメントは、
主に所管ごとに行っており、全庁的・総合的な視
点からは行っていません。

公共施設マネジメント基
礎調査・基本方針の策定

公共施設マネジメント会
議の設置

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

　　　　このストックマネジメントにより、施設の社会的需要や老朽度の判定、改修時の費用対効果等を総合的に勘案した
　　　　上で、解体、用途変更、改修、改築など、その施設にとってどれがよりよい方法なのか判断することができる。

公共施設現況調査の実
施

公共施設マネジメント計
画の策定・実施

H24

・平成21年度中に、基礎調査、基本方針の策定を行います。
・平成22年度中に、「公共施設マネジメント会議」を設置します。
・平成23年度末までに、公共施設等の効率的な管理運営を推進するため、土地を含む公有財
　産について、ストックマネジメント（注1）に重点を置いた「公共施設マネジメント計画」
　を策定します。

H21 H22 H23

　●
 設置

平成21年度中に、基礎調査、基本方針の策定を行います。
平成22年度中に、市民・有識者を含む「公共施設マネジメント会議」を設置し、市民ニーズ
や人口動態等を踏まえた、より効率的な公共施設の適正配置の観点から現況調査を行い、公
有財産の現状と課題の分析を行います。
土地を含む公有財産の有効活用や既存施設の統廃合、適切な改修・維持管理計画、稼働率向
上策等を検討し、ストックマネジメントにも重点を置いた「公共施設マネジメント計画」を
策定します。

　●
 設置

H24

・平成22年度においては、公共施設マネジメント会議を設置し、公共施設現況調査と並行して公
　共施設マネジメント計画の策定に着手します。また、公共施設のモデルケースについて詳細な
　調査を行い、公共施設の総合評価手法の構築と今後の方向性について「さいたま市公共施設
マネジメント検討報告書」にまとめます。

・平成21年度中に、公共施設の基礎調査を行い、本
　市における公共施設マネジメントの取組みの方向
　について基本方針を策定しました。
・平成22年度当初の公共施設マネジメント会議の設
　置に向けて、市民委員の公募の準備及び有識者の
　人選を始めました。
・公共施設現況調書を平成21年度中から前倒しで実
　施するとともに、公共施設マネジメント計画の策定
　についても、公共施設マネジメント会議において、
　平成22年度か　ら1年前倒しで検討することとしま
　した。

・公共施設の現況調査において、各施設で利用者満足度調査を
　行っているかどうかを調査項目に含めました。

・公共施設の基礎調査については、庁内で実施した他の調査結果
　や保有する情報を活用することで、コストの削減を図りました。

公共施設現況調査の実
施

⑤ 評価理由
・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので、
　「ｂ」と判断。さらに、公共施設現況
　調査を前倒しで着手し、公共施設マ
　ネジメント計画の策定を1年前倒し
　で検討する準備を進めた点を評価
　し加点。

事業費（千円） 0

公共施設マネジメント計
画の策定・実施

1　民間人専門家を入れた行政改革推進チームを、市長直轄組織として設置しま
　  す。（すぐ）

施設分類 施設数

レクリエーション・スポーツ施設 １６

産業振興施設 ９

基盤施設 １０７

文教施設 １２５

社会福祉施設 ２１０

合計 ４６７

【施設分類ごとの公の施設数】

 

公共施設：新・旧耐震基準割合 

旧耐震基準 1,296,191㎡ 5 3 . 6％

新耐震基準 1,124,017㎡ 4 6 . 4％

橋梁:竣工年別延長 

築 50年以上 約 200m 約 1 ％

築 50年未満 約 19,000m 約 99％

上水道：布設年度別配水管延長 

布設 40年以上 約 71㎞ 約 2 %

布設 40年未満 約 3,326㎞ 約 98％

下水道：敷設年度別下水道管きょ延長 

敷設 50年以上 約 22㎞ 約 1 %

敷設 50年未満 約 2,828km 約 99%

公共施設の基礎調査



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状

・

※　退職手当の減額－率（額）
《市長》

　減額前　　３５，７９８，４００円

　減額後　　１７，８９９，２００円

《副市長》

　減額前　　１８，７５８，４００円

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部　給与課　（問合せ先：048-829-1862）

市長の退職手当の減額措置は、実施していませ
ん。（平成21年5月27日時点）

徹底した行財政改革を基本方針とした、新たな市政を運営する方針を内外に示すため、現
下の厳しい社会経済情勢を勘案した「さいたま市長の退職手当の特例に関する条例」を制
定し、財政効果の高い市長の退職手当の減額を行います。

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので「ｂ」と
　判断。さらに、副市長についても退職
　手当を５％減額する条例を制定した
　ため、加点。

達　成　度
進捗度 加点･減点

　減額後　　１７，８２０，４８０円

 条例の制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成21年度中に、「さいたま市長の退職手当の特例に関する条例」を制定
　し、市長の退職手当を50％減額します。

H21 H22 H23

事業費（千円） 0

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

(12月 条例公布・施行)

H24H22 H23

 条例の制定

・徹底した行財政改革を基本方針とした、新たな市政運
　営方針を内外に示すとともに、現下の厳しい社会経済
　情勢を勘案し、市長の退職手当を50％減額する「さ
　いたま市長の退職手当の特例に関する条例」を平成21
　年12月に制定しました。

・また、副市長についても、市長と一体となって徹底し
　た行財政改革を推進する姿勢を示すため、退職手当を
　5％減額する「さいたま市副市長の退職手当の特例に
　関する条例」を平成21年12月に制定しました。

・平成２２年度以降は、現場訪問、タウンミーティング等の機会を通し、直接市民の皆様からい
　ただいたご意見等を踏まえ、適正な市政運営に努めます。

８点b  

⑤ 評価理由

0

1000

2000

3000

4000

手
当
額

市長及び副市長の退職手当の減額状況

4　市長の退職手当を50％減額します。（すぐ）

○現行条例の市長退職手当の額
　　３５，７９８，４００円

○50％減額した場合の額
　　１７，８９９，２００円

（※現行の市長給料月額1,243,000円を算定基礎
とし、市長任期１期4年（48月）で算出した場合）

市長 副市長

減額前

減額後

▲５０％
（▲１７，８９９，２００円）

▲５％
（▲９３７，９２０円）

万円



１　行政改革「しあわせ倍増に必要な基盤づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成22年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

（主な成果等）

　　現状

・

② 取組内容
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　人事部　給与課　（問合せ先：048-829-1862）

事業費（千円） 0

※　市長任期満了日まで

（平成25年5月26日）

市長給与の減額

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22 H23

条例の制定
（平成22年１月）条例施行

H24

⑤ 評価理由

達　成　度
進捗度 加点･減点

８点b  

※　給料月額の減額－率（額）
・市長　　　　　　　　 ▲１０％（▲１２４，３００円）
　減額前　１，２４３，０００円　⇒　減額後　１，１１８，７００円
・副市長　 　　　　　 ▲   ７％（▲  ６８，３９０円）
　減額前　　　９７７，０００円　⇒　減額後　　　９０８，６１０円
・水道事業管理者　▲　５％（▲  ４０，９５０円）
　減額前　　　８１９，０００円　⇒　減額後　　　７７８，０５０円
・常勤の監査委員　▲　５％（▲　３１，２５０円）
　減額前　　　６２５，０００円　⇒　減額後　　　５９３，７５０円
・教育長　　　　　　　▲　５％（▲　４０，７００円）
　減額前　　　８１４，０００円　⇒　減額後　　　７７３，３００円

・平成21年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので「ｂ」と
　判断。さらに、副市長について7％、水
　道事業管理者、常勤の監査委員及び
　教育長について5％給料を減額する
　規定を定めたことから加点。

H24

・平成21年度中に、「さいたま市市長等の給料の特例に関する条例」を制定
　し、市長給料を10％減額します。

H21 H22 H23

市長給与の減額

条例の制定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

市長給与の減額措置は、実施していません。
（平成21年5月27日時点）

効率的、効果的な行政運営を図り、徹底した行財政改革を基本方針とした市政運営を行う
ため、「さいたま市市長等の給料の特例に関する条例」を制定し、市長給料を10％減額し
ます。

・効率的、効果的な行政運営を図り、徹底した行財政改
　革を基本方針とした市政運営を行うため、市長給料を
　10％減額する「さいたま市市長等の給料の特例に関す
　る条例」を制定し、平成22年1月から施行しました。

・また、副市長、水道事業管理者及び常勤の監査委員並
　びに教育長についても、それぞれの分野で市長を補佐
　する立場にあり、今後、市全体で、徹底した行財政改
　革の推進及び生産性の高い都市経営の実現を基本方針
　として諸施策を展開していくため、副市長の給料を
　7％、水道事業管理者、常勤の監査委員及び教育長の
　給料を5％減額する規定を定め、平成22年1月から施
　行しました。

・平成22年度以降は、現場訪問、タウンミーティング等の機会を通し、直接市民の皆様からい
　ただいたご意見等を踏まえ、適正な市政運営に努めます。

5　市長給与を10％減額します。（すぐ）

○現行条例の市長給料月額
　　１，２４３，０００円
　
○10％減額した場合の額
　　１，１１８，７００円
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市長及び副市長の給料の減額状況

市長 副市長

減額後

減額前

万円


