
「しあわせ倍増プラン２００９」達成度・個別指示事項一覧【10/13審議分】

進捗度
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42
市内照明のＬＥＤ化率全国１位を目指
します。

4年以内

・24年度末までに市有施
　設のＬＥＤ化率を10%
・24年度末までに街路灯
　4,000灯のＬＥＤ化

①さいたま新都心駅ＬＥ
　Ｄ化　500灯
②街路灯ＬＥＤ化
　1,000灯

①さいたま新都心駅ＬＥ
　Ｄ化　244灯
②街路灯ＬＥＤ化
　1,091灯

b → 7

新都心のLED化
は、当初計画よ
り設置数が半減
となったが、必
要な平均照度を
確保している。

1

43 太陽光発電設備の設置を推進します。 4年以内

・24年度末までに太陽光
　発電設備を設置する市
　有施設を22施設、
　460KW増、太陽光発電
　能力を170KWから630KW
　へ
・23年度末までに住宅用
　太陽光発電設備設置補
　助を継続、太陽光発電
　能力を戸建(4KW)1,375
　戸に相当する総計
　5,500KWへ

①市有施設への設置調査
②市立小・中学校への設
　置4施設、40KW（累計9
　施設、120KW）
③住宅用太陽光発電への
　設備補助2,000KW

①市有施設への設置調査
②★桜木小学校のみ設置
　1施設
③住宅用太陽光発電への
　設備補助2,031.93KW

c → 4

小・中学校への太陽光発電設
備の設置については、早急に
各学校と工期の調整を行い、
授業等への影響に配慮しつつ
工事に着手し、事業計画の遅
れを取り戻すこと。

2

44
「E-KIZUNA Project」などの実施によ
り、次世代自動車の普及を促進しま
す。

4年以内

・24年度末までに市域に
　おける次世代自動車台
　数6,000台を12,000台
　へ
・24年度末までに市公用
　車への次世代自動車導
　入率を76.1%にし、25
　年度末までに100%にす
　ることを目指す
・自動車からのCO2を年
　間6万トン削減

①次世代自動車導入補助
　（天然ガス、ハイブリ
　ッド車対象）
②市の率先導入台数38台
　（累計168台）
　導入率20.8%

①次世代自動車導入補助
（実績5件）
②市の率先導入台数31台
（累計165台）
　導入率20.7%
△E-KIZUNA Projectの推
　進及びサミットの早期
　開催（H22.4月）に向
　けた準備

b  8

公用車の導入台
数は、当初計画
より少ないが、
廃車に伴う全体
数の減少によ
り、導入率はほ
ぼ数値目標を達
成している。

3

45
さいたま新都心のサッカープラザ計画
は白紙撤回します。

すぐ

・さいたま新都心のサッ
　カープラザは白紙撤回
　し、21年度中に、より
　市民のくらしや生活に
　密着し、かつ、にぎわ
　いの創出が図れる導入
　機能を決定

①サッカープラザ白紙撤
　回・新たな導入機能の
　決定

①新たな導入機能の決定
　には至らなかったもの
　の、さいたま新都心の
　街区整備事業自体の継
　続が不可能となった。

b → 7 4
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46
コミュニティバス路線の検討委員会を
設置します。

すぐ

・21年8月に交通空白地
　域や交通不便地区など
　の解消に向けた検討を
　行うため、有識者や市
　民などを委員とするコ
　ミュニティバス等検討
　委員会設置
・22年度末までに委員会
　での検討内容をまと
　め、市民に公表

①検討委員会の設置
②路線等の検討

①「コミュニティバス等
　検討委員会」を設置
　し、4回開催
②コミュニティバス等導
　入ガイドライン素案策
　定
△住民組織が主体となっ
　て検討した路線を計画

b  8 5

47
新規建設事業費の1%を魅力ある文化・
芸術のまちづくりに配分します。

3年以内

・22年度末までに建設事
　業費における1%を文
　化・芸術事業に充てる
　仕組みづくり

①検討委員会の設置、コ
　ンテスト形式等の文
　化・芸術事業の検討

①検討委員会設置要綱の
　制定
★委員の選定や文化・芸
　術事業についての検討
　が開始に至らなかった

c → 4

１％を担保する仕組みづく
り、民間からの寄付について
の仕組みづくりの検討及び
（仮称）文化芸術都市創造条
例との整理を早急に行い、都
市経営戦略会議へ報告するこ
と。

6

48-1

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（公園の芝生化）

・24年度末までに芝生の
　ある公園が各区2か所
　以上となるよう26公園

①身近な公園の芝生整備
　3公園（累計15公園）
②管理費の軽減検討

①☆4公園芝生化
　（累計16公園）
②地域住民の協力を得る
　方法等を検討

a → 9

適切な初期投資の方法や維持
管理等について、他市の状況
を調査した上、早急に芝生整
備・管理等のあり方を構築す
ること。
ＰＴリーダーとして教育委員
会等にも指導、助言を行うこ
と。

7

48-2

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（学校の芝生化）

・24年度末までに芝生化
　した学校が各区2校と
　なるよう14校増やし、
　20校
・22年度末までに市民協
　働や民間技術支援など
　の地域社会連携による
　芝生維持管理システム
　の構築

①校庭等芝生化1校
②芝生維持管理システム
　の構築に向けた検討

①蓮沼小学校芝生化1校
②地域住民の協力を得る
　方法等を検討

b → 7

整備費用のコスト削減を図る
こと。
整備に当たり、補助金等特定
財源の確保に努めること。
市民協働による芝生管理シス
テムを直ちに構築すること。

8

48-3

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（保育園の芝生化）

・24年度末までに62園
　（全公立保育園）の園
　庭芝生化
・22年度末までに市民協
　働や民間技術支援など
　の地域社会連携による
　芝生維持管理システム
　の構築

①園庭芝生化3園
②芝生維持管理システム
　の構築に向けた検討

①3園芝生化
②地域住民の協力を得る
　方法等を検討

b → 7
市民協働による芝生管理シス
テムを直ちに構築すること。

9

48-4

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（学校の緑のカーテン）

・24年度末までにすべて
　の市立学校で緑のカー
　テン事業実施

①緑のカーテン設置小学
　校6校（累計小10校）
②取組支援（マニュアル
　作成、講習会の実施）

①緑のカーテン設置小学
　校6校（累計小10校）
②簡易マニュアルの作成
　専門業者による指導

b → 7
整備費用のコスト削減に努め
ること。

10

48-5

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（公共施設・家庭の緑のカー
テン）

・24年度末までに緑の
　カーテン事業を実施す
　る公共施設100か所に
　増
・24年度末までに緑の
　カーテンに取り組む家
　庭を2,000家庭

①公共施設10施設実施
②（仮称）緑のカーテン
　応援団での取組（支援
　方法等の検討）
③会員以外の取組（支援
　方法等の検討）

①10区役所、議会棟で実
　施
②マニュアル配布検討、
　緑のカーテンサポー
　ター募集
③講習会開催準備

b → 7 11
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48-6

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（公共施設の緑化）

・24年度末までに8施設
　以上の公共施設の屋上
　緑化・壁面緑化
・22年度末までに未利用
　となっている全ての市
　有地から緑地化に適し
　た土地を選定、24年度
　末までに選定した市有
　地の緑地化

①公共施設緑化マニュア
　ルの改訂
②既存施設の調査、実施
　箇所・手法の検討
③公共施設の屋上緑化・
　壁面緑化
④未利用市有地の調査・
　検討・選定

①公共施設緑化マニュア
　ル3月改定
②既存公共施設データ収
　集、緑化手法のあり方
　検討
③桜木小学校屋上112㎡
　緑化
④未利用市有地データ収
　集、候補地調査実施

b → 7 12

48-7

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（民間建築物の緑化）

・24年度末までに創出さ
　れる緑化面積1,400㎡

①建築物緑化助成事業に
　よる緑化創出200㎡
②建築物緑化助成事業の
　制度拡充（11月）
③新たな建築物緑化助成
　事業による緑化創出

①②③制度見直し、11月
　から対象区域拡大、緑
　化4件助成、☆1,210㎡
　創出

a → 9 13

48-8

公園・市有地・校庭などの芝生化、緑
のカーテン事業などで身近な緑を増や
す「みどり倍増プロジェクト」を実施
します。（花と緑でいっぱい・区の花
の制定）

・23年度から市内全ての
　駅・駅周辺及び主要な
　観光スポットを区民等
　と協働して花や緑で
　いっぱい
・23年5月頃に市制10周
　年を記念して区の花を
　発表

①花と緑のまちづくり推
　進事業の仕組みづくり

①事業実施に向け、予算
　措置及び各区への説明
　など準備実施
　浦和区で先行して事業
　実施

b → 7 14

49-1

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（見沼基本計画の策定）

・22年度待つまでに見沼
　田んぼに関する諸施策
　をとりまとめた（仮
　称）見沼基本計画を策
　定
・23年度末までに斜面林
　等の保全などのアク
　ションプラン策定
・24年度末までに、水と
　緑に親しむことができ
　る市民の憩いの場所を
　3か所整備

①（仮称）見沼基本計画
　策定（調査）
②市民の憩いの場所整備
　手法の検討
③斜面林の保全手法の検
　討

①見沼基本計画原案検
　討、自然環境調査実
　施
②③大和田緑地公園等の
　ボランティア活動を
　参考に憩いの場所及び
　斜面林保全の手法等に
　ついて検討

b → 7 15

49-2

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（歴史的遺産・自然環境
の活用）

・24年度末までに見沼代
　用水や通船掘沿いに休
　憩施設を5か所増
・24年度末までに見沼通
　船掘の閘門や鈴木家住
　宅の適切保全ととも
　に、案内看板や休憩施
　設を設置し、憩える場
　所として歴史的遺産の
　活用

①ワークショップによる
　休憩施設設置場所等の
　検討
②見沼通船掘の修繕

①ワークショップ参加者
　募集等、開催準備
②東縁、西縁堤塘修繕、
　鈴木家住宅修繕

b → 7 16

49-3

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（教育ファームの実施）

・24年度末までに全市立
　小・中学校で教育
　ファームを実施（見沼
　田んぼ内は小・中あわ
　せて50校）

①見沼田んぼ内での教育
　ファーム実施（累計小
　4校）
②市内全域での教育ファ
　ーム実施　小12校、中
　5校（累計小30校、中5
　校）

①見沼田んぼ内で累計
　小7校で実施
②市内全域で累計小23
　校、中12校で実施
（累計小23校、中12校）

b → 7 17
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49-4

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（市民農園の整備）

・24年度末までに見沼田
　んぼ内の市民農園を9
　か所に増、市内全域の
　市民農園を72か所に増

①見沼田んぼ内での市民
　農園の開設検討・準
　備、農地の選定
②市内での市民農園の開
　設8か所（累計48か
　所）

①相談受付、現地調査、
　農園開設に向けた検討
②★市内での市民農園の
　開設7か所、ただし、
　既存農園4か所が閉園
　（累計43か所）

c → 4

市民農園について、新規開設
に向けた積極的な取組（既存
農園を継続して利用できる仕
組みを含む）を早急に検討
し、アクションプラン等を作
成し都市経営戦略会議へ報告
すること。

市民農園の開設
8か所の目標に
対し、7か所開
設したが、既存
農園が4か所閉
園となり、累計
が減少した。

18

49-5

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（東宮下調節池の広場整
備）

・24年度末までに東宮下
　調節池を遊水機能を保
　ちつつ、市民が水と親
　しみ憩える場所として
　整備

①用地買収・実施設計
①用地買収完了、実施設
　計完了 b → 7 19

49-6

見沼田んぼ、荒川などの自然環境・歴
史的遺産を保全・活用し、教育ファー
ム、市民農園など市民が憩える場所を
増やします。（高沼用水路の整備）

・24年度末までに現存の
　水路敷などを活用し、
　市民が水と親しみ憩え
　る場所を2か所整備

①実施設計準備 ①事業計画策定 b → 7 20

50
良好な住環境を守るための「高度地
区」による高さ制限を導入します。

4年以内
・24年度末までに住居系
　用途地域に高度地区の
　指定

①高度地区指定のあり方
　の検討

①庁内検討委員会を設置
　し、高度地区のあり方
　について検討

b → 7 21

51-1
下水道、都市公園、生活道路など生活
密着型インフラ整備を推進します。
（都市公園の整備）

・24年度末までに身近な
　公園を15か所増、身近
　な公園の不足する地域
　を20.3%から13.2%へ

①身近な公園整備2か所
②身近な公園が不足する
　地域19.35%

①☆身近な公園整備5か
　所
②☆不足地域18.30%

a → 9 22

51-2

下水道、都市公園、生活道路など生活
密着型インフラ整備を推進します。
（暮らしの道路・スマイルロードの整
備）

・24年度末までに暮らし
　の道路・スマイルロー
　ド整備事業により、生
　活道路を480件整備

①暮らしの道路・スマイ
　ルロードの整備120件

①★整備着工109件 c → 4
工事発注方法の見直し等を行
い、目標整備件数の達成に向
けて事業を推進すること。
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51-3
下水道、都市公園、生活道路など生活
密着型インフラ整備を推進します。
（下水道の整備）

・24年度末までに下水道
　普及率を90%

①下水道普及率86.6% ①普及率86.6% b → 7 24

52
効率的な道路ネットワークを構築する
ため、都市計画道路を抜本的に見直し
ます。

4年以内

・24年度末までに効率的
　な道路ネットワークを
　構築するため、都市計
　画道路の抜本的な見直
　し

①存続・変更・廃止の分
　析、指針案の策定

①指針素案の策定
★素案はできたが、指針
　案までに至ってない。

c → 4
都市計画道路の見直し指針案
を早急に策定すること。
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