
「しあわせ倍増プラン２００９」達成度・個別指示事項一覧【10/27審議分】

進捗度
加点・
減点

点数

53-1
ワーキングプアを増やさない、部局横断
的な「自立生活支援対策チーム」を設置
します。（セーフティネットの構築）

・22年度から全10区の福
　祉事務所に自立生活支
　援相談窓口を設置し、
　自立生活支援員を中心
　としたハローワークな
　どの関係支援機関など
　からなるチームを結成
・24年度末までに就労可
　能な生活保護受給者を
　対象とした支援によ
　り、就労人数を216人
　に倍増

①緊急特別住宅手当相談
　窓口の設置（大宮・浦
　和）
②生活就労相談員による
　求職活動支援
③就労可能な生活保護受
　給者への就労支援
（H20現状：108人就労）
④市営住宅の提供など

①緊急特別住宅手当相談
　窓口の設置（大宮・浦
　和）
②生活就労相談員による
　求職活動支援
（実績：1,285人）
③就労可能な生活保護受
　給者への就労支援
（△実績：174人就労）
④市営住宅の提供など
（実績：13世帯提供等）

b  8 1

53-2
ワーキングプアを増やさない、部局横断
的な「自立生活支援対策チーム」を設置
します。（ステップアップの取組）

・21年度から若年者向け
　就職支援セミナーを
　年2回から4回に増
・21年度から新たにキャ
　リアコンサルティング
　を週2回実施
・21年度中に母子家庭の
　母親就業支援
・22年度から新たに市内
　企業での就業体験事業
　を4社8人を対象に実施

①若年者向け就職支援セ
　ミナー開催（年４回）
②キャリアコンサルティ
　ング実施（週２日）
③高等技能訓練促進費の
　支給期間拡大

①若年者向け就職支援セ
　ミナー開催
（実績：年５回）
②キャリアコンサルティ
　ング実施
（実績：週２日実施／延
　べ66人参加）
③高等技能訓練促進費の
　支給期間拡大
（実績：10月から支給期
　間拡大）

b → 7

・若年者向け就
労支援セミナー
を年2回から4回
の目標を上回る
5回を実施した
ものの、受講者
数の伸びに反映
できず、逆に非
効率か

2

54-1

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（ものづくり企業支
援事業）

・23年度中に市内のもの
　づくり企業の活性化と
　経営の安定化を図るた
　め、事業者のニーズに
　対応した新たな支援制
　度の確立

①ものづくり企業の実態
　調査
②ものづくりデータブッ
　クの作成に向けた準備

①ものづくり企業の実態
　調査
（3,360事業所を対象に
　アンケートを実施）
②ものづくりデータブッ
　クの作成に向けた調査
　実施

b → 7 3

54-2

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（テクニカルブラン
ド企業認証事業）

・24年度末までにさいた
　ま市テクニカルブラン
　ド企業の認証数を13社
　から22社増やし、35社

①企業認証・支援新規9社
　（累計22社）
②平成20年度企業(13社)
　の支援・再認証

①企業認証・支援新規9社
（実績：9社／累計22
　社）
②平成20年度企業(13社)
　の継続支援

b → 7 4

54-3
介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（戦略的企業誘致）

・24年度末までに積極的
　な企業誘致活動を展開
　し、56社
・21年度中に産業集積拠
　点の基礎調査実施後、
　戦略的な企業誘致施策
　を検討

①企業誘致活動展開
②産業集積拠点の創出基
　礎調査

①企業誘致活動展開
（実績：１０件誘致）
②産業集積拠点の創出基
　礎調査
（基礎調査実施/通年）

b → 7 5

54-4

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（産学連携によるイ
ノベーション創出）

・23年度末までに産学連
　携によるイノベーショ
　ン（技術革新）の継続
　的創出を図る仕組みの
　構築

①大学などと企業との人
　材交流の支援（実証実
　験）
②企業間の技術マッチン
　グ支援

①大学などと企業との人
　材交流の支援
（実績：実証実験3件）
②企業間の技術マッチン
　グ支援
（実績：首都圏西部産業
　活性化協議会の立ち上
　げ）

b → 7 6
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54-5

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（新規就農者支援事
業）

・23年度末までに新規就
　農者が参入しやすい農
　業環境を整備するため
　の実施方針策定
・24年度中に新規就農者
　数を20人

①新規就農者数10人
②地産地消推進協議会設
　置
③経営講習会実施

①△新規就農者数について
　目標10人を大幅に上回
　る実績26人
②★地産地消推進協議会
　未設置
③経営講習会2回実施

c  5

・H23年度中の「新規就農者が
　参入しやすい農業環境整備
　の実施方針」の策定に向け
　た検討状況について、現況
　報告を行うこと。

・新規就農者は
目標の10人を大
きく上回ったも
のの、実施方針
の策定に向けた
協議会は未設置

7

54-6

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（事業所内保育施設
推進）

・23年度末までに複数企
　業集合体による事業社
　内保育施設への新たな
　支援制度の構築

①施設整備補助により1
　か所整備
②支援制度構築の検討

①地域内児童受入可能な
　事業社内保育施設を2
　か所整備
②新たな支援制度構築に
　向けた保育サービス市
　場における現状、課題
　整理等

b → 7

・H23年度中の「事業所内保育
　施設への新たな支援制度構
　築」に向けた検討状況につ
　いて、現況報告を行うこ
　と。

8

54-7

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（介護福祉士資格取
得支援）

・21年度資格取得講座を
　実施し、筆記試験対策
　講座200人、実技試験
　対策介護技術講習80人
　受講
・22,23年度は、実技試
　験免除講座を実施し、
　各年度160人受講

①筆記試験対策講座200
　人、実技試験対策介護
　技術講習80人
　受講者　計280人

①筆記試験対策講座111
　人、実技試験対策介護
　技術講習33人
　★受講者計144人

c → 4
・21年度の反省点を踏まえ
　て、22年度以降の実技試験
　免除講習を実施すること。

9

54-8

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（ホームヘルパー２
級資格取得支援）

・24年度末までにホーム
　ヘルパー有資格者を新
　たに600人確保

①ホームヘルパー2級資
　格取得支援補助要綱骨
　子作成

①2万円を上限とした資
　格取得補助制度要綱
　骨子作成

b → 7 10

54-9

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（福祉介護人材の養
成確保）

・24年度末までに地域福
　祉情報・研修センター
　で就業支援研修等17講
　座実施
・国に対して介護報酬の
　引上げ要望

①資格取得情報等の発信
　準備
②国に対して要望活動
　（3回）

①△前倒しでホームペー
　ジの全面改訂を行っ
　た結果、アクセス数増
　加
②国に対して要望実施
　（3回）

b  8 11

54-10

介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（ものづくり人材支
援事業）

・23年度中に市内企業や
　試験研究機関などと連
　携し、優秀な産業人材
　を市内企業へと輩出す
　る新たな仕組みの構築

①高度な支援事業の構築
②デュアルシステム・イ
　ンターシップ研修

①高度な支援事業の構築
　（支援に対するニーズ
　調査）
②デュアルシステム・イ
　ンターシップ研修
　（実績：デュアルシス
　テム10名、インターン
　シップ165名）

b → 7

・H23年度中の「優秀な産業
　人材を市内企業へ輩出す
　る新たな仕組み構築」に
　向けた検討状況につい
　て、現況報告を行うこと。

12

54-11
介護、福祉、医療、教育、環境、農業な
どの分野を中心に「雇用倍増プロジェク
ト」を実行します。（マッチング事業）

・24年度末までにキャリ
　アサポート事業、雇用
　マッチング促進事業な
　どを新たに実施するこ
　とにより、就職支援者
　数を400人

①ふるさとハローワーク
　での就職支援
②キャリアサポート事業

①ふるさとハローワーク
　での就職支援（実績：
　就職支援者数323人）
☆就職支援事業による支
　援者数が平成20年度の
　63人から21年度323人
　に大幅に増加。
②キャリアサポート事業
（実績：セミナー6回、
　延べ163人支援　等）

ａ → 9

・就職支援事業
による支援者数
（＊4年間の目
標値400人）が
平成20年度の63
人から21年度
323人へと大幅
に増加したた
め。

13

4年以内

経
済
･
雇
用
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55
市内の観光資源を有効活用し、海外も含
め、観光客を積極的に誘致します。

4年以内

・24年度末までに年間入
　込観光客数を総計
　2,477万人
・24年度中にスポーツコ
　ミッションを創設

①年間入込観光客数
　2,256万人（+57万人）
②観光PRの拡充（HPの充
　実、多言語による情報
　発信）
③回遊性の向上（観光タ
　クシー・レンタサイク
　ルの導入協議、実証実
　験）
④スポーツコミッション
　先行事例等調査

①年間入込観光客数
　2,256万人
（＊見込み：実績は22年
　末まで把握できず）
②観光PRの拡充（さいた
　ま市walker刊行、
　twitterによる観光PR
　開始）
③回遊性の向上（観光タ
　クシーの運行開始）
④スポーツコミッション
　先行事例等調査

b → 7

・22年度中に決定予定の
　「観光客誘致の標語」に
　ついて、早急に都市経営
　戦略会議に付議するこ
　と。

・23年度中の「スポーツコ
　ミッションの創設」に向
　けた検討状況、及び観光
　施策の在り方の研究につ
　いて、早急に都市経営戦
　略会議において、現況報
　告を行うこと。

14

56-1
起業家応援のための「ベンチャービジネ
ス倍増プロジェクト」を実行します。
（人材育成支援）

・24年度末までに創業ベ
　ンチャーサポート塾の
　開設などにより、創業
　件数を210件
・23年度から創業応援事
　業を開始

①創業ベンチャーサポー
　ト塾創設準備
②ＳＮＢ対象事業の充実

①サポート塾の支援体制
　等を図るため、関係機
　関調整
②ＳＮＢ大賞PR強化（応
　募20年度38件→21年度
　54件）
その他、創業件数31件増
累計123件

b → 7 15

56-2
起業家応援のための「ベンチャービジネ
ス倍増プロジェクト」を実行します。
（創業環境支援）

・23年度からインキュ
　ベーションシステム
　事業を拡充し、24年
　度末までに累積創業
　件数を210件
・24年度末までに創業
　者を対象とした新製
　品開発補助を10件実
　施

①インキュベーション事
　業の拡充

①インキュベーション
　施設の案産館の貸室１
　室増を前倒しで実施
　その他、創業件数31件
　増、累計123件

b → 7

・インキュベー
ション施設「案
産館」の貸室１
室増を前倒しで
実施している
が、加点要素と
まではいえない
ため。

16

57-1
コミュニティビジネスの支援制度を充実
します。（コミュニティビジネス育成事
業）

・23年度末までにコミュ
　ニティビジネス育成の
　新たな支援制度構築

①地域密着型事業活動提
　案モデル事業2件

①地域密着型事業活動提
　案モデル事業2件 b → 7 17

57-2
コミュニティビジネスの支援制度を充実
します。（コミュニティビジネス促進事
業）

・24年度末までにコミュ
　ニティビジネス賞の応
　募件数を100件

①専門家相談会の開催
　（年1回）
②コミュニティビジネス
　賞のＰＲ強化

①専門家相談会1回開催
②コミュニティビジネス
　賞のＰＲ強化（14件応
　募）
△コミュニティビジネス
　起業家セミナーを１年
　前倒しで2回開催

b  8

H22年度実施予
定の「コミュニ
ティビジネス起
業家セミナー」
を１年前倒しし
て開催したた
め。

18

58
中小企業・小規模事業者への融資制度を
充実します。

4年以内

・23年度から研究開発を
　実施する市内中小企業
　者等向けの融資制度創
　設
・22年度から既存の創業
　支援資金融資制度につ
　いて融資限度額の見直
　しや条件緩和の実施

①既存の創業者支援資金
　融資制度の拡充

①創業者支援資金融資制
　度の拡充に必要な条例
　施行規則の改正
△国の経済・金融施策に
　対し機動的に対応を図
　り融資制度を拡充した。

b  8 19

4年以内

4年以内

経
済
･
雇
用
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59
企業のＣＳＲ活動の認証制度を創設・推
進します。

4年以内

・23年度から市内企業向
　けCSR活動をHPで公表
・22年度から市内企業を
　対象としたCSRセミ
　ナーを開催
・23年度中に本市独自の
　CSR活動認証制度創設

①CSRホームページの作
　成・公表準備
②CSRセミナーの開催準備

①②ＣＳＲ活動等に関す
　る市内企業を対象とし
　たアンケート調査によ
　る意向調査・内容の検
　討

b → 7

・H23年度中の「ＣＳＲ活動認
　証制度の創設」に向けた検
　討状況について、現況報告
　を行うこと。

20

60
大宮駅東口再開発は、東日本の玄関口と
して経済・商業都市としての諸機能を高
める開発を推進します。

4年以内

・22年度末までに大宮駅
　周辺公共用地利用基本
　計画の策定
・23年度待つまでに大宮
　駅東口駅前広場用地の
　買収開始
・24年度末までに氷川緑
　道西通線用地の1OO%取
　得及び大門町2丁目中
　地区再開発組合の設立

①大宮駅東口公共施設の
　再編（基本計画の策
　定）
②大門町2丁目中地区再
　開発の事業化（基本計
　画案の作成）
③氷川緑道西通線の整備
　（土地評価、調査等）
④大宮駅東口駅前広場の
　整備（建物・営業調
　査）

①大身駅周辺地域戦略ビ
ジョンの策定作業完了
②大門町2丁目中地区再
　開発基本計画案作成準
　備
③氷川緑道西通線土地評
　価後に一部取得
④東口駅前広場拡幅に向
　け権利者との交渉実施

b → 7 21

61
地下鉄7号線は、経済性などを十分に考慮
し、まちづくりと連動させて推進しま
す。

4年以内

・経済性などを十分に考
　慮し、まちづくりと連
　動させた上で、24年度
　末までに事業着手を目
　指す

①事業計画（運行計画
　等）の検討
②沿線開発の検討

①埼玉県と共同して採算
　性について検討を実施
②中間駅周辺地域での開
　発需要の調査実施
その他、快速運転の導入に
向けた課題把握

b → 7 22

62
市庁舎のあり方は、地域的対立を越えた
視点から、市民の声を聞きながら検討し
ます。

4年以内

・庁舎整備検討委員会を
　適宜開催して、幅広く
　意見を聴くとともに、
　議員による合併協定書
　の議論、行政による庁
　内検討会議での調査・
　検討、そして、市民参
　加による庁舎整備検討
　委員会での検討といっ
　たそれぞれの議論の積
　み重ねを踏まえ、社会
　経済情勢の動向等も見
　極めながら、総合的な
　視点で庁舎のあり方に
　ついて検討

①庁舎整備検討委員会の
　開催
②庁内検討会議の開催

①庁内整備検討委員会2
　回開催
②庁内検討会議3回開催

b → 7 23
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