
平成22年1月15日（金）
都市経営戦略会議資料

政策局政策企画部企画調整課

①　計画期間は、現行どおり、平成２１年度から平成２５年度とする。

②　中間見直しは、現行どおり、計画中間年（平成２３年度予定）に行う。

①倍増プランと関連する事業の内容や目標の整合を図るための一部改定を行う。

　

③新実施計画「第２編 希望のまちづくり事業」には、今回の改定で倍増プランと整合を
　図り「第４編 実施計画事業」に位置付けた事業の中から追加する。

　・ 倍増プランの重点項目（27項目）は、原則として「希望のまちづくり事業」に位置付ける。

　参考１　基本計画と新実施計画、しあわせ倍増プラン2009の構成

　参考２　新実施計画［改訂版］（素案）への倍増プランの反映結果

　・ 新実施計画「第４編 実施計画事業」の７つの分野に該当しない倍増プランは、できる限り、新
　　実施計画「第３編　都市経営の基本戦略」の手法メニューに反映させる。

　・ 現行の新実施計画事業のうち、計画目標が「推進・拡充」などの抽象的な場合は、できる限
　　り、数値などの具体的な目標に見直す。（定性的目標⇒定量的目標）
  ・ 現行の新実施計画事業のうち、事務事業見直しメルクマールに基づく「既存事業の聖域なき
　　棚卸し」により平成21年度で廃止する事業は、計画から削除せず、「平成21年度で事業終了」
　　とする。

②原則として、倍増プランの全事業について、新実施計画と整合を図る。(参考１、２)

　新実施計画「第２編　希望のまちづくり事業」「第４編　実施計画事
業」の事業のうち、倍増プランに関連する事業には、絆マークを付して明
確にする。

　参考３　新実施計画の事業数

１　計画期間等

２　改定にかかる基本的な考え方

３　改定後の新実施計画における「倍増プラン」の見せ方

４　新実施計画改定スケジュール

新実施計画［改訂版］（素案）について

平成

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

基本構想

基本計画

前実施計画 新実施計画

しあわせ倍増
プラン2009

新実施計画中間見直し

総

合
振

興

計

画

　　　　　　　　　　　基本計画

 第１部　基本計画の策定に当たって
 

 第２部　さいたま市らしさを生み出す都市づくり

 第３部　都市づくりの進め方
　

 第４部　分野別計画

第1章　基本計画の目的と期間、構成
第2章　主要指標の見通し
第3章　都市構造の基本的な考え方

○「多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市」に向けて
○「見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市」に向けて
○「若い力の育つゆとりある生活文化都市」に向けて

第1章 市民と行政の協働
第2章 将来を見据えた行財政運営

第1章 環境・アメニティの分野
第2章 健康・福祉の分野
第3章 教育・文化・スポーツの分野
第4章 都市基盤・交通の分野
第5章 産業・経済の分野
第6章 安全・生活基盤の分野
第7章 交流・コミュニティの分野

　　　　　新実施計画(現行)

 第１編　新実施計画の策定に当たって
 

 第２編　希望のまちづくり事業

 第３編　都市経営の基本戦略
　

 第４編　実施計画事業

1　新実施計画の目的と期間
2　新実施計画の策定のポイントと構成
3　新実施計画の推進のポイント

1　「希望のまちづくり事業」とは
2　前実施計画の主な成果
3　新実施計画における希望のまちづくり事業

第1章 市民と行政の協働
第2章 将来を見据えた行財政運営

第1章 環境・アメニティの分野（19事業）
第2章 健康・福祉の分野（42事業）
第3章 教育・文化・スポーツの分野（41事業）
第4章 都市基盤・交通の分野（54事業）
第5章 産業・経済の分野（31事業）
第6章 安全・生活基盤の分野（33事業）
第7章 交流・コミュニティの分野（19事業）
　　　　　　　　　　　　（合計事業数239事業）

 しあわせ倍増プラン2009
　
 １ 倍増プランの構成

 ２ 重点項目

 ３ 実績評価・検証

 ４ 倍増プラン
　　　　　（74項目/139事業）

 　行動宣言（5項目/5事業）
　 条例宣言（7項目/7事業）
 　行政改革（13項目/28事業）
 　市民・自治（3事業/3事業）
 　子ども（14項目/24事業）
 　高齢者(6項目/7事業）
 　健康・安心（5事業/17事業）
 　環境・まちづくり
　　　　　　　（11項目/25事業）
 　経済・雇用（7事業/20事業）
 　地域間対立を超えて
　　　　　　　　（3項目/3事業）

ア

エ

ウ

イ

（マーク）

パブリック・コメント
★ ★

パブリック・コメント準備

  1次案作成・照会

しあわせ倍増

3月

プラン2009策定 計画策定

11月 12月

最終案調整

★
戦略会議

2月
平成２１年 平成２２年

1月

2次案作成・照会

15日 1日 28日

【参考】

改定後
（①）

現行
（②）

差
（①－②）

前実施計画
（③）

差
（①－③）

再掲を含まない事業数 232 197 35 218 14

再掲を含む事業数 281 239 42 255 26

新 拡

絆 希

項目数 事業数 主な倍増プランの概要

ア　第４編の新実施計画事業に位置付けた倍増プラン 52 102
・土曜チャレンジスクールの実施
・多目的広場倍増プロジェクト　など

イ　第３編の手法メニューに該当する倍増プラン 20 35
・タウンミーティングの開催
・情報公開日本一　など

ウ　第4編の新実施計画事業に位置付けた倍増プランの
　うち、現行の新実施計画事業と整合しない倍増プラン

1 1 ・サッカープラザの白紙撤回

エ　新実施計画［改訂版］に位置付けがない倍増プラン 1 1 ・多選自粛条例の制定

合計 74 139
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第１編 新実施計画の策定に当たって 

 

１ 新実施計画の目的と期間 

さいたま市は平成 13 年（2001 年）5月に誕生し、さいたま市総合振興計画（基本構想・基本計

画・実施計画）を基礎として、計画的なまちづくりを進めてきました。この間、平成 17年（2005

年）4月には岩槻市と合併し、総合振興計画の改訂を行いました。この総合振興計画のうち、実施

計画（以下「前実施計画」という。）は平成 20年度（2008 年度）に目標年次を迎えました。 

そこで、この新実施計画は、社会状況や市民ニーズの変化、そして前実施計画の成果と課題を踏

まえて検討し、本市の将来都市像を実現するために掲げた個別の具体的な事業を、状況の変化に柔

軟に対応しながら計画的かつ効果的、効率的に推進することを目的として策定しました。 

また、その計画期間は 5年間とし、3年目に中間見直しを行うものとします。 

（平成 21年 11 月に「しあわせ倍増プラン 2009」を策定したことにより、総合振興計画新実施計

画の改定を行いました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

年度

さいたま市誕生（H13.5) 

岩槻市合併（H17.4)

基本計画 

前実施計画 新実施計画

   基本構想 総 
合 
振 
興 
計 
画 

新実施計画見直し予定

総合振興計画改訂（H17 年度)

政令指定都市移行（H15.4)

次期基本計画（見込み）

次期実施計画（見込み）

しあわせ倍増 
プラン 2009

新実施計画改定

総合振興計画の３層構造と計画期間 

【基本構想】
まちづくりの基本的な理念、目指すべき将来都市像や行政施策の
大綱を示すもの。目標年次は平成 32 年度（2020 年度）。 

【基本計画】
基本構想に基づき、各行政分野における施策を総合的、体系的に
示すもの。計画期間は平成 16 年度（2004 年度）～25 年度
（2013 年度）までの 10 年間。 

【新実施計画】
基本計画に定められた施策を展開するため、個別の具体的な事業
を定めるもの。計画期間は平成 21 年度（2009 年度）～25 年
度（2013 年度）までの５年間。 

希
望

ゆ

め

の
ま
ち
プ
ラ
ン 
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１ 政令指定都市として魅力あふれる都市づくり

の推進 

政令指定都市として魅力あふれる都市づくりを

推進します。 

２ 市民ニーズの把握と反映 

市民ニーズを把握し、可能な限り反映します。 

３ 社会経済情勢の変化への対応 

少子・高齢化をはじめとする社会経済情勢の変化

に対応します。 

４ 地方分権への対応と健全財政の維持 

地方分権化に対応し、自ら責任を負えるよう、健

全財政の維持を図ります。 

５ 前実施計画の実績の反映 

これまでに実施してきた施策や事業の成果・課題

などの実績を反映します。 

２ 新実施計画の策定のポイントと構成 

新実施計画は、基本構想及び基本計画（希望
ゆ め

のまちプラン）に込められた多くの市民の思いを具
現化する計画となるよう、基本計画の趣旨に沿って構成を組み立てるとともに、「計画策定の５つ

のポイント」を踏まえ策定しました。 

 

 

 基本構想 
 

１ 目的と期間 

 

２ 都市づくりの基本理念 

○ 市民と行政の協働 

○ 人と自然の尊重 

○ 未来への希望と責任 

 

３ 将来都市像 

○ 多彩な都市活動が展開される東日本の交流

拠点都市 

○ 見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生

都市 

○ 若い力の育つゆとりある生活文化都市 

 

４ 施策展開の方向 

(1) 安らぎと潤いある環境を守り育てる 

(2) 子育てを応援し、だれもが健やかに安心して

暮らせる 

(3) 一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む 

(4) 人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる 

(5) 産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進

める  

(6) 安全を確保し、市民生活を支える 

(7) 理解を深め合い、多彩な交流を広げる 

 

５ 実現に向けて 

(1) 市民と行政の協働による都市づくり 

(2) 効果的で効率的な行財政運営による都市づ

くり 

(3) さいたま市らしさを生み出す都市づくり 

◆計画の構成 ◆計画策定の５つのポイント 
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新実施計画 
 

第１編 新実施計画の策定に当たって 

1 新実施計画の目的と期間 

2 新実施計画の策定のポイントと構成 

3 新実施計画の推進のポイント 

 

第２編 希望
ゆ め

のまちづくり事業 

1 「希望
ゆ め

のまちづくり事業」とは 

2 前実施計画の主な成果 

3 新実施計画における希望
ゆ め

のまちづくり事業 

 

 

 

 

 

第３編 都市経営の基本戦略 

第 1 章 市民と行政の協働 

第 2 章 将来を見据えた行財政運営 

 

第４編 実施計画事業 

第 1 章 環境・アメニティの分野（26 事業） 

第 2 章 健康・福祉の分野（54 事業） 

第 3 章 教育・文化・スポーツの分野（49 事業） 

第 4 章 都市基盤・交通の分野（61 事業） 

第 5 章 産業・経済の分野（37 事業） 

第 6 章 安全・生活基盤の分野（33 事業） 

第 7 章 交流・コミュニティの分野（21 事業） 

（合計事業数 281 事業）

第２編 希望
ゆ め

のまちづくり事業 

1 希望のまちづくり事業とは 

前実施計画 主な成果

基本計画 
 

第１部 基本計画の策定に当たって 

第 1 章 基本計画の目的と期間、構成 

第 2 章 主要指標の見通し 

第 3 章 都市構造の基本的な考え方 

 

第２部 さいたま市らしさを生み出す都市 

づくり 

○「多彩な都市活動が展開される東日本の

交流拠点都市」に向けて 

○「見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共

生都市」に向けて 

○「若い力の育つゆとりある生活文化都市」

に向けて 

 

第３部 都市づくりの進め方 

第 1 章 市民と行政の協働 

第 2 章 将来を見据えた行財政運営 

 

第４部 分野別計画 

第 1 章 環境・アメニティの分野 

第 2 章 健康・福祉の分野 

第 3 章 教育・文化・スポーツの分野 

第 4 章 都市基盤・交通の分野 

第 5 章 産業・経済の分野 

第 6 章 安全・生活基盤の分野 

第 7 章 交流・コミュニティの分野 

 

 

 

第２部 さいたま市らしさを生み出す都市
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３ 新実施計画の推進のポイント 

本市が目指す将来都市像の実現のためには、計画を策定するだけでなく、いかに推進するかが重

要です。そのため、新実施計画は、市民の視点に立ち、市民生活の向上に努めるとともに、次の４

つのポイントを踏まえながら推進します。 

 

Do 

（実施） 

Action 

（改善） 

Plan 

（計画） 

Check 

（評価）

・予算編成 

・事業計画の見直し 
・行政評価 

・進捗状況の把握 

・成果の把握 

・課題の検討 

・公表 

・事業対象範囲の見直し 

・事業実施方法の改善 など 

・事業の実施 

１ 行政評価システムの活用と予算編成への反映 

行政評価システムを活用して、事業の範囲や実施方法の改善に取り組み、成果の向上や

コスト縮減などを図ります。また、評価の結果を予算編成に反映していきます。 

２ 財源の確保 

財政構造改革や税収の動向を勘案しながら、大都市制度を最大限に活用するとともに、

自主財源の確保に積極的に取り組むことにより、事業の実効性を確保します。 

３ 弾力的な運用 

社会経済情勢や市民ニーズに変化が生じた場合などには、弾力的に計画を運用するとと

もに、本計画に記載していない事業についても、必要性、緊急性を十分に吟味した上で取

り組みます。 

４ 進捗状況の公表 

新実施計画の推進について透明性の確保を図るため、毎年、計画の進捗状況を確認し、

その結果を公表します。 

◆計画推進の４つのポイント 
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第２編 希望
ゆ め

のまちづくり事業 

１ 「希望
ゆ め

のまちづくり事業」とは 

さいたま市は、合併によって新しく誕生した都市として、また人口 120 万人を超える政令指定都

市として、「さいたま市らしさ」あふれる都市イメージの確立・共有・発信を進めながら、真に誇

れる郷土の実現を目指しています。 

このため、さいたま市総合振興計画では、基本構想において、「さいたま市らしさ」を象徴する

3つの将来都市像を示し、また、基本計画において、「さいたま市らしさを生み出す都市づくり」

として 3つの将来都市像ごとに「都市づくりのポイント」を示しています。 

そこで、新実施計画では、前実施計画に引き続き、基本構想・基本計画を受けて、「さいたま市

らしさ」の創出に向けた取組として「希望
ゆ め

のまちづくり事業」を設定するものとします。 

「希望
ゆ め

のまちづくり事業」とは、3つの将来都市像の実現に向け、第 4編に掲げる各行政分野に
おける個別の具体的な事業の中から、基本計画「さいたま市らしさを生み出す都市づくり」に示さ

れた「都市づくりのポイント」を踏まえて、特にさいたま市らしさや新しい都市イメージを生み出

すための代表的な事業を分野横断的に掲げたもので、これらの事業間の連携、協調を図りながら推

進することによって、より効果的に将来都市像の実現に資するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市像：さいたま市らしさの象徴 

・多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市 
・見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市 
・若い力の育つゆとりある生活文化都市 

基
本
構
想 

希望
ゆ め

のまちづくり事業 
・都市づくりのポイントを踏まえた、さいたま市ら

しさや新しい都市イメージを生み出すため、分野

横断的に掲げた代表的な事業 
 

さいたま市らしさを生み出す都市づくり 

・３つの将来都市像ごとに、さいたま市らしさを生

み出していく都市づくりのポイント 
 

基
本
計
画 

新
実
施
計
画 

さ い た ま 市 ら し さ 
新しい都市イメージ 

の 創 出 
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２ 前実施計画の主な成果 

（１）希望
ゆ め

まち 交流拠点都市 

希望
ゆ め

のまちづくり事業 主な成果（平成 17～20 年度） 
都市機能集積の促進 
○大宮駅周辺・さいたま新都心

周辺地区の整備 

 

 

○浦和駅周辺地区の整備 

 

○氷川参道南区間の歩車分離（平成 18 年度）、大宮駅東口における

駅前３団体による合同協議会の設立及び新たなまちづくりの検討

開始（平成 19 年度）、（仮称）さいたま市サッカープラザ整備方針策

定（平成 20 年度） 

○浦和駅東口における商業施設や複合公共施設コムナーレの開設 

（平成 19 年度）

起業・創業の支援 
○新事業創出事業 

○起業家支援事業の推進 

 

○ニュービジネス大賞の実施及び受賞者に対する支援 

○インキュベーション事業の実施などの支援による創業 20 社 

地域経済の活性化 
○戦略的企業誘致の促進 

 

○コンベンション事業の推進 

 

○伝統産業活性化事業 

 

○企業誘致活動による 54 社（外国・外資系企業 10 社を含む）の企業

立地 

○国際会議（100 人以上）の誘致件数 13 件、国内会議（500 人以上）

の誘致件数 93 件 

○「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」の 3 つの産業を「さい

たま市伝統産業」に、97 事業所を「さいたま市伝統産業事業所」に

指定（平成 20 年度） 

にぎわいの創出 
○鉄道博物館の整備促進 

○観光資源の充実・整備事業 

 

○鉄道博物館の開館（平成 19 年度） 

○観光大使の委嘱（平成 20 年度）、半日観光ルートの策定 

（平成 20 年度）

市民活動の支援 
○市民活動団体等支援事業 

 

○（仮称）市民活動サポートセン

ターの整備 

 

○「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」の施行（平成 19 年

度）、「市民提案型協働モデル事業」6 件の実施（平成 19～20 年度）

○市民活動サポートセンターの開設（平成 19 年度） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 7

（２）希望
ゆ め

まち 環境共生都市 

希望
ゆ め

のまちづくり事業 主な成果（平成 17～20 年度） 

快適な環境の確保 
○環境保全政策推進事業 

 

○地球温暖化防止推進事業 

 

○低公害車普及促進対策事業 

 

○環境教育・学習の推進 

 

○全区役所で ISO14001 の認証取得 

 

○地球温暖化対策地域協議会設置(平成 18 年度)、ESCO 事業実施 

(平成 20 年度)

○市公用車への低公害車導入率 3.4％→11.9％（特別な用途の車両を

除くと 16.4％） 

○リサイクル活動実施校 62%→65%、環境美化活動実施校 63%→65% 

ごみの発生抑制とリサイクル
の推進 
○ごみ減量・リサイクル推進事業 

 

 

○市民 1 人 1 日当たりごみ排出量（資源物を除く）901.0g→847.4g 

（平成 16→20 年度）

見沼田圃の保全・活用・創造 
○見沼グリーンプロジェクトの推

進  

○(仮称)セントラルパーク整備事

業 

 

○「見沼たんぼのホームページ」の開設（平成 19 年度） 

 

○合併記念見沼公園の開設（平成 19 年度） 

緑豊かな都市空間の創出 
○緑化推進事業 

 

 

○緑の核づくり公園整備事業 

 

○さいたま市公共施設緑化マニュアルの策定（平成17年度）、建築物

緑化推進制度の創設（平成19年度）、建築物緑化助成事業の実施

（平成20年度～） 

○公園 68 か所、約 32.54ha（拡張を含む）の開設 

環境にやさしい交通体系の実
現 
○市内路線バス・コミュニティバ

ス整備事業 

 

 

○駐車場・自転車駐車場の整備

事業 

○総合都市交通体系の確立 

 

 

○路線バス・コミュニティバス利用者数 13.8 万人/日→14.8 万人（平成

17 年度当初→20 年度）、コミュニティバス新路線を北区（平成 17 年

度）、岩槻区（平成 18 年度）に開設し、全 6 路線で圧縮天然ガス

（CNG）を燃料とするバスを導入 

○市営さいたま新都心駅東口自転車等駐車場の開設（平成 17 年度）

 

○カーフリーデーの実施（平成 19年度～）、大宮駅東口第 2 タクシープ

ールの運用開始（平成 19 年度～） 
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（３）希望
ゆ め

まち 生活文化都市 

希望
ゆ め

のまちづくり事業 主な成果（平成 17～20 年度） 

子育て支援の充実 
○子育て支援ネットワーク事業 

 

○保育所の新設整備事業     

○ファミリー・サポート・センター

の充実 

○小児救急医療体制の充実・

強化 

 

○「さいたま市子育て支援ネットワーク会議」により子育て支援のあり

方や支援策などを検討 

○認可保育所15か所、定員1,000人を拡充（合計119か所、10,383人）

○ファミリー・サポート・センター会員数 2,359 人→3,638 人 

○子ども急患電話相談、医療なびの開設（平成 19 年度） 

特色のある学校づくりの推進 
○特色のある学校づくり推進事

業 

○小・中一貫「潤いの時間」の展

開 

○中高一貫教育の推進 

 

○特色のある学校づくり指定校応募学校数 139 校→161 校 

（平成 17 年度当初→平成 19 年度末(事業終了)) 

○全市立小・中学校で小・中一貫「潤いの時間」の実施（平成 19 年度）

 

○浦和中学校（併設型中高一貫教育校）の開校（平成 19 年度） 
安心安全のまちづくり 
○災害に強いまちづくりの推進 

○地域・安心安全ネットの構築・

充実 

○学校安全ネットワーク事業  

 

○さいたま市災害に強いまちづくり計画の策定（平成 19 年度） 

○さいたま市安心安全ハンドブックの作成、配布（平成 19 年度）、さい

たま市地域・安心安全アクションプランの作成 

○全市立小学校・特別支援学校に警備員を配置（平成 17 年度～）、全市

立小学校に学校防犯ボランティア連絡協議会の設置（平成 19 年度～） 

歴史・文化資源の振興・活用 
○盆栽文化の振興・活用 

○（仮称）岩槻人形会館整備事

業 

 

○盆栽関連施設の着工（平成 21 年度開館予定） 

○（仮称）岩槻人形会館の基本設計の実施（平成 24 年度開館予定） 

都市イメージの創出と発信 
○さいたまシティカップ開催事業 

○さいたま市民まつりの開催  

 

○「さいたまシティカップ」の開催 

○「さいたま市民まつり」の開催 

世界との交流の活性化 
○国際理解教育・交流事業 

 

○国際化推進事業 

 

 

 

○姉妹・友好都市交流の推進  

 

○中学生・高校生の海外派遣、外国語指導助手や外国人ボランティア

の市内学校への派遣 

○アジア太平洋環境会議（平成 18 年度）、第１回国連北東アジアさい

たまシンポジウム（平成 19 年度）、第 20 回国連軍縮会議 in さいたま

及び国際さいたまシンポジウム（平成 20 年度）の開催、国際会議観

光都市の認定（平成 19 年度） 

○海外の姉妹・友好都市 6 都市と交流 
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３ 新実施計画における希望
ゆ め

のまちづくり事業 

前実施計画の希望
ゆ め

のまちづくり事業の成果や平成 20 年度に開催した「さいたま市らしさ発見！」市

民ワークショップでの意見を参考に、次のとおり新実施計画の希望
ゆ め

のまちづくり事業を掲げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○「子育てするなら さいたま市」の実現 

○「ゆめをもち、未来を切り拓く、さいたま市の子ども」の育成

○ 誰もが健康で、安全・安心に暮らせるまちづくり 

○ 歴史・文化・スポーツ資源の振興・活用 

○ 世界との交流の活性化 

○ 利便性を生かした都市機能集積の促進 

○ 強い産業力の醸成 

○ 市民活動の支援と協働の推進 

○ さいたま市らしさの発信によるにぎわいの創出 

○ 見沼田圃の保全・活用・創造 

○ 水と緑の豊かな都市空間の創出 

○ 地球温暖化対策の推進 

○ ごみの発生抑制とリサイクルの推進 

○ 環境への負荷の少ない市街地、交通体系の実現

(1)希望
ゆ め

まち 交流拠点都市 

(25 事業)

(3)希望
ゆ め

まち 生活文化都市 

(37 事業)

(2)希望
ゆ め

まち 環境共生都市 

(13 事業)

《希望
ゆ め

のまちづくり事業の構成》 

さいたま市らしさ 

新しい都市イメージ 
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★利便性をもっと生かす/都市の機能の充実 

・便利さをさらにのばす 
 ・県庁所在地にふさわしく 

 ・点と点を線や面でつなぐ  

 ・120 万都市の機能発揮 

 
★若者の力を生かす都市（若さをアピール） 

 ・転勤などの際の候補地としてアピール 
・高齢化も視野に入れてまちをつくる 
・バリアフリー、ユニバーサルデザインを

推進 
 

★歴史と文化拠点の力を引き出す 

 ・観光ルートを確立する 
 ・新しい文化を発信 
 

 

★スポーツ・おまつりなどの盛んな活力とに

ぎわいのあるまちづくり 

 ・まつりでコミュニティ活性化 
 ・まつりをもっと盛んに 
 
★さいたま市ブランドの創出 

 ・市のブランドなどポータルサイトで発信 

 ・鉄道のまちさいたま市としての拠点性を

開発する 
 
★市民目線に立った広報の充実 

 ・市サイト内に市民活動の現在がわかる一

覧を載せたらどうか 
 ・ホームページ、双方向コミュニケーショ

ンができるように 
など

（１）「希望
ゆ め

まち 交流拠点都市」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「平成 20年度「さいたま市らしさ発見！」市民ワークショップからの提案」より）

市民からみた「個性や魅力の生かしかた」 

「多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市」に向けて 
（「基本計画・第２部さいたま市らしさを生み出す都市づくり」より） 

本市は、大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区と浦和駅周辺地区という 2つの都心を含

む中心市街地を抱え、高度で多様な都市機能が集積しており、100 万人  を超える人口を有す

る政令指定都市として、また、県庁所在地として、21 世紀における首都圏の発展の一翼を担う

都市づくりが求められます。同時に、このような都市づくりは、都市機能のさらなる集積・高

度化や都市活動の拡大を通じて、様々な分野の交流の活性化につながり、本市の拠点性の向上

に結びついていきます。 

 

◆都市づくりのポイント 

１ 交通結節点という立地特性やさいたま新都心などを活用した自立都市の形成 

２ 交流拠点を支える都市基盤の整備 

３ 多様な人材の育成・活用と産業活動や市民の様々な活動の拠点づくり 

４ コンベンション機能の充実など情報発信力の強化 

※ 

※人口は、平成 19 年 11 月に

120 万人を超えています 



 11「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

◇希望
ゆ め

のまちづくり事業の概要「交流拠点都市」 

利便性を生かした都市機能集積の促進 

都市機能の集積を促進するため、交通利便性を生かしながら、県庁所在地、政令指定都市として魅力

あふれる都市空間づくりを進めます。 

 ユニバーサルデザインの推進 

  

  
 福祉のまちづくり推進事業 

だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づき、ハード整備の基準及

びソフト面での「心のバリアフリー」の啓発などを進めます。 

  

  
 交通バリアフリー推進事業 

交通バリアフリー基本構想に基づき、交通バリアフリー法の目標年次で

ある平成 22 年末を目指し、バリアフリー化を推進するとともに、啓発事業

を実施します。 

 大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の整備 

  

  
 

大宮駅周辺地域戦略ビジョ

ン推進事業 

当該地域の将来像やまちづくりの方向性を示す「大宮駅周辺地域戦略

ビジョン」を策定し、具体的施策を検討します。 

 拡 

絆  
 

大宮駅東口都市再生プラ

ン推進事業 

当該地区の駅前交通の機能強化、商業・交通・市民サービスの拠点づく

りなどを進めます。 

  

  
 大宮駅西口整備推進事業 

当該地区において、地元住民との協働により、基盤整備手法の検討を行

います。 

  

  
 

大宮駅西口第四土地区画

整理事業 
当該地区において、質の高い都市基盤整備を図ります。 

  

  
 

さいたま新都心にぎわい創

出事業 

まちづくり協議会を中心としたにぎわい創出事業や防犯活動、バリアフリ

ーまちづくりボランティアの活動の支援などを行います。  

  

絆  
 

さいたま新都心第８－１Ａ

街区公共公益施設整備事

業 

さいたま新都心第８－１Ａ街区整備事業を促進するとともに、当街区に公

共公益施設を整備することにより、まちの更なる賑わいを創出し、魅力あ

るまちづくりを進めます。 

 浦和駅周辺地区の整備 

  

  

 
浦和駅西口南高砂地区市

街地再開発事業 

当該地区において、商業・業務を中心とした再開発ビルの整備、駅前広

場及び都市計画道路田島大牧線の整備など都市基盤整備を行います。

  

  

 
浦和駅周辺鉄道高架化事

業 

鉄道を高架化し、都市計画道路田島大牧線などの交差道路を整備する

とともに、湘南・新宿ラインのホームを新設します。 

  

絆  

埼玉高速鉄道（地下鉄 7 号線）

延伸促進事業 

浦和美園～岩槻までの延伸について、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、平成 24 年度までに事業着手を目指します。 



 12「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

強い産業力の醸成 

事業者や就労希望者などへの総合的支援を通じ、経営・雇用の安定化を図るとともに、産業分野にお

ける「さいたま市ブランド」の確立や戦略的企業誘致の推進などにより、強い産業力の醸成を図ります。

新  

  

地域資源活用推進事業 

企業や団体等との協働により、地域資源の活用による商品・サービス等

の創出及びプロモーションに関する研究を進め、産業分野における「さい

たま市ブランド」の構築に向けた取組を推進します。 

 拡 

絆  

産学官連携推進による技術革

新・新産業創出事業 

産学連携によるイベーション（技術革新）の連続的な創出が図れる仕組

みを構築するなど、新産業の創出、基盤技術産業等の育成を図ります。 

  

絆  

テクニカルブランド企業認証事業 
独創性・革新性に優れた技術を持つ市内研究開発型企業を認証し、広

報活動や競争力向上のための支援を行います。 

 拡 

絆  

戦略的企業誘致推進事業 
関係機関と連携して情報発信、企業発掘活動、立地支援等を行い、戦略

的に企業誘致を行います。 

新  

絆  

ものづくり産業活性化支援事業 

本市製造業の多数を占め、金型等「ものづくり」の基盤技術を担う中小製

造業における保有技術や主要取引先に関する情報を収集し、大手製造

業や各地の産業支援機関等に向けて発信するなど支援を行います。 

 拡 

絆  

産業人材育支援成事業 
小･中学生にビジネスの一連の流れを実践的に体験させる教育プログラ

ム、工業高校におけるインターンシップなどを実施します。 

 自立生活支援対策の推進 

 拡 

絆  

 
雇用セーフティネット対策

事業 

働く場と同時に住居を失った者等に対する自立支援とセーフティネット機

能を強化するため、全10区の福祉事務所に自立生活支援相談窓口を設

置するなど、自立生活のための総合的な就労支援を行います。 

 拡 

絆  

 雇用ステップアップ事業 

より安定した、又は希望する職種等への就労を目指したステップアップの

ための支援として、若年者向けの就労支援や母子家庭の母親の就労に

向けた資格取得支援を実施します。 

 

市民活動の支援と協働の推進 

市民の自主的な活動・地域貢献・社会参画活動を支援するとともに、市民・行政・事業者との協働を

進めます。 

  

絆  

シルバー人材センター・シルバ

ーバンク事業 

高齢者に就業機会を提供するシルバー人材センター事業や地域活動へ

の参画を支援するシルバーバンク事業の充実を図ります。 

 拡 

絆  

シニアユニバーシティ事業 

シニアユニバーシティについて、カリキュラムの見直しや専門課程の新設

を行うなど充実を図るとともに、卒業生の拠点となる施設を整備し、卒業後

の地域貢献や社会参画を促進します。 

  

  

高齢者地域ケア・ネットワーク事

業 

関係機関等が協力・連携し、在宅支援を必要とする高齢者等の生活を支

援するネットワークを健康福祉地区ごとに構築します。 



 13「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

新  

絆  

（仮称）シルバー元気応援ショッ

プ制度 

「シルバーカード」を提示することによって、市内の店舗で割引などの優待

が受けられる（仮称）シルバー元気応援ショップ制度を創設するとともに、

協賛店を拡大します。 

新  

絆  

（仮称)さいたま市自治基本条例

制定事業 

自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的な事項などを定めた、

本市の憲法となる条例を市民参画で制定します。 

 拡 

  

公民館整備事業 谷田地区及び内野地区に地区公民館を整備します。 

 拡 

絆  

市民活動等支援事業 

市民活動や協働に関する情報提供やイベントなどによる相互交流の場の

創出、ソーシャルキャピタル向上のための施策やマッチングファンド制度

などの市民活動支援のための施策を実施します。 

  

  

市民提案型協働モデル事業 
市民活動団体から事業提案を受け、市民活動推進委員会で審査･選考し

た事業を協働モデル事業として実施します。 

  

  

区まちづくり推進事業 

各区において、区民との協働による個性を生かしたまちづくりを進めま

す。また、道路、河川等の緊急修繕等を行い、身近な生活環境を保持し

ます。 

 

さいたま市らしさの発信によるにぎわいの創出 

交流の活性化とその拠点性の向上のため、国内外に大きく PR できる情報発信力のある事業を推進し、

にぎわいのある都市づくりを進めます。 

  

  

盆栽文化振興事業 
世界に誇る盆栽文化を発信する盆栽関連施設を整備するとともに、盆栽

文化の振興を図ります。 

  

  

（仮称）岩槻人形会館整備事業 
人形文化の発信や文化・産業・観光振興の拠点施設として、（仮称）岩槻

人形会館を整備します。 

  

  

コンベンション推進事業 
地域経済の活性化や国際化を推進するため、国内外のコンベンションの

誘致を図ります。 

  

  

咲いたまつり事業 
本市の魅力発信、市民の交流・融和を図るため、咲いたまつりを毎年開

催します。 

 拡 

絆  

観光資源の充実・整備事業 

半日観光ルートマップ作成、「さいたま観光大使」によるＰＲ、観光客の移

動手段の開発などを進めるほか、新たな観光客を獲得するため、積極的

なプロモーション活動を行うとともに、スポーツコミッションを創設します。 
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★水と緑を生かした、環境が良くて住みや

すいまち 

・武蔵野の復元 
・水辺にみがきをかける、水辺の再生 
・公園を住民がきれいにする活動 
・各戸で緑のカーテンづくり 
・遊休地の活用 

★見沼田圃をきれいにして活用する 

・企業の CSR 活動 

・見沼で環境教育（ビオトープづくり） 
・農業体験（グリーンツーリズム、大学の

インターン） 
・地産地消のコミュニティレストラン 

★環境の視点から都市の機能を見直す 

・家庭、オフィス、自動車の CO2を削減 

・リサイクルのさいたま市モデル 

・打ち水大作戦 
・環境の美化 
・都市生活型公害の改善 

★環境にやさしい交通の取組 

・カーシェアリング 
・パーク＆ライド 
・駐輪場の整備（自転車利用の促進） 
・おすすめサイクリングコースづくり 

など

（２）「希望
ゆ め

まち 環境共生都市」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（「平成 20年度「さいたま市らしさ発見！」市民ワークショップからの提案」より） 

「見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市」に向けて 
（「基本計画・第２部さいたま市らしさを生み出す都市づくり」より） 

本市は、河川に沿って拡がる低地と平坦な台地とから構成されており、低地は水田、台地は

畑や雑木林が大部分を占めていました。 
しかし、経済活動の拡大と都市化が進む中で、自然の恩恵を受けているという意識は希薄に

なり、武蔵野の原風景である雑木林、河川に沿った緑地や農地は減少を続けてきました。また、

近年は、地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球規模での環境問題も顕在化しています。 
こうした中で、地域に残された特徴ある自然資源を大切にしていくことは、人と環境との共

生の実現に結びついていきます。 

 
◆都市づくりのポイント 

１ 見沼田圃の保全・活用・創造とそれを先導するセントラルパーク構想の推進 

２ 荒川と見沼田圃、元荒川を軸とした、市全域にわたる水と緑のネットワークの形成 

３ ごみの発生抑制やリサイクルの推進など、資源循環型の持続可能な都市づくり 

４ 環境への負荷の少ないコンパクトな市街地の形成 

市民からみた「個性や魅力の生かしかた」 



 15「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

◇希望
ゆ め

のまちづくり事業の概要「環境共生都市」 

見沼田圃の保全・活用・創造 

首都圏有数の自然資源であり、独自の歴史、文化を有する見沼田圃を、市民のかけがえのない環境資

産として大切に守り育て、次世代に伝えていきます。 

 見沼グリーンプロジェクト推進事業 

  

絆  

 
（仮称）見沼基本計画等策

定事業 

見沼田圃の保全・活用・創造に努め、水と緑の拠点形成、水と緑の連続

性の確保による「水と緑のネットワーク」の形成を図ります。 

 拡 

絆  

 

斜面林や見沼代用水等を

活用した憩いの場所整備

事業 

多くの人に見沼田圃の豊かな自然や歴史などを楽しんでいただくため

に、見沼代用水と一体となった斜面林を開放し、散策路や休憩施設を整

備します。 

  

  

 
（仮称）セントラルパーク整

備事業 

見沼田圃全体の将来像を見据え、（仮称）セントラルパークの整備を進め

ます。 

 

水と緑の豊かな都市空間の創出 

都心郊外にあって水辺や緑が多いという魅力を生かし、都市と自然とのバランスの取れた環境づくり

を進めるとともに、市街地内の緑の空間作りを進めます。 

  

  

自然緑地の保全・整備事業 
みどりの条例に基づき、良好な自然環境を有する樹林地、水辺地などを

自然緑地として指定するとともに、保存樹の指定拡大を図ります。 

  

絆  

緑の核づくり公園整備事業 
都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不足する地域を重点に、歩

いて行ける身近な公園の整備を進めます。 

 緑化の推進 

 拡 

絆  

 芝生化推進事業 

公園、学校、公立保育園の芝生化を進めるとともに、芝生の管理におい

て、市民との協働や民間企業からの技術支援など地域社会との連携によ

る維持管理システムを構築します。 

  

絆  

 緑のカーテン推進事業 
学校、身近な公共施設、一般家庭での緑のカーテンの取組を推進しま

す。 

  

絆  

 公共施設緑化推進事業 
公共施設の屋上緑化・壁面緑化を推進するとともに、未利用市有地のう

ち適切な場所の緑地化を実施します。 

  

絆  

 
民有地・民間建築物緑化事

業 

民有地や民間建築物の緑化推進を図るため、生け垣設置助成や建築物

緑化助成事業を充実します。 

新  

絆  

 
花と緑のまちづくり推進事

業 

市内全ての駅・駅周辺及び主要な観光スポットなどを区民と協働して「花

と緑」でいっぱいにします。また、全区役所において、緑化推進のシンボ

ルフラワーとなる「区の花」を制定します。 



 16「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

 

地球温暖化対策の推進 

 温室効果ガス削減など地球温暖化対策のため、市民、事業者と行政が協働して取組を進めます。 

 地球温暖化対策の推進 

 拡 

  

 地球温暖化対策事業 
地球温暖化防止のため、市民、事業者との協働による取組などを推進し

ます。 

新  

絆  

 LED 化推進事業 
エネルギー削減効率の高い市有施設の照明、交換時期を迎えた街路灯

などを中心に、ＬＥＤ化を図ります。 

 拡 

絆  

 太陽光発電設備設置事業 
市立小・中学校や公共施設に太陽光発電設備を設置するとともに、住宅

用太陽光発電設備設置補助を継続し、環境負荷の低減を図ります。 

  

  

環境教育・学習推進事業 
環境への理解を深め、環境を大切にする心を育成し、環境保全に係る自

発的な行動を促進するため、環境教育・学習を実施します。 

 
 
 
 

ごみの発生抑制とリサイクルの推進 

 ごみの発生抑制、再使用、再生利用を進め、環境にやさしい資源循環型の社会の形成を目指します。

 拡 

  

ごみ減量・リサイクル推進事業 

ごみの発生抑制・分別徹底のための啓発活動や、生ごみ処理容器等購

入費補助、大規模事業所への立入調査などにより、家庭や事業所でのご

み減量・リサイクルの取組を促進します。 

 拡 

  

廃棄物適正処理・処分推進事

業 

リサイクルセンター及び高効率で発電等を行う廃棄物処理施設を整備す

るとともに、既存施設の更新など廃棄物の適正な処理・処分を推進しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

 

環境への負荷の少ない市街地、交通体系の実現 

既成市街地の再構築を基本とするコンパクトな市街地の形成や、公共交通の利用促進など、環境負荷

の少ない都市づくりを進めます。 

 拡 

絆  

交通環境対策事業 

ディーゼル自動車の粒子状物質減少装置の装着促進、グリーン配送の

推進、「E-KIZUNA Project」による次世代自動車の普及促進、市公用車

への次世代自動車の導入など、交通公害の防止を図ります。 

新  

  

コンパクトなまちづくり推進事業 
既存のまちの再構築・再生に重点を置く「コンパクトなまちづくり」への転

換を目指し、市民・企業・行政の協働によるまちづくりを進めます。 

  

  

総合都市交通体系の確立 

過度に車に依存しない交通体系の確立に向け、公共交通機関をはじめと

した各種交通手段の役割分担を明確にした計画の策定やこれに基づく

交通施策を実施します。 

 拡 

絆  

市内路線バス・コミュニティバス

整備事業 

ノンステップバスの導入など、路線バスの利用促進を図るとともに、交通空

白地区や交通不便地区をさらに解消するため、持続可能な交通手段や

導入・改善等のスキーム構築ついて検討します。 

  

  

駐車場・自転車駐車場整備事

業 

市内の健全な交通環境の確保に向け、民間との役割分担による、駐車

場、自転車駐車場の整備を推進します。 
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★子育てするならさいたま市 

 ・「子育てするならさいたま市」をさらに！ 

・認定こども園、幼保一体施設を増やす 

・さいたま市しかやっていない子育て事業 

・女性の再就職支援 

・ベストマザー賞の受賞など広く広報する 

 

★安心安全なまちづくり 

・多文化共生（住民の交流） 

・防犯（安心して暮らせるまち） 

・防災体制を充実する 

・せまい道（２項道路）の解消 

・通学路を優先に 

★歴史と文化拠点の魅力を引き出す 

・足下にある文化 
・歴史と文化の魅力を引き出す 
・資源を生かす 
 

★芸術・文化資源を生かす 

・内への PR、外への PR 

・フィルムコミッションをやったら 

・市在住の芸術家の発表交流の場があれば

よい           

   など

（３）「希望
ゆ め

まち 生活文化都市」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民からみた「個性や魅力の生かしかた」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「平成 20年度「さいたま市らしさ発見！」市民ワークショップからの提案」より） 

「若い力の育つゆとりある生活文化都市」に向けて 
（「基本計画・第２部さいたま市らしさを生み出す都市づくり」より） 

本市は氷川神社の門前町、中山道や日光御成道の宿場町、岩槻藩の城下町として古くから繁

栄し、明治期以降も埼玉県の行政・商業・業務の中心地の役割を担いつつ、同時に、東京に近

接した生活都市としても発展してきました。 

100 万人  を超える市民が居住する生活都市という性格と、若い世代が多いという特徴を生

かし、多種多様な市民の生活の中から新しい文化が生み出されることが期待されます。今後は

地域の歴史・文化資源を積極的に活用するとともに、市民の自主的な活動や交流の活性化を図

ることで、さいたま市らしさを創造していきます。 

 
◆都市づくりのポイント 

１ 地域と連携した子育て支援や青少年の健全育成など、子育てのしやすい都市づくり 

２ 市内の大学との連携や中高一貫教育の推進など、特色ある学校教育の推進 

３ サッカーや盆栽文化、人形づくりをはじめとする地域の歴史的、文化的資源を活用した

都市づくり 

４ 市民の自主的な活動の活性化などを通じた、さいたま市らしさの創造 

※ 

※人口は、平成 19 年 11 月に

120 万人を超えています 



 19「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

◇希望
ゆ め

のまちづくり事業の概要「生活文化都市」 

「子育てするなら さいたま市」の実現 

「子育てするなら さいたま市」の実現のため、市独自の施策・事業にも取り組みながら、子育て支

援のさらなる充実を進めます。 

  

  

子育て家庭生活支援事業 
援助を必要とする子育て家庭を支援するため、子どもの一時預かりやヘ

ルパーによる家事援助などを行います。 

新  

  

（仮称）さいたま市子ども総合セ

ンター整備事業 

子育て支援機能（大型児童館機能を含む）、総合相談機能、世代間交流

機能、地域活動拠点機能を備えた、子どもや子育て家庭等を支援するシ

ンボル的な施設を整備します。 

  

  

子育て支援拠点施設整備・運

営事業 
各種子育て支援センター及び地域子育てサロンを整備します。 

 保育サービスの充実 

  

絆  

 認可保育所整備事業 保育所待機児童の解消を図るため、認可保育所を整備します。 

 拡 

絆  

 
認可外保育施設等整備・運

営事業 

市の基準を満たした認可外保育施設をナーサリールーム・家庭保育室と

して認定・指定し、運営を助成するとともに、幼稚園型の認定こども園、市

内企業等における事業内保育所の設置促進を図ります。 

  

  

 病児・障害児保育事業 病児保育実施施設や障害児保育実施園を拡充します。 

新  

  

 
公立保育所完全給食実施

事業 
３歳以上児の主食（主に米飯）を提供し、完全給食を実施します。 

  

絆  

放課後子どもプラン等推進事業 

放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、

「放課後児童健全育成事業」及び「放課後子ども教室推進事業」を連携し

て実施します。 

 拡 

絆  

子育てパパ応援プロジェクト 

父親の子育て参加を応援するため、関係各課が連携して、市内の認可保

育所等における父親の 1 日保育体験事業や単独型の子育て支援センタ

ーにおける父親主体の講座やイベントなどを実施します。 

新  

絆  

（仮称）さいたま市子ども総合条

例等制定事業 

一人ひとりの子どもが輝くために、子どもをいつくしみ、健やかに育むため

の総合的な理念・方策を定めた条例等を制定します。 

  

絆  

児童虐待防止対策事業 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援、家族の再統

合までの切れ目ない総合的な支援を充実するとともに、子どもの権利に

関する普及啓発を行います。 

新  

  

（仮称）春野地区障害児通園施

設整備事業 

当該地区に障害児通園施設を設置し、障害の早期発見・早期療育の体

制強化を進めます。 
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「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

 

「ゆめをもち、未来を切り拓く、さいたま市の子ども」の育成 

「ゆめをもち、未来を切り拓く、さいたま市の子ども」を育成するため、知・徳・体・コミュニケー

ションのバランスを大切にした学校教育を推進します。 

 学びの向上さいたまプラン 

 拡 

絆  

 
基礎学力・国語力・理数教

育の充実 

基礎学力定着プログラム及び国語力向上プログラムを一層充実し、読み・

書き・そろばんプロジェクトを推進するとともに、理科支援員の配置や特別

講師の派遣等を行う理数教育推進プログラムを推進します。 

  

  

 
「自分発見！」チャレンジさ

いたま 

小学生・中学生の得意分野を伸ばすため、市が主催等する催しのスタン

プラリーを実施します。 

  

  

 
少人数指導サポートプラン

事業 

臨時教員補助員を市立小・中学校に配置し、小学校では国語・算数等、

中学校では、数学・英語・理科を中心に少人数指導を行います。 

  

  

 
小・中一貫潤いの時間「英

会話」 

市立小学校 5 年生から市立中学校 3 年生まで、英語によるコミュニケーシ

ョン力の育成を図ります。 

  

  

 学校図書館教育の充実 

市立小・中学校においてネットワーク便を運行するとともに、学校図書館

司書をすべての市立小・中学校に配置することにより、学校図書館を学

習・情報センター及び読書センターとして活用することを推進します。 

  

  

 
さいたま教育コラボレーショ

ン構想 

大学と連携し、学生による児童生徒への学習支援などの教育ボランティア

活動や大学教授等を講師とした教育研修会、学生へのキャリア教育など

を実施し、教員の資質の向上と学校教育の充実を図ります。 

  

絆  

 
子どもの生活習慣向上キャ

ンペーン 

生活習慣向上のための「早寝・早起き・朝ごはん」を推進する市独自のキ

ャンペーンを実施し、すべての市立小・中学校で取り組みます。 

 子ども潤いプラン 

 拡 

絆  

 
小・中一貫潤いの時間「人

間関係プログラム」 

人間関係を構築する際に必要な技術を楽しく学ぶ授業や市立全小中学

校で実施を目指しているあいさつ運動をはじめ、その他の直接体験の場

を通して、スキルの定着を図る取組を全市立小・中学校で実施します。 

  

  

 学校・学級支援事業  

身体面や行動面で配慮を必要とする児童生徒及びいじめ、不登校、非

行、問題行動など生徒指導上の諸問題に関わる児童生徒を支援するた

め、学校・学級支援員を市立小・中学校に配置します。 

 拡 

絆  

 心のサポート推進事業 

教育相談室や適応指導教室及びスクールカウンセラー等によるカウンセ

リングなどを充実するとともに、いじめ対策プロジェクトチームを設置し、い

じめ問題の解消を目指した取組などを実施します。 

  

絆  

子どものための体力向上サポ

ートプラン 

運動に親しむ習慣を培い、体力向上を目指し、「なわとび・逆上がりプロジ

ェクト」や「体力アップキャンペーン」などの重点事業を実施します。 
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「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

新  

絆  

夢工房未来（みら）くる先生ふれ

愛推進事業 

プロのスポーツ選手やアーティストなどによる授業を市立幼稚園・小・中・

特別支援学校で実施します。 

新  

絆  

さいたま土曜チャレンジスクー

ル事業 

基礎学力向上のため「放課後子ども教室」と連携・協力し、「さいたま土曜

チャレンジスクール」を実施します。 

 拡 

絆  

特別支援教育推進事業 

特別支援学級等の新設・増設、補助員配置によるきめ細かな指導や支援

を行うとともに、特別支援学校の新設及び既存の特別支援学校（さいたま

市立養護学校）の整備を行います。 

 拡 

  

過大規模校解消事業 美園地区に市立小学校を新設するなど、過大規模校の解消を図ります。

新  

  

(仮称)武蔵浦和図書館整備事業 武蔵浦和地区に図書館を整備します。 

 

 

誰もが健康で、安全・安心に暮らせるまちづくり 

誰もが健康で長生きができ、また安全で、安心して暮らせるまちの実現のため、保健・福祉施策や防

災・防犯対策など総合的な取組を推進します。 

新  

絆  

（仮称）さいたま市安心長生き

条例制定事業 

今後の超高齢社会に備え、高齢者の生きがい、健康、福祉の充実などを

総合的に取りまとめた条例を制定します。 

  

絆  

高齢者サロン・老人福祉センタ

ー整備事業 

地域の高齢者が集う場である高齢者サロンを実施していない地区社会福

祉協議会への開設支援を行うとともに、老人福祉センターを未整備区で

ある浦和区と南区に整備します。 

  

絆  

介護者支援体制充実事業 

地域包括支援センターにおいて、介護者同士の交流の機会を拡大する

介護者サロンを実施するとともに、新たなセンターの整備や相談員の増

員、開設日の拡大などを行います。 

新  

絆  

（仮称）さいたま市ノーマライゼ

ーション条例制定事業 
障害者も健常者も共に地域で暮らせるための条例を制定します。 

  

絆  

健康づくり推進事業 

市民が主体的に取り組む健康づくりの推進、健康づくりを継続して行うグ

ループの育成・支援、健康づくりに関する情報発信などを行うとともに、特

定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病対策を行います。 

 拡 

絆  

新型インフルエンザ対策事業 

図上訓練の実施や業務継続計画の策定をはじめ、新型インフルエンザの

発生段階に応じ、体制整備、情報収集、相談体制及び医療体制などを確

立するとともに、抗インフルエンザウイルス薬などの備蓄を進めます。 

新  

絆  

多目的広場整備事業 

市有未利用地、民有地、大学施設などを活用した、スポーツもできる多目

的広場を整備するとともに、市民に身近な公園内の一角にボール遊びな

どスポーツもできる「（仮称）スポーツふれあい広場」を整備します。 
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「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

 拡 

  

災害に強い都市づくり推進事業 
大規模な盛土造成地の有無の把握や防火地域・準防火地域の指定を推

進し、また、震災復興都市計画策定に至る行動指針を定めます。 

新  

絆  

災害用マンホール型トイレ整備

事業 

災害用マンホール型トイレ（便槽型）を避難場所である全市立小・中・高

等学校に計画的に配置します。 

 拡 

絆  

自主防災組織強化・育成事業 

自主防災組織の結成促進及び育成強化や公民館を除くすべての避難場

所へ避難場所運営委員会を設置するとともに、新たに防災ボランティアコ

ーディネーター及び地域防災リーダーの育成を行います。 

  

絆  

防犯対策事業 

地域防犯活動の支援や地域防犯ステーションなどの活用と増設、公用車

による青色防犯パトロール、自主防犯組織のパトロールの促進を図りま

す。 

  

  

学校安全ネットワーク事業 
全市立小学校・特別支援学校に警備員を配置するとともに、防犯ボラン

ティア、関係諸団体等が連携して、子どもたちの安全の確保を図ります。 

 

 

歴史・文化・スポーツ資源の振興・活用 

本市の地域資源であり、世界にも誇れる盆栽文化や人形づくり、サッカーをはじめとするスポーツな

どの歴史・文化・スポーツ資源の振興・活用を推進します。 

新  

絆  

（仮称）さいたま市スポーツ振興

まちづくり条例制定事業 

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を推

進するための条例を制定します。 

新  

絆  

文化・芸術まちづくり創造事業 
建設事業費における 1％（一般財源ベース）を文化・芸術事業に充てる仕

組みをつくり、新たな文化・芸術事業を実施します。 

  

  

盆栽文化振興事業 
世界に誇る盆栽文化を発信する盆栽関連施設を整備するとともに、盆栽

文化の振興を図ります。 

  

  

（仮称）岩槻人形会館整備事業 
人形文化の発信や文化・産業・観光振興の拠点施設として、（仮称）岩槻

人形会館を整備します。 

新  

絆  

（仮称）さいたま市文化都市創

造条例制定事業 
総合的かつ持続的な文化振興を図るための条例を制定します。 
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「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 

 

世界との交流の活性化 

国際都市さいたま市の実現のため、海外との交流機能の充実と多様な交流活動の活性化を図ります。

  

  

国際教育・交流事業 

市立中･高等学校の生徒などを海外に派遣する国際交流事業、外国
語指導助手や日本語指導員の派遣などによる国際教育を推進しま
す。 

  

  

姉妹・友好都市交流事業 
海外の姉妹・友好都市との市民・行政レベルでの交流を、様々な分野で

進めます。 

  

  

国際化推進事業 
国際化講演会の実施、国際会議の誘致・開催、自治体職員協力交流事

業など、国際化に向けた取組を推進します。 
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第３編 都市経営の基本戦略 

今後の都市づくりでは、「何をやるか」に加えて「いかに進めるか」という都市経営の基本戦略

が重要です。ここでは、基本計画の「都市づくりの進め方（第 3部）」に基づき、「市民と行政の協

働」「将来を見据えた行財政運営」の観点から、都市経営の基本戦略として新実施計画を推進する

ための 10のアプローチを掲げるとともに、それぞれの手法メニューを示します。 

 

基本計画                     新実施計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ＜都市づくりの進め方（第 3部）＞ ＜10のアプローチ＞ 

第２章 将来を見据えた行財政運営 

第４節 政令指定都市にふさわしい
広域行政の展開 

第３節 区民に身近な行政区の運営 

第１節 行財政改革の推進と新しい
発想・手法を取り入れた行財政
運営 

第２節 公共施設の適正な配置 

第１章 市民と行政の協働 

第１節 協働による都市づくり 

第２節 市民活動の支援 ３ 市民活動の支援 

１ 市民との情報共有 

２ 協働の仕組みづくり・具体化 

1０ 政令指定都市としての広域行政 

９ 行政区の機能充実 

８ 公共施設の適正配置 

４ 分権型社会に対応した行政ｼｽﾃﾑの確立

６ ＩＴを活用した行政サービスの推進 

７ 市政運営の透明性の向上 

５ 健全な財政運営の確保 
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第１章 市民と行政の協働 

第１節 協働による都市づくり 

真に豊かな市民生活への関心が強まる中で、様々な分野で自由時間を生かした市民のボランティ

ア活動などが増加するとともに、都市づくりに対する市民の参加意識が高くなっています。 

一方、行政が中心となって市民の多様な価値観やライフスタイルに対応し、きめ細かな市民サー

ビスを提供しようとすると、効率が低下する面があります。行政だけではなく、地域社会を構成す

る市民、市民活動団体、大学及び事業者が公共の担い手としてまちづくりに参加する「新しい公共」

という考え方にたち、これまでの行政のあり方を見直し、行政の役割や市民との関係を再認識する

ことが求められています。 

このため、各種の団体や企業を含む市民と行政とが互いの役割と責任を自覚して、「市民と行政

とが対等のパートナーとしてともに都市づくりを担う」ことを基本に、協働による都市づくりを進

めていくものとします。 

 

■アプローチ １ 市民との情報共有 

市の情報が多くの市民に速く・わ

かりやすく伝えられるよう、様々な媒

体や手法による広報活動の充実を

図ります。 
また、広聴活動の充実を図るとと

もに、市民と市民、市民と行政（職

員）との意見交換の充実を図り、さ

いたま市の都市づくりに関する情報

共有を推進します。 

＜手法メニュー＞ 

○情報提供の充実 

・媒体の多様化（電子媒体、マスメディアなどの活用） 

・ホームページ・携帯サイトの充実 

・メールマガジンの発行・充実 

・提供情報の充実（検討段階の情報の発信） 

・コールセンターの活用 

・情報公開コーナーにおける情報提供の充実 

・戦略的な広報活動やシティセールス 

・パブリシティの推進 

○広聴・意見交換の充実 

・市長との意見交換（タウンミーティング、現場訪問など）

・市長への提案制度 

・市民説明会などの実施 

・シンポジウム、フォーラムなどの開催 

・市民アンケート調査などの実施 

  

■アプローチ ２ 協働の仕組みづくり・具体化 

庁内体制の確立を図りながら、市

民や市民団体、大学・企業などとの

協働の仕組みづくり・機会づくりを進

めます。 
また、市民の発意を生かしなが

ら、様々な施策や事業の特性に応

じ、協働を推進します。 

＜手法メニュー＞ 

○協働の仕組みづくり・機会づくり 

・協働の経験を踏まえた新しい仕組みづくり 

・協働の意識啓発（市民・職員） 

・各種委員の公募の拡充 

・パブリック・コメントの充実 

○協働による事業の推進 

・協働による計画策定、計画の進行管理、事業の評価（市
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民参加による検証大会など） 

・協働によるイベントの開催 

・協働による道路、公園その他公共施設の維持管理・運営 

・NPO 法人などへの事業委託（指定管理者制度を含む）

・ワークショップ手法の導入と拡充 

・市民と行政のコミュニケーションによる「さいたま」の

イメージづくり 

○大学・企業などとの連携（大学コンソーシアムの構築など）

 

第２節 市民活動の支援 

「市民と行政の協働」とは、市民独自のまちづくり活動の活性化をも期待するものです。このた

め、様々な分野のボランティア活動やコミュニティ活動など、住みよいまちづくりに向けた市民活

動の活性化を図るよう支援を進めます。 

 

■アプローチ ３ 市民活動の支援 

自治会、ＮＰＯ、ボランティア団

体など、多様な主体の自主的な活

動を支援するとともに、住みよいま

ちづくりに向けて連携を深めていき

ます。 

＜手法メニュー＞ 

○市民活動の場の充実 

○市民活動に係る情報やノウハウの提供 

○市民活動の相互交流の機会づくり 

○ソーシャルキャピタル向上の促進 

○市民活動を担う人材育成 

・ボランティアの育成 

・ボランティア体験の機会拡充 

○自治会活動などコミュニティ活動の活性化 

○企業市民による社会貢献活動の促進 
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第２章 将来を見据えた行財政運営 

第１節 行財政改革の推進と新しい発想・手法を取り入れた行財政運営 

全国的に極めて厳しい地方財政の状況下にあって、さいたま市においても財源の大きな伸びが期

待できず、逆に少子・高齢化の進行、価値観の多様化などを背景として行政需要は増大を続けてお

り、限られた財源や人材を重点的に配分し、効率的で効果的な行財政運営を進めることが一層重要

性を増しています。 

このためには、単なる「合理化」や「縮減」という改革でなく、行政運営の基本的な発想転換が

必要であり、「何をやるか」という観点に加えて「いかにやるか」という観点が重要になっていま

す。そこで、市長直轄の組織として平成 21年（2009 年）11 月に行財政改革推進本部を設置すると

ともに、市の行財政改革についてのアドバイザリー機関として、「さいたま市行財政改革有識者会

議」を平成 21年（2009 年）12 月に設置するなど、新たな視点から行財政改革を推進します。 

また、市民への説明責任を果たすとともに、市民との協働を進めるため、市政運営の透明性の向

上に努め、情報公開日本一を目指します。 

 

■アプローチ ４ 分権型社会に対応した行政システムの確立 

市民の視点に立った地方分権時

代にふさわしい行政運営を行うた

め、効果的かつ効率的な組織の整

備、職員の意識改革と能力開発を

進め、経営感覚とスピード感のある

市政運営を実現します。 

＜手法メニュー＞ 

○都市経営戦略会議の運営 

○効果的・効率的な組織・機構の整備 

・目的を達成した組織などの見直し 

・市民ニーズに迅速に対応できる組織編成 

・責任と権限を明確化した、市民にわかりやすい組織編成

○庁内横断的な連携体制の確立 

○職員の適正配置の推進 

・適正な定員管理 

・計画的・効果的で、適正な職員の任用 

・民間人専門家など多様な人材の任用 

・庁内公募制の推進 

・人事評価結果を活用した人事配置 

○職員の意識改革と能力開発 

・能力・業績を重視した人事制度の運用 

・職員研修の充実 

・市長と職員との対話の推進（車座集会、学校訪問など）

○市長や職員の給与制度・福利厚生制度の適正化 

○職員による改革・改善運動の推進（一職員一改善提案制度

など） 

○外郭団体などの改革・改善の推進 

 ○行政評価システムの見直し・適切な運用 

○行政評価システムと予算編成や総合振興計画の進行管理との連携 

○自立都市として愛着と誇りを持てる都市イメージの創出 
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■アプローチ ５ 健全な財政運営の確保 

 
自主財源の拡充や市民負担の適

正化など、歳入の確保に努めるとと

もに、事業の見直しやコスト管理な

どによる歳出の抑制を図ります。   
また、行政運営の効率化や市民

サービスの質の向上のため、十分

な検討と検証を行いながら、民営化

や民間委託、ＰＦＩなど、民間活

力の積極的な導入と活用を進めま

す。 

＜手法メニュー＞ 

○状況の変化に対応した事業、既存施設などの見直し、再編

○公共事業をはじめとする事業コストの縮減 

・公共工事コストの縮減 

・ライフサイクルコストを考慮した都市基盤施設などの維持管理 

・経常的経費の見直し・抑制 

○自主財源の確保・拡充 

・市税などの債権回収の強化・充実 

・経済振興・雇用促進による税収の確保 

・広告掲載やネーミングライツの活用 

  ・ふるさと応援寄附制度の活用 

  ・自主財源確保のための新しい手法の導入・活用 

○市民負担などのあり方の見直し 

・使用料・手数料の妥当性の検証と適正化 

・行政サービスの有料化の検討 

・補助金など補助制度の見直し 

○公営企業の健全経営 

・経営の効率化と経営基盤の強化 

・経営情報の公開 

○中期財政見通しのフォローアップと市債の適正管理 

○未利用市有地の有効活用 

○民間（NPO などの市民団体を含む）委託などの推進 

○指定管理者制度の活用 

○PFI などによる民間活力の導入 

○市場化テストの検討 

 
 

■アプローチ ６ ＩＴを活用した行政サービスの推進 

ＩＴを活用して、市民サービスをは

じめとする行政運営の高度化・迅速

化を進めるとともに、行政コストの低

減を図ります。 

また、情報セキュリティ対策の実

効性確保に取り組みます。 

＜手法メニュー＞ 

○電子行政窓口の推進 

・行政手続のオンライン化 

・公金収納のオンライン化 

○システム整備による行政運営の高度化・効率化 

・情報システムの最適化 

・既存システムの再構築 

・業務のシステム化 

○情報セキュリティ対策の評価・見直し 
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■アプローチ ７ 市政運営の透明性の向上 

 市民への説明責任を果たすた

め、各種情報提供をはじめ、情報公

開制度などにより、市政の透明性の

向上を図り、情報公開日本一を目

指します。 

＜手法メニュー＞ 

○情報公開制度の適切な運用 

○個人情報保護制度の適切な運用 

○外部監査制度の活用 

○予算編成過程の公開 

○都市経営戦略会議の審議内容などの公表 

○市民や会派などからの要望・意見とその対応状況の公表 

○指定管理者の指定における公募の実施 

○パブリシティの推進 

 ・市長定例記者会見の拡充  

 ・教育長による定例記者会見の実施 

 



 30

第２節 公共施設の適正な配置 

極めて厳しい地方財政の状況下で、いわゆる箱物整備については全国的に抑制の方向となってい

ます。本市においても、財源確保が難しくなる中で行政需要は増大することが見込まれています。 

これらの状況を踏まえ、市民利用施設（箱物の公共施設で市民のだれもが自由かつ選択的に利用

できる施設）については、既に相当程度の整備水準にあることから、「公共施設適正配置方針」（平

成 15 年（2003 年）3 月）に基づき、原則として新規整備を抑制するとともに、公共施設の適正配

置を進めます。 

また、更なる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に重点を置いた「公共施設マネジメント計画」を平成 23 年度末（2011 年度末）

までに策定します。 

 

 

■アプローチ ８ 公共施設の適正配置 

「公共施設適正配置方針」に基づ

き、ソフト面の充実、既存施設の有

効活用を進めながら、公共施設の

新規整備の重点化を図るとともに、

公有財産について、ストックマネジメ

ントに重点を置いた効率的な管理運

営を推進します。 

＜手法メニュー＞ 

○ソフト面の充実 

・休館日・開館時間の見直し 

・講座・企画展など、事業内容の見直し 

・施設の体系化（名称の統一・体系化、使用料の体系化）

・周辺施設との連携・協力によるサービス向上 

・PFI などの活用  

・施設の維持管理・運営における市民との協働 

・事業の企画・運営における市民との協働 

○施設などの有効活用 

・土地や施設の余裕スペースなどの有効活用 

・施設の用途転換・統廃合 

・施設の長寿命化 

・施設の稼働率向上 

○公共施設の新規整備の重点化 

・規模や機能の適正化 

・未利用市有地の有効活用 

・施設の複合化 

 ○市庁舎のあり方の検討 
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第３節 区民に身近な行政区の運営 

人口 120 万人を超える政令指定都市としての総合的な都市づくりの一つとして、各地域の個性を

生かした、市民に身近できめ細かなまちづくりへの取組が重要です。このため、区民との協働を進

め、区役所の役割・機能の充実を図りながら、市民に開かれた区における総合行政を展開していき

ます。 

 

■アプローチ ９ 行政区の機能充実 

区役所の役割・所機能の充実を
図り、行政区の個性を生かしたま
ちづくりを進めます。 
また、区民に身近という特性を

生かし、市民に開かれた区行政の
展開を図ります。 

＜手法メニュー＞ 

○区役所の役割・機能の充実と運営 

 ・「さいたま市区における総合行政の推進に関する規則」

の適切な運用 

・区役所で取り扱う窓口業務の拡大 

 ・区長権限の見直し・拡大 

 ・区役所の予算制度の改革 

 ・区まちづくり予算の有効活用 

 ・区長マニフェストの策定 

○市民に開かれた区行政の展開 

 ・区民会議・コミュニティ会議の充実 

・コミュニティ活動など自主的な活動の支援 

 
 
第４節 政令指定都市にふさわしい広域行政の展開 

市域を超えて広がる市民生活や都市活動を支えるため、道路・交通網の整備、環境の保全など、

広域的な視点による都市づくりが必要不可欠となっています。また、政令指定都市として、21 世紀

の我が国を牽引する首都圏の発展に向けた取組も求められます。 

このため、他の政令指定都市、首都圏の都県や近隣諸都市などとの連携を深め、広域行政に積極

的に取り組んでいきます。 

 

■アプローチ 1０ 政令指定都市としての広域行政 

市民生活や産業・経済活動の広
域化にも対応しながら、政令指定
都市の役割を積極的に担い、広域
的な行政課題に取り組みます。 

＜手法メニュー＞ 

○八都県市首脳会議などとの連携による広域的課題に関す

る調査・具体的な取組の推進 

○他の政令指定都市などとの連携による地方分権の推進や

道州制・大都市制度の研究・提言 
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第４編 実施計画事業 

第４編では、基本計画で示された７つの分野ごとの施策体系に沿って、本市の将来都市像を実現する

ための個別の具体的な事業を掲げました。これらの事業の選定に当たっては、第１編で示した「計画策

定の５つのポイント」を踏まえるとともに、事業の妥当性、有効性、効率性、公平性、そして優先性を

考慮しています。 

また、事業の推進に当たっては、各年度における事業について毎年度の予算編成の中で位置付けを行

うなど、弾力的に取り組んでいきます。 

第１章 環境・アメニティの分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

安らぎと潤いある環境を守り育てる 

 

環境への負荷の少ない持続可能な社会の

実現に向けて、環境意識の向上に努めるとと

もに、市民、事業者、行政が連携しながらそ

れぞれの役割と責任を果たします。 

公害の防止、廃棄物の発生・排出の抑制、

資源の循環利用やエネルギーの有効利用を

進めます。 

見沼田圃や河川など、自然とふれあえる緑

と水の空間の保全、再生、創出を進めながら、

多様な生態系の保全を図ります。また、緑と

水の拠点づくりやネットワーク化などによ

って、その活用を図ります。 

地域の特性や多様性を尊重しつつ、調和の

とれた美しい街並みや魅力ある都市景観の

形成を進めます。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

 

(1)総合的な環境保全施策の推進 

(2)地球環境問題への貢献 

(3)ごみの適正処理とリサイクルの推進 

(4)産業廃棄物の適正処理の推進 

(5)エネルギーの有効利用 

(6)質の高い環境づくり 

(7)環境学習の推進 

 

(1)緑の保全と再生 

(2)水辺の保全と再生 

(3)生物の生息環境の確保 

(4)水と緑のネットワークの形成 

(5)見沼田圃の次世代への継承 

(6)市街地内の緑の空間づくり 

 

(1)景観資源の保全と活用 

(2)魅力ある街並みの創造 

(3)まちの美化  

 

第１節 環境にやさしい循環型社会の形成と 
環境保全 

第２節 水と緑の空間の保全、再生と創出 

第３節 美しい都市空間の形成
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第１節 環境にやさしい循環型社会の形成と環境保全 

■施策体系 

 

(1)総合的な環境保全施策の推進 

(2)地球環境問題への貢献  

(3)ごみの適正処理とリサイクルの推進 ①ごみの発生抑制とリサイクルの推進 

      ②ごみの適正な処理 

(4)産業廃棄物の適正処理の推進 

(5)エネルギーの有効利用    

(6)質の高い環境づくり   ①自動車の排ガス対策の推進 

      ②生活排水対策の推進 

      ③有害化学物質による環境リスクの低減 

      ④生活環境保全対策の推進 

      ⑤環境に関する調査・研究の充実 

(7)環境学習の推進 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 地球温暖化対策地域協議会の設置（平成 18 年度）、ESCO 事業の実施（平成 20 年度） 

・ 全区役所で ISO14001 の認証取得 

・ 市民 1 人 1 日当たりごみ排出量（資源物を除く）901.0ｇ→847.4ｇ（平成 16→20 年度） 

・ 市公用車への低公害車導入率 3.4％→11.9％（特別な用途の車両を除くと 16.4％） 

 
■新実施計画における施策の方向性 

① 環境問題への取組を進め、低炭素社会の実現を目指します。 

② ごみの減量化、リサイクルの取組の充実とともに、ごみの適正処理を進めます。 

③ 市民や事業者への意識啓発や学校における環境教育を推進します。 

 

環境にやさしい循環型社会の形成と環境保全 
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 34「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

地球温暖化対策の推進   

 拡 地球温暖化対策事業 

 希 

  

温室効果ガス削減による地球温暖化防止の

ため、地球温暖化防止キャンペーンやエコライ

フ DAY などによる普及啓発や、新エネルギー

の導入促進にかかる市民・事業者の意識の醸

成を図るための情報提供や案内等を行いま

す。 

また、一定規模以上の事業者に温室効果ガ

ス排出量を含む環境負荷の現況報告及び環

境負荷低減計画の提出を求めるとともに、事

業者からの相談に応じ、指導を行うほか、文化

センターでの ESCO 事業の効果検証を行いま

す。 
  

Ｊ 

〔地球温暖化対策課〕

①一人当たりの温室効果ガス

排出量 4.56t-CO2/人（平成

14 年度） 

②新エネルギー展示相談会

来場者数 500 人（平成 20 年

度単年） 

③環境負荷低減化計画制度

対象事業者数 80 件 

④（仮称）環境行動賞表彰制

度の創設準備 

①3.86t-CO2／人 

②1,000 人（平成 21～25 年

度累計） 

③100 件 

④制度の創設 

新  ＬＥＤ化推進事業 

絆 希 

  

エネルギー削減効率の高い市有施設の照

明、交換時期を迎えた街路灯などを中心に、Ｌ

ＥＤ化を図ります。 
  〔地球温暖化対策課・交通防犯課〕

①市有施設の LED 化率 0％

（導入市有施設／対象市有

施設） 

②ＬＥＤ街路灯数 160 灯 

①10％（平成 24 年度末） 

②4,000 灯（平成 21～24 年

度累計） 

 拡 太陽光発電設備設置事業 

絆 希 

  

市立小・中学校や公共施設に太陽光発電

設備を設置するとともに、住宅用太陽光発電

設備設置補助を継続し、環境負荷の低減を図

ります。 
  〔地球温暖化対策課・学校施設課〕

①太陽光発電設備を設置す

る市有施設 25 施設（170Ｋ

Ｗ） 

②住宅用太陽光発電設備整

備補助 0 戸 0KW 

①47 施設 630KW（平成 24

年度末） 

②1375 戸 5,500KW（平成

21～24 年度累計） 

 拡 交通環境対策事業 

絆 希 

  

自動車等による交通公害防止のため、ディーゼ

ル自動車の粒子状物質減少装置の装着促進や、

エコドライブセミナー、展示会等の開催、グリーン

配送の推進などの取組を進めます。 

また、「E-KIZUNA Project」等の実施により、次

世代自動車（電気自動車、天然ガス車、ハイブリッ

ド車）の普及を促進するとともに、市公用車に次世

代自動車を率先して導入します。 

〔交通環境対策課・庁舎管理課・管財課〕

①公用車への次世代自動車

導入率 16.4％(特別な用途

の車両等を除く） 

②市内次世代自動車の登録

台数 6,000 台 

③自動車からの CO2 排出削

減量 － 

①100％(特別な用途の車

両等を除く） 

②12,000 台（平成 24 年度

末） 

③6 万トン/年（平成 24 年度

末 ※平成 20 年度比較） 
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 35「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 ごみ減量・リサイクル推進事業 

 希 

  

市報やパンフレット、ホームページなどによる啓

発活動を通じて、ごみの発生抑制・分別の徹底を

図るとともに、ごみの有料化のあり方を検討します。

また、生ごみ処理容器等購入費補助、親子リサ

イクル施設見学会や大規模事業所への立入調査

などにより、家庭や事業所でのごみ減量・リサイク

ルの取組を促進します。 
  〔廃棄物政策課・環境施設課〕

①市民 1 人 1 日当たりのごみ

排出量（資源物除く） 847.4ｇ

②再生利用率 22.0% 

③ 終処分比率 8.4% 

①814.2ｇ 

②27.3% 

③7.1% 

 拡 廃棄物適正処理・処分推進事業 

 希 

  

市民のリサイクル活動機能を備えたリサイクルセ

ンター及び高効率で熱回収し発電等を行う廃棄物

処理施設を整備するとともに、既存の廃棄物処理

施設の更新など、廃棄物の適正な処理･処分を推

進します。 

  〔新クリーンセンター準備室・環境施設課〕

①新クリーンセンター ＰＦＩ実

施方針策定、特定事業の選

定 

②一般廃棄物処理基本計画

の見直しに向けた検討 

①平成 26 年度中の完成を

目指し、平成 23 年度中に

着工 

②既存の廃棄物処理施設

の更新等を計画に基づき

推進 

  ダイオキシン類等有害化学物質対策事業 

  

  

ダイオキシン類の環境濃度を監視するとともに、

発生源対策を進めます。 

環境コミュニケーションを支援し、市民、事業者、

行政の相互理解を図ることにより、化学物質による

環境リスクを減らす取組を推進します。 
  〔環境対策課〕

①環境基準適合率 100% 

②開催回数 2 回 

①100% 

②10 回（平成 21～25 年度

累計） 

  環境教育・学習推進事業（再掲 3章 1節） 

 希 

  

環境問題に対する関心や理解の向上、環境保

全に係る自発的な行動を促進するため、環境教

育・学習を実施します。 

  
〔環境総務課・指導 1 課〕

①アースミュージカル参加者

1,086 人 

②標語・ポスターコンクール

1,811 人 

③学校環境緑化コンクール参

加校 40 校 

①1,100 人（平成 21 年度で

事業終了） 

②9,000 人（平成 21～25 年

度累計） 

③200校（平成21～25年度

累計） 
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第２節 水と緑の空間の保全、再生と創出 

■施策体系 

 

(1)緑の保全と再生   ①緑の空間の保全と再生 

      ②緑の保全のための仕組みづくり 

      ③市民との協働による取り組み 

(2)水辺の保全と再生   ①水辺空間の保全と再生 

      ②水循環の再生 

(3)生物の生息環境の確保    

(4)水と緑のネットワークの形成 

(5)見沼田圃の次世代への継承  ①見沼田圃の保全・活用・創造 

      ②見沼田圃における水と緑のネットワークの形成 

      ③セントラルパーク構想の推進 

(6)市街地内の緑の空間づくり 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 指定緑地など公有地取得（1.0ha）、自然緑地の指定（3か所、1.1ha）、保存緑地の指定（21か所、5.7ha） 

・ 合併記念見沼公園、七里総合公園（一部）などの新規公園 68 か所、約 32.54ha（拡張を含む）の開設 

    
■新実施計画における施策の方向性 

① 市民・団体・事業者などとともに緑の保全と再生に取り組みます。 

② 親しみやすい河川空間を創出します。 

③ 見沼田圃の保全・活用・創造を積極的に進めます。 

水と緑の空間の保全、再生と創出 
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 37「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 自然環境・水環境保全事業 

  

  

自然とふれあえる緑と水の空間の保全、再生、

創出による、多様な生態系の保全を図るため、市

民との協働による身近な自然環境の保全に向けた

取組を推進します。 

また、さいたま市水環境プランに基づき、公共用

水域の水質改善、地下水の涵養、雨水等の有効

利用、水害防止などのための取組を進めます。 

  〔環境総務課・環境対策課〕

①外来生物（アライグマ等）捕

獲殺処分により生態系の保全

に取組む 捕獲数 204 頭 

②繁殖期のカラスの巣の撤去

により市民への被害を防止す

る 巣撤去 7 件 

③環境基準適合率 90.2％ 

④公共施設への雨水貯留タ

ンクの設置 0 件 

①100 頭（捕獲による生息

数の減少による） 

②20 件 

③100％ 

④15 件（平成 21～25 年度

累計） 

  自然緑地の保全・整備事業 

 希 

  

市民の快適な生活環境を確保するため、さいた

ま市みどりの条例に基づき、良好な自然環境を有

する樹林地、水辺地などをオープン型の自然緑地

として指定し保全するとともに、保存樹の指定拡大

を図ります。 

また、特に貴重な緑地については、公有地化を

図ります。 
  〔みどり推進課〕

推進 推進 

 拡 高沼用水路整備事業（再掲 6章 1節） 

絆  

  

高沼用水路（導水路・東縁・西縁）の水路や護岸

などの水辺環境整備を行い、市民と連携しながら、

その憩いの場となる親水性の高い水辺空間づくり

を進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

  〔河川課〕

①整備総延長 0ｍ 

②憩える場所の整備数 0 か

所 

①800ｍ 

②2 か所（平成 24 年度末）

  加田屋地区自然環境公園整備事業 

  

  

見沼田圃の原風景を色濃く残す加田屋地区の

既存の環境資源や人材を生かした持続可能な市

民緑地公園として、水田や湿地を生かした形で、

水・湿地系のネットワークを形成する拠点としての

公園整備を進めます。 
  〔都市公園課〕

関係課所と事業について検

討 

関係機関と調整しながら、

（仮称）見沼基本計画に基

づいた事業展開 

  高沼遊歩道整備事業 

  

  

さいたま新都心東側高沼導水路用地を活用し、

遊歩道として整備することで、見沼田圃から中山

道、氷川参道へと続く緑のネットワーク機能の形成

を図ります。 

  〔都市公園課〕

事業中（地元関係者と調整） 完成（平成 21 年度末） 
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 38「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  緑の核づくり公園整備事業（再掲 4章 3節） 

絆 希 

  

都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不

足する地域を重点に、歩いて行ける身近な公園の

整備を進め、市民一人当たりの都市公園面積 10

㎡を目指します。 

  〔都市公園課〕

身近な公園整備率 79.7% 88.2% 

見沼グリーンプロジェクトの推進   

  （仮称）見沼基本計画等策定事業 

絆 希 

  

見沼田圃の自然・歴史・文化を市民のかけ

がえのない環境資産として次世代に引き継い

でいくことを基本理念として、その保全・活用・

創造に努め、水と緑の拠点形成、水と緑の連

続性の確保による「水と緑のネットワーク」の形

成を図ります。 

  

Ｊ 

〔みどり推進課〕

①プロジェクト 推進 

②（仮称）見沼基本計画 未

策定 

③アクションプラン 未策定 

①推進 

②策定（平成 22 年度末） 

③策定(平成 23 年度末） 

 拡 斜面林や見沼代用水等を活用した憩いの 

絆 希 場所整備事業 

  多くの人に見沼田圃の豊かな自然や歴史な

どを楽しんでいただくために、見沼代用水と一

体となった斜面林を開放し、散策路や休憩施

設を整備します。 

  〔みどり推進課〕

①斜面林の新規開放数 － 

②休憩施設の新規整備数

－ 

①3 か所（平成 24 年度末）

②5 か所（平成 24 年度末）

  （仮称）セントラルパーク整備事業 

 希 

  

見沼田圃全体の将来像を見据え、その保

全・活用・創造を先導するとともに、市民のオア

シスとなる緑の拠点を形成するため、（仮称）セ

ントラルパークの整備を進めます。 
  〔都市公園課〕

合併記念見沼公園を整備 
事業推進に向け関係機関

と調整 
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 39「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

緑化の推進   

 拡 芝生化推進事業（再掲 4章 3節） 

絆 希 

  

身近な緑を増やすため、公園、学校、公立

保育園の芝生化を進めます。 

また、学校や公立保育園の芝生の管理に当

たっては、市民との協働や民間企業からの技

術支援など地域社会との連携による維持管理

システムを構築します。 

  

Ｊ 

〔都市公園課・学校施設課・保育環境整備室〕

①芝生のある公園数 12 か所

②芝生化された学校数 6 校

③芝生化された公立保育園

数 － 

④地域社会との連携による芝

生維持管理システム 未構築

①26 か所（各区 2 か所以

上）（平成 24 年度末） 

②20校(各区2校）（平成24

年度末） 

③62 園(平成 24 年度末） 

④構築（平成 22 年度末） 

  緑のカーテン事業（再掲 4章 3節） 

絆 希 

  

身近な緑を増やすため、学校、身近な公共

施設、一般家庭での緑のカーテンの取組を推

進します。 

  〔みどり推進課・学校施設課〕

①緑のカーテン事業実施校

数 4 校 

②緑のカーテン事業を実施

する公共施設数 40 か所 

③緑のカーテン事業に取り組

む家庭数 － 

①166 校（平成 24 年度末）

②100 か所（平成 24 年度

末） 

③2,000 家庭（平成 24 年度

末） 

  公共施設緑化事業（再掲 4章 3節） 

絆 希 

  

公共施設の屋上緑化・壁面緑化を推進する

とともに、未利用市有地のうち適切な場所の緑

地化を実施します。 

  〔みどり推進課・用地管財課〕

①屋上緑化・壁面緑化を施し

た公共施設数 27 か所 

②未 利 用市 有 地の 緑 地 化

－ 

①35 か所以上（平成 24 年

度末） 

②実施（平成 24 年度末） 

  民有地・民間建築物緑化事業 

絆 希 （再掲 4章 3節）
  民有地や民間建築物の緑化推進を図るた

め、生け垣設置助成や建築物緑化助成事業

を行います。 

なお、建築物緑化助成事業は、助成対象地

区を拡大するなど、制度の拡充を行います。 

  〔みどり推進課〕

① 生 け 垣 設 置 助 成 数 累 計

140 件 

②建築物緑化助成事業により

創出された緑化面積 138 ㎡

①340 件 

②1,538 ㎡（平成 24 年度

末） 

新  花と緑のまちづくり推進事業 

絆 希 （再掲 4章 3節・7章 3節）
  市内全ての駅・駅周辺及び主要な観光スポ

ットなどを区民と協働して「花と緑」でいっぱい

にします。また、全区役所において、緑化推進

のシンボルフラワーとなる「区の花」を制定しま

す。 

  〔区政推進課〕

①事業を開始した区の数 0

区 

②区の花を制定した区の数

1 区（見沼区） 

①10 区（平成 23 年度） 

②10 区（平成 23 年度） 
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第３節 美しい都市空間の形成 

■施策体系 

 

(1)景観資源の保全と活用 

(2)魅力ある街並みの創造   ①都市デザインからの空間創造 

      ②魅力的な公共空間の創出 

           ③市民の景観づくり活動の支援 

      ④屋外広告物の規制と指導 

(3)まちの美化    ①美化活動の促進 

      ②監視・指導の強化 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ さいたま市都市景観形成基本計画の策定（平成 19 年度） 

・ 違反広告物ボランティア撤去制度の創設（平成 18 年度） 

・ ごみゼロキャンペーン、荒川や綾瀬川のクリーン作戦などの市民清掃活動参加者の累計約 36 万人 

    
■新実施計画における施策の方向性 

① 市民や事業者との協働により、美しく魅力的な街並みづくりを進めます。 

② 市民とともに、まちの美化を進めます。 

 

美しい都市空間の形成 
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 41「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  都市景観形成推進事業 

  

  

街並み景観に影響を与える大規模な建築物等

に対し景観誘導を行うとともに、住民の自主的な取

組による景観形成に対する支援等を行い、優れた

都市景観の形成を図ります。 

また、市民の景観意識の高揚を図るため、景観

表彰や景観絵画コンクールを実施します。 

  〔都市計画課〕

①届出対象行為に係る景観

誘導適合率 80%（現行の大

規模建築物等誘導） 

②景観表彰応募数 171 件 

③景観絵画コンクール応募数

141 件 

①100%（景観計画に基づく

景観形成基準適合率） 

②200 件 

③150 件 

  道路美装化・電線類地中化等推進事業 

  （再掲 4章 2節） 

  

都市景観の向上や歩行空間のバリアフリー化、

防災対策、良好な住環境の形成、歴史的な街並

み保全などの観点から、既存道路の美装化や電

線類の地中化を推進するともに、道路の里親制

度、街路樹剪定事業を推進します。 

  〔道路環境課〕

推進 推進 

  屋外広告物適正化推進事業 

  

  

景観を構成する重要な要素である屋外広告物

に対する規制誘導を行うとともに、市民、事業者と

の協働による屋外広告物適正化を推進し、まちの

良好な景観形成及び屋外広告物に対する市民意

識の醸成を図ります。 

  〔都市計画課〕

屋外広告物許可件数 350 件

（平成 20 年度） 

1,750 件（平成 21 年度～25

年度累計） 

  環境美化推進事業 

  

  

快適な生活環境を確保し、安心、安全できれい

なまちづくりを進めるため、ポイ捨て防止看板、ポ

スター、リーフレット等によりさいたま市路上喫煙及

び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例の周知

を進めます。 

さらに、路上喫煙禁止区域及び環境美化重点

区域を環境美化指導員が巡回・指導するほか、駅

頭における路上喫煙防止広報・啓発活動を行いま

す。 

また、市民参加による清掃活動を積極的に推進

することにより、環境美化に対する市民意識の向上

を図ります。 

  〔廃棄物政策課〕

①散乱ごみ減少率 95% 

②自治会参加率 85% 

③路上喫煙率 1% 

①80% 

②95% 

③0.2 
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第２章 健康・福祉の分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

子育てを応援し、だれもが健やかに安心し

て暮らせる 

 

未来を担う子どもたちが健やかに育つよ

う、家庭や地域社会と連携しながら、子育て

のしやすい環境整備を進めます。 

市民が積極的に心と体の健康づくりを進

められるよう、地域に根づいた健康・長寿の

保健・福祉・医療体制を充実していきます。 

高齢者や障害のある人など、だれもが自由

に活動できるよう、物理的、制度的、精神的

な障壁を取り除き、バリアフリーの社会を築

きます。 

介護などについて家庭や地域社会が課題

を共有するとともに、ボランティア団体、

NGO・NPO や民間事業者も交えて多様なニーズ

にこたえられる保健福祉サービスを生み出

し、互いに協力し支えあう地域社会を築きま

す。 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)地域福祉の推進 

(2)充実した保健福祉サービスの展開 

(3)サービス利用者の権利保障 

(4)ユニバーサルデザインの都市づくりの

推進 

 

(1)母子保健の充実 

(2)安心して生み、育てられる環境づくり  

(3)保育サービスの充実 

(4)のびのび育つ環境の整備 

 

(1)社会参加と健康づくりの促進 

(2)介護と生活支援の充実 

  

(1)療育及び生活支援の充実 

(2)自立と社会参加のための環境整備 

 

(1)健康づくりの支援 

(2)医療の充実 

 

(1)食品・生活環境の安全確保対策の強

化 

(2)人と動物のふれあえる環境の整備 

 

第１節 保健福祉推進体制の充実

第２節 子育て支援の充実 

第３節 豊かな高齢期の実現 

第５節 健康づくりの推進と医療の充実 

第４節 障害者の福祉向上 

第６節 食品の安全性と生活環境の向上 
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43 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

第１節 保健福祉推進体制の充実 

■施策体系 

 

(1)地域福祉の推進   ①健康福祉についての意識啓発 

      ②地域における担い手の育成と支援 

      ③地域における健康福祉環境の整備 

(2)充実した保健福祉サービスの展開  

(3)サービス利用者の権利保障  ①権利擁護の仕組みの充実 

      ②利用に関わる相談・苦情処理体制の充実 

(4)ユニバーサルデザインの都市づくり 
の推進 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 地域健康福祉連絡会設置地区 21 地区→25 地区 

・ さいたま市交通バリアフリー専門部会の設置（平成 18 年度）、さいたま市交通バリアフリー推進基本構想

（岩槻地区）の策定（平成 18 年度）、市内鉄道 7 駅にエレベーターを設置 

・ さいたま市福祉のまちづくり推進指針の策定（平成 17 年度） 

 
■新実施計画における施策の方向性 

① 地域健康福祉連絡会を中心とした福祉活動を充実します。 

② 保健福祉サービスの利用しやすい体制を充実します。 

③ すべての人が快適に暮らせ、参加できるユニバーサルデザインの都市づくりを進めます。 

保健福祉推進体制の充実 
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44 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  地域健康福祉連絡会の設置・運営 

  

  

健康福祉地区において、市民の健康福祉ニー

ズに応じた適切なサービスが提供できるよう、地域

福祉の担い手となる社会福祉法人、民生委員・児

童委員、食生活改善推進員などによる地域健康福

祉連絡会の設置と地域福祉行動計画の策定を促

進します。 

また、健康福祉地区ごとに健康福祉推進員を設

置するとともに、福祉の人材の育成のため地域福

祉情報・研修センターによる養成研修を充実しま

す。 

  〔福祉総務課〕

健康福祉地区で地域福祉行

動計画を策定した地区 25 地

区／47 地区 

全 47 地区 

ユニバーサルデザインの推進   

  福祉のまちづくり推進事業（再掲 4章 1節） 

 希 

  

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづく

り条例に基づき、高齢者、障害者等をはじめと

するすべての市民が安心して生活し、だれも

が心豊かに暮らすことができる都市の実現に

向け、ハード整備の基準及びソフト面における

「心のバリアフリー」を啓発します。  

そのための取組として、地域ぐるみで学びあ

う「モデル地区推進事業」を拡充します。 
  

Ｊ 

〔福祉総務課〕

モデル地区参加者数 150 人 200 人 

  交通バリアフリー推進事業 

 希 （再掲 4章 1節・4章 2節）
  

さいたま市交通バリアフリー基本構想に基

づき、交通バリアフリー法の目標年次である平

成 22 年末を目指し、高齢者や身体障害者等

の移動の円滑化を図るため、鉄道駅を中心と

した徒歩圏内におけるバリアフリー化を推進す

るとともに、市民等がバリアフリーに関する理解

を深めるための事業を実施します。 

  〔交通企画課〕

①鉄道駅エレベーター未整

備駅（バリアフリー新法対象

駅 (駅舎の橋上化事業等は

除く)） 

改札内：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅）、東武線

（七里駅） 

改札外：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅） 

②さいたま市交通バリアフリ

ー専門部会における各特定

事業の進行管理 推進 

③バリアフリー新法に基づく

基本構想見直し ― 

①整備促進 

②各特定事業の進行管理 

③基本構想の見直し調査 
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第２節 子育て支援の充実 

■施策体系 

 

(1)母子保健の充実 

(2)安心して生み、育てられる  ①学習・相談の充実 

 環境づくり    ②地域における子育て支援体制の整備 

      ③子育て家庭への支援 

(3)保育サービスの充実 

(4)のびのび育つ環境の整備  ①子どもの権利を守る環境の整備 

      ②子どもたちが安心して過ごせる場の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ さいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例の施行（平成 19 年度） 

・ 子育て支援センター20 か所（単独型 5・保育所併設型 15）の増設 

・ 子育て応援ダイヤル（平成 17 年度）、子育て WEB（平成 18 年度）の開設 

・ 認可保育所15か所、定員1,000人を拡充（合計119か所、10,383人）、放課後児童クラブ30か所の開設（合

計 149 か所） 

・ 児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーンの実施（平成 19 年度～） 

 
■新実施計画における施策の方向性 

① 妊娠・出産・育児に関する支援を充実します。 

② 地域で子育てしやすい環境づくりを進め、子育てにかかる負担感、不安感を解消します。 

③ 保育サービスを受けられない児童を減らします。 

④ 子どもの権利を守るための総合的な対策を進めます。 

 

子育て支援の充実 
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46 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  妊婦・乳幼児健康検査 

  

  

母体や胎児の健康保持及び乳幼児の育児支

援、虐待の早期発見のため、各種健康診査の充

実を図ります。 

また、乳幼児健康診査後の保健指導や相談、

未受診フォローを行います。 

  
〔地域保健課〕

① 妊 婦 健 診 1 回 受 診 率

95.7% 

②4 か月児 92.７% 

③10 か月児 92.４% 

④1 歳 6 か月児 90.0% 

⑤3 歳児 86.6% 

⑥1 歳 6 か月児(歯科）74.6% 

⑦3 歳児（歯科）68.8% 

①98％ 

②～④95％以上 

⑤90％以上 

⑥～⑦80％以上 

  不妊治療支援事業 

  

  

不妊に悩む夫婦等に対し、相談や情報提供を

行うとともに、不妊治療費の助成を行うなど、総合

的な支援を行います。 

  〔地域保健課〕

①不妊相談事業 推進 

②特定不妊治療費助成事業

推進 

①②推進 

  子育て支援医療費助成事業 

  

  

0 歳から中学校卒業前までの乳幼児・児童に対

し、子育て支援の観点から所得制限を設けず、医

療費の一部負担金等の助成を行います。 

  〔年金医療課〕

推進（0 歳から小学校就学前

までの乳幼児の入通院費、小

学校就学後から中学校卒業

前までの児童の入院費の助

成） 

通院費の助成を小学校就

学後から中学校卒業前ま

での児童に拡大（平成 21

年度） 

  子育て支援総合事業 

  

  

子育ての負担感や不安感を解消するため、子

育て支援総合コーディネーターによる子育て応援

ダイヤルや子育て応援ブック等の情報誌の発行、

子育て専用のホームページさいたま子育てＷＥＢ

など人・紙・ＩＴを活用し、市内の子育て情報を一元

的に把握し、広く提供します。 

また、保健・福祉・教育の関係機関・者や市民団

体等が連携し、情報・意見交換、子育て支援サー

ビスの検討を行う子育て支援ネットワークを充実し

ます。 

  〔子育て支援課〕

①子育て応援ブック発行数

44,000 冊 

②子育てＷＥＢアクセス数 34

万件/年 

③子育てＷＥＢ会員登録件数

759 件 

④子育て支援ネットワーク 会

議開催 1 回 

①50,000 冊 

②40 万件/年 

③1,000 件 

④会議開催 5 回 

  子育て家庭生活支援事業 

 希 （再掲 5章 3節・7章 2節） 

  

就労や疾病、育児不安などにより援助を必要と

する子育て家庭を支援するため、施設などにおけ

る子どもの一時預かりやヘルパーによる家事援助

など生活の支援を行います。 

  〔子育て支援課〕

①ファミリー・サポート・センタ

ー会員数 3,638 人 

②子育てヘルパー派遣事業

延訪問件数 472 件 

③子どもショートステイ事業

利用件数 3 件 

①3,800 人 

②600 件 

③10 件 
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47 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  (仮称)さいたま市子ども総合センター整備事業 

 希 

  

地域の子育て支援機能や総合相談機能、世代

間交流機能、地域活動拠点機能を備えた、子ども

や子育て家庭を支援するためのシンボル的な施設

を整備します。 

  〔子育て企画課〕

構想 完成 

新  子ども博物館構想検討事業 

絆  

  

子ども博物館の実現に向け、（仮称）子ども総合

センターやさいたま新都心公共公益施設導入機

能検討委員会から報告された「子ども・多世代ふれ

あい広場」と調整を図った上で、「子ども博物館構

想」等として取りまとめます。 

  〔子育て企画課・サッカープラザ準備室〕

子ども博物館構想等 － 取りまとめ（平成22年度末）

  児童センター整備事業 

  

  

子どもの健全育成や子育て家庭への支援を行う

児童センターを公共施設適正配置方針に基づき、

整備します。 

  〔青少年育成課〕

①(仮称)仲本地区児童・高齢

者複合施設 用地取得 

②児童センター数 16 か所 

①完成（平成 24 年度末） 

②19 か所 

  子育て支援拠点施設整備・運営事業 

 希 

  

子どもを育てるすべての家庭が安心して地域で

子育てができるよう、仲間作りや相談、情報提供な

どの支援を行う、各種子育て支援センター（単独

型・保育所併設型）、地域子育てサロン（のびのび

ルームなど）を整備します。 

  〔子育て支援課・保育課・保育環境整備室〕

①単独型 7 か所 

②保育所併設型 38 か所 

③子育て拠点施設が設置さ

れている小学校区割合（児童

センター含む）69.3％ 

①10 か所 

②48 か所 

③83.3％ 
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48 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

保育サービスの充実   

  認可保育所整備事業 

絆 希 

  

女性の社会進出を進め、子育てと仕事の両

立を図るため、民間活力を利用した認可保育

所設置を支援し、保育の受入枠を拡大するこ

とにより、保育所入所待機児童の解消を図りま

す。 

また、特に整備が進まない駅前などの地域

については、施設基準などを見直して、整備を

促進します。 
  

Ｊ 

〔保育環境準備室〕

認可保育所定員 10,383 人 11,603 人（平成 24 年度末）

 拡 認可外保育施設等整備・運営事業 

絆 希 

  

認可保育所の整備が進まない駅前地域を

中心に、市独自の基準を満たす認可外保育

施設をナーサリールーム、家庭保育室に認

定・指定することで、保育の受入枠を拡大し、

保育所入所待機児童の解消を図ります。 

また、幼稚園型の認定こども園、私立幼稚

園における預かり保育、市内企業等における

事業所内保育施設の設置促進を図ります。 

  〔保育課・保育環境準備室・経済政策課〕

①ナーサリールーム・家庭保

育室定員 2,108 人 

②認定こども園施設数（幼稚

園・保育所一体施設含む） 3

施設 

③預かり保育実施園数 69 園

④設置した事業所内保育施

設数 1 施設 

⑤複数の企業等による事業

所内保育施設への新たな支

援制度 － 

①3,388 人（平成 24 年度

末） 

②4 施設 

③拡充 

④7 施設 

⑤創設（平成 23 年度末） 

  病児・障害児保育事業 

 希 

  

医療機関又は保育施設に併設された専用

スペースで、病気又は病気回復期の児童を一

時的に預かる病児保育実施施設を拡充しま

す。 

また、発育や発達に心配のある児童を保育

所で受け入れる障害児保育実施園を拡充しま

す。 

  

 

〔保育課・保育環境準備室〕

①病児保育実施施設数 3 か

所 

②障害児保育実施民間保育

所数 13 か所 

①7 か所 

②拡充 

新  公立保育所完全給食実施事業 

 希 

  

公立保育所の給食において、３歳以上児の

主食（主に米飯）を提供し、完全給食を実施し

ます。 
  

 

〔保育課〕

完全給食実施公立保育所 0

か所 
61 か所 
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49 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  放課後子どもプラン等推進事業 

絆 希 

  

地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたち

が安全で安心して、健やかに育まれるよう、「放課

後児童健全育成事業」及び「放課後子ども教室推

進事業」を連携して実施するとともに、「特別支援

学校放課後児童対策事業」を推進します。 

  

〔青少年育成課〕

①放課後児童クラブ受入児

童数（小学 1～3 年生） 5,500

人 

②放課後児童クラブ施設数

149 か所 

③放課後子ども教室開催小

学校区 20 か所 

④特別支援学校放課後児童

対策事業 補助対象施設 5

か所 

①7,500 人 

②200 か所 

③全小学校区 

④特別支援学校放課後児

童対策事業 補助対象施

設 7 か所 

 拡 ワークライフバランス（WLB）推進事業 

  （再掲 5章 3節・7章 2節） 

  

仕事と生活の調和を実現するため、企業の取組

を評価し一層の取組を促進する事業、企業のＷＬ

Ｂ導入を支援する事業、ＷＬＢを広く啓発するため

の事業などを実施します。 

  〔子育て企画課・男女共生推進課・労働政策課〕

一部実施中 推進 

 拡 子育てパパ応援プロジェクト事業 

絆 希 

  

父親の子育て参加を応援するため、関係各課が

連携して、子育て世代へＷＬＢの必要性、効果を

広く啓発するための事業、市内の認可保育所等に

おける父親の 1 日保育体験事業や単独型の子育

て支援センターにおける父親主体の講座やイベン

トを実施します。 

また、親自身の学習のあり方を検討するため、市

民や有識者などからなる委員会を設置し、その意

見を踏まえ、親の学習プログラムを策定し、公民館

における子育てパパ・ママ向けの講座を実施しま

す。 

  
〔子育て企画課・子育て支援課・保育課・生涯学習

総合センター〕 

①父親の 1 日保育士・教諭体

験参加者数 0 人 

②単独型子育て支援センタ

ーの土曜日開所数 6 か所 

③単独型子育て支援センタ

ーでの父親主体の講座やイ

ベントの実施回数 年 1～2 回

④子育てパパ・ママ向け講座

実施公民館数 5 館 

⑤ワークライフバランスの認知

度 15.5%（子育て世代へのア

ンケート調査結果） 

①1,280 人/年 

②10 か所 

③12 回/年 

④全館 

⑤35％ 

①～⑤平成 24 年度末 

新  (仮称)さいたま子ども・青少年フォーラム事業 

  （再掲 3章 2節） 

  

多世代が集い、遊びや学びを通じて子ども・青

少年を取り巻く環境や問題について理解を深める

場として（仮称）さいたま子ども・青少年フォーラム

を開催します。 

  〔子育て企画課・青少年育成課〕

検討 平成 21 年度から毎年実施
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50 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）さいたま市子ども総合条例等制定事業 

絆 希 

  

一人ひとりの子どもが輝くために、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（仮称）さいたま市子ども総合条例等を制

定します。 

  〔子育て企画課〕

検討 制定（平成 22 年度末） 

  児童虐待防止対策事業 

絆 希 

  

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、

保護・支援、家族の再統合までの切れ目ない総合

的な支援を充実するとともに、子どもの権利に関す

る普及啓発を行います。 

  

〔子育て支援課･児童相談所・地域保健課〕

①児童福祉士、児童心理司、

児童精神科医師の増員 － 

②虐待相談の対応のうち継続

指導を行う割合 3％ 

③児童相談所入所児童の家

族再統合の割合 0％ 

④育児をしていてイライラする

ことが多いと答えた幼児を持

つ保護者の割合 13.8％ 

⑤保健師の増員及び保健所

内の専任組織 － 

①12 人、3 人、1 人増員 

②20％ 

③75％ 

④10％以下 

⑤4 人増員、設置（平成 23

年度末） 

①～⑤は平成 24 年度末 

  子どもの精神保健相談室運営事業 

  

  

子どもの心の問題に対応するため、家庭・教育・

福祉・保健・医療機関の連携により問題解決を図る

「子どもの精神保健相談室」を充実します。 

また、市民や市職員に対する子どもの精神保健

に関する研修を行います。 

  〔こころの健康センター〕

子どもの精神保健相談室の

相談待機時間 40～50 日 
14 日 
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第３節 豊かな高齢期の実現 

■施策体系 

 

(1)社会参加と健康づくりの促進  ①参加機会と交流活動の拡大 

              ②就業機会の提供 

      ③健康づくり・介護予防活動の支援 

(2)介護と生活支援の充実   ①介護サービスの充実 

      ②介護保険制度の円滑な運営 

      ③家庭や地域での生活の支援 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 高齢者生きがい活動センターの開設（平成 19 年度）、シルバーバンク事業の実施（平成 20 年度～） 

・ 介護相談員を全区に配置、高齢者地域ケア・ネットワークを 3 地区構築 

・ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と老人保健施設の定員数を 2,674 人拡充（合計 5,309 人） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 高齢者が社会に参加し元気に活動できるよう支援します。 

② 高齢者が自宅で安心して暮らせる環境をつくります。 

 
   

豊かな高齢期の実現 
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52 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）さいたま市安心長生き条例制定事業 

絆 希 

  

今後の超高齢社会に備え、高齢者の生きがい、

健康、福祉の充実などを総合的に取りまとめた

「（仮称）さいたま市安心長生き条例を制定します。

  〔高齢福祉課〕

未制定 制定（平成 23 年度末） 

  シルバー人材センター・シルバーバンク事業 

絆 希 （再掲 5章 3節・7章 3節） 

  

高齢者の生きがいづくりや能力を生かした地域

社会づくりを行うため、就業機会を提供するシルバ

ー人材センター事業や地域活動への参画を支援

するシルバーバンク事業の充実を図ります。 

また、シニア生き方発見セミナーなど、団塊の世

代等を対象としたセミナーを充実します。 

  〔高齢福祉課〕

①シルバー人材センターの会

員数 4,754 人 

②年間就業率 85％ 

③シルバーバンクのマッチン

グ数 38 件 

①6,600 人 

②90％ 

③350 件以上/年 

 拡 シニアユニバーシティ事業 

絆 希 

  

市内に居住する 60 歳以上で入学を希望する高

齢者を対象に学習機会を提供するシニアユニバー

シティについて、定員の拡大を図るとともに、カリキ

ュラムの見直しや専門課程の新設を行うなど充実

を図ります。 

また、5 校舎をとりまとめる本部機能を備えた、卒

業生の拠点となる施設を整備し、卒業後の地域貢

献や社会参画を促進します。 

  〔高齢福祉課〕

①定員 1,132 人 

②卒業生の活動拠点 検討 

③卒業生の校友活動参加割

合 7 割 

④大学院卒業生のシルバー

バンク登録 2 人 

①1,245 人 

②整備 

③9 割以上 

④2 割 100 人（平成 22 年度

以降） 

①～③は平成 24 年度末 

  介護保険関連施設等整備促進事業 

  

  

在宅での介護が困難な高齢者が、必要なサー

ビスを受けられるよう、民間事業者による介護老人

福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護老人保健

施設の整備を促進します。 

  〔高齢福祉課〕

特 養 ・ 老 健 の 合 計 定 員 数

5,309 人 
7,214 人 

 拡 認知症高齢者等総合支援事業 

  

  

認知症高齢者やその家族を支援するため、医

療との連携による早期発見・対応、介護専門職へ

の研修、地域住民の理解を得るための活動、権利

擁護、高齢者虐待防止など、各種取組を実施しま

す。 

  〔高齢福祉課〕

認知症疾患医療センター相

談者数 － 
1 日平均 5 人 
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53 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  高齢者サロン・老人福祉センター整備事業 

絆 希 

  

地域の高齢者が集う場である高齢者サロンを実

施していない地区社会福祉協議会への開設支援

を行うとともに、老人福祉センターを未整備区であ

る浦和区と南区に整備します。 

  〔高齢福祉課〕

①高齢者サロン実施地区 26

地区 

②老人福祉センター 8 か所

（8 区） 

①47 地区 

②10 か所（10 区） 

①②は平成 24 年度末 

  介護者支援体制充実事業 

絆 希 

  

介護する人への支援体制を充実するため、地域

包括支援センターにおいて、介護者同士の交流の

機会を拡大する介護者サロンを実施するとともに、

新たなセンターの整備や相談員の増員、開設日の

拡大などを行います。 

また、夜間、早朝でも介護者と相談員の連絡が

とれる通信機器等を活用した連絡システムを構築

します。 

  〔介護保険課〕

①地域包括支援センターで

の介護者サロンの実施数 3

か所 

②地域包括支援センター数

25 か所 

③地域包括支援センターの

相談員増員数 － 

④地域包括支援センターの

開設日 （現行の開設状況を

記載） 

①26 か所（平成 24 年度末）

②26 か所（平成 22 年度末）

③26 人（平成 22 年度末） 

④年末年始を除く年中無

休（平成 22 年度末） 

  介護予防事業 

絆  

  

高齢者が元気に過ごすため、医療機関や地域

包括支援センターと連携して、生活機能評価など

の受診率の向上に努め、要介護（要支援）になる

恐れがあると判定された高齢者には、介護予防特

定高齢者施策事業への参加を促します。 

また、生活機能評価において、元気な高齢者と

判定された人には、介護予防一般高齢者施策事

業への参加を促します。 

  〔高齢福祉課・介護保険課〕

①市の健康寿命 男性 16.4

年、女性 19.2 年（平成 19 年)

②介護予防特定高齢者施策

事業の参加者 1,098 人 

③介護予防一般高齢者施策

事業の参加者 11,348 人 

④介護予防水中運動教室事

業の参加者 135 人 

①男性 17.0 年、女性 19.5

年（平成 24 年） 

②1,800 人 

③15,000 人 

④230 人 

②～④平成 24 年度末 

  介護人材等育成支援事業（再掲 5章 3節） 

絆  

  

市内の介護サービス従事者の育成・定着を図る

ため、介護福祉士やホームヘルパー2 級の資格取

得を支援します。 

また、地域福祉情報・研修センターにおいて、サ

ービス従事者の資質向上、交流や、潜在的有資格

者の就業促進を目的とした研修を実施します。さら

に、サービス従事者の確保・定着を目指し、国に対

して介護報酬の引き上げを要望します。 

  

〔介護保険課・高齢福祉課・福祉総務課〕

①介護福祉士の資格取得を

目的とした講座 未実施 

②新規ホームヘルパー2 級有

資格者数 埼玉県内平成 19

年度 4,501 人 

③地域福祉情報・研修センタ

ーでの研修講座数 1 講座 

④国への介護報酬引き上げ

要望状況 未実施 

①資格取得対策講座 受

講者数 280 人（筆記試験対

策講座 200 人、実技試験

対策介護技術講座 80 人）

（平成 21 年度末）、実技試

験免除講座受講者数 160

人（平成 23 年度末） 

②600 人（新規有資格市内

従業者数・平成 22～24 年

度末累計） 

③17講座（平成24年度末）

④平成 21 年度より継続実

施 
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54 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

  （再掲 6章 3節） 

  

高齢者世帯（60 歳以上の単身・夫婦世帯）を支

援するため、高齢者が安全に安心して居住できる

ようバリアフリー化され緊急時対応サービスの利用

が可能な優良な民間賃貸住宅を認定し、供給促

進のための入居者支援（家賃補助）を行います。 

  〔住宅課〕

推進 推進 

  高齢者地域ケア・ネットワーク事業 

 希 

  

高齢者が地域で安心して、自分らしく暮らせるよ

う、地域健康福祉連絡会・地域包括支援センター

などが協力・連携し、在宅支援を必要とする高齢者

等の生活を支援するネットワークを健康福祉地区

ごとに構築します。 

  〔高齢福祉課・介護保険課〕

ネットワーク構築地区数 3 地

区 
47 地区 

  在宅高齢者等宅配食事サービス事業 

絆  

  

ひとり暮らしの高齢者などの健康管理、孤独感

の解消、安否の確認などのため、定期的に食事を

配達する配食サービスの実施回数を拡充するとと

もに、配食サービス事業に協力するボランティアの

確保に努めます。 

  〔介護保険課〕

配食サービス 週 4 回 
週 5 回（月～金曜日）（平成

22 年度末） 

新  （仮称）シルバー元気応援ショップ制度 

絆 希 

  

市内 65 歳以上の方に配布している「シルバーカ

ード」を提示することによって、市内の店舗で割引

などの優待が受けられる（仮称）シルバー元気応援

ショップ制度を創設するとともに、協賛店を拡大し

ます。 

  〔高齢福祉課〕

①（仮称）シルバー元気応援

ショップ制度 未実施 

②協賛店舗 － 

①実施（平成 22 年度末） 

②1,000 店舗（平成 24 年度

末） 
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第４節 障害者の福祉向上 

■施策体系 

 

(1)療育及び生活支援の充実  ①療育の充実 

      ②保健・医療とリハビリテーションの充実 

      ③生活の場の確保 

(2)自立と社会参加のための環境整備 ①教育の充実 

      ②就労の支援 

      ③スポーツ・文化活動の促進 

      ④活動しやすい環境の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 障害者総合支援センター、療育センターさくら草の開設（平成 19 年度） 

・ グループホーム・ケアホーム 15 か所の設置促進（合計 23 か所） 

・ 障害福祉サービス事業所 3 か所の設置促進（合計 15 か所） 

・ 特別支援教育相談センター（平成 18 年度）及び同分室（平成 19 年度）の開設、特別支援学級を新たに 3

校設置（合計 38 校） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 障害者の在宅福祉サービスを充実します。 

② 障害者の自立を支援します。 

障害者の福祉向上 
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56 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）春野地区障害児通園施設整備事業 

 希 

  

市内在住の障害児が、その発達を促す訓練、生

活の中で保育、指導等の適切な療育を身近な地

域で受けられるよう、見沼区春野地区に障害児通

園施設を設置し、障害の早期発見・早期療育の体

制強化を進めます。 

  〔障害福祉課〕

（仮称）春野地区障害児通園

施設整備基本計画策定 
開設（平成 23 年度） 

 拡 発達障害児（者）支援事業 

  

  

発達障害児（者）に対する効果的な支援体制及

び支援方法を確立するため、診断・検査・発達支

援等をモデル的に実施し、広く関係機関（者）へ普

及します。 

また、早期発見、早期の発達相談や専門的な相

談などに応じ、医療・保健・福祉・教育等の関係機

関と連携を図りながら、乳幼児期から成人期までの

一貫した支援を行う発達障害者支援センターを障

害者総合支援センター内に設置します。 

  
〔ひまわり学園総務課・障害者総合支援センター・

障害福祉課〕 

①発達障害者支援モデル事

業 推進 

②発達障害者支援センター

設置準備 

①推進 

②発達障害者支援センタ

ーを中心に、特に成人期の

生活・就労支援体制を確立

  精神障害者退院支援事業 

  

  

医療機関に入院している精神障害者が、退院後

に地域で安定した生活が送れるよう、入院中から

退院後の地域生活に必要な訓練や、地域におけ

る支援体制を整備するとともに、新たな社会的入

院者を作らない取組を推進していきます。 

  〔精神保健課〕

社会的入院精神障害者 55 人

減少(平成 18～20 年度実績)

102人減少（平成18～23年

度累計） 

  障害者等地域生活支援事業 

  

  

在宅障害者や家族が、地域の中で安心して生

活が送れるよう、移動支援事業、日中一時支援事

業を継続するとともに、身近な地域の相談窓口とし

て障害者生活支援センター事業を推進します。 

  

〔障害福祉課〕

①事業 実施・継続 

②移動支援事業 22,040 時

間／月 

③日中一時支援事業 204 人

分／月 

④障害者生活支援センター

の設置（各区に設置） 

①公平性の観点から、事業

内容の見直しを検討・継続

②25,000 時間／月（平成

23 年度末） 

③218人分／月（平成23年

度末） 

④ 相 談 支 援 体 制 の 充 実

（平成 23 年度末） 

  グループホーム・ケアホーム設置促進事業 

  

  

自立生活を望む障害者のための生活支援体制

を整えるためグループホーム・ケアホームの設置促

進を図るとともに、既存の生活ホームに対しても助

成を行います。 

  〔障害福祉課〕

グループホーム等の設置数

25 か所 
36 か所 
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57 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）さいたま市ノーマライゼーション条例 

絆 希 制定事業 

  
障害者も健常者も共に地域で暮らせる（仮称）さ

いたま市ノーマライゼーション条例を制定します。 

  〔障害福祉課〕

未制定 制定（平成 22 年末） 

 拡 特別支援教育推進事業（再掲 3章 1節） 

絆 希 

  

さいたま市特別支援教育推進計画に基づき、障

害のある幼児児童生徒の自立や社会参加を促進

するため、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適

切な支援を行います。特別支援学級等を新設・増

設するとともに、補助員を配置し、きめ細かな指導

や支援を行います。 

また、市南東部に新設の特別支援学校を設置

するとともに、既存の特別支援学校（さいたま市立

養護学校）の整備を行います。 

  
〔教職員課・指導 2 課〕

①市立小中特別支援学級の

設置校数 38 校（小学校 26

校、中学校 12 校） 

②発達障害・情緒障害通級

指導教室の設置校数 3 校

（小学校 3 校） 

③特別支援学級等補助員 31

人 

④新設特別支援学校 開設

準備  

⑤現市立特別支援学校 整

備計画 

①54 校（小学校 36 校、中

学校 18 校）設置 

②7 校（小学校 6 校、中学

校 1 校） 

③充実 

④新設校開校 

⑤整備 

①②④は平成 24 年度末 

  障害者援護施設整備促進事業（再掲 5章 3節） 

  

  

在宅及び特別支援学校卒業後の障害者の社会

的自立を支援するため、指導や訓練などを行う障

害福祉サービス事業所の整備を行います。 

  〔障害福祉課〕

障害福祉サービス事業所数

15 か所 
20 か所 

  障害者就労支援事業（再掲 5章 3節） 

  

  

各関係機関と協力し、企業及び障害者のニーズ

や一人ひとりの状況に対応した就労支援を行いま

す。 

  〔障害者総合支援センター〕

推進 推進 

  障害者スポーツ振興事業（再掲 3章 3節） 

  

  

障害の有無や種別・程度を超えて交流・理解を

深め、各種文化・スポーツ活動の参加を促すととも

に、交流機会の充実を図るため、障害者スポーツ・

レクリエーション教室の開催や全国障害者スポー

ツ大会へのさいたま市選手団の派遣、ふれあいス

ポーツ大会開催事業を充実します。 

  〔障害福祉課〕

①障害者スポーツ教室 10 競

技 15 教室開催 参加人数

286 人 

②全国障害者スポーツ大会

（おおいた大会）個人 5 競技

17 人 

③ふれあいスポーツ大会参加

者数 800 人 

①12 競技 20 教室 参加人

数 600 人 

②参加枠内での支援体制

の充実 

③1,000 人 
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58 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  障害者自立支援のための負担軽減事業 

絆  

  

障害者自立支援法の時限措置終了後において

も、市独自の負担軽減策として実施している利用

者負担助成と通所施設運営安定化支援事業を継

続します。 

また、障害者自立支援法の廃止など国の制度

変更を見極めながら、現在の市独自策を継続すべ

きか、新たな軽減策を実施すべきか検討し、方針

を示します。 

  〔障害福祉課〕

市独自の負担軽減策の実施 
市独自の負担軽減策の検

討・継続 
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第５節 健康づくりの推進と医療の充実 

■施策体系 

 

(1)健康づくりの支援   ①健康についての意識向上 

       ②疾病予防対策の充実 

（2)医療の充実    ①地域医療提供体制の充実 

      ②医療についての情報提供の充実 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 保健所（移転）と健康科学研究センターからなる複合施設の開設（19 年度） 

・ 市内公共施設へ AED を 659 台設置、児童福祉施設などへの AED 設置補助金交付制度の創設（平成 20

年度） 

・ 第二次小児救急医療の機能を有する「さいたま市民医療センター」の開院（平成 20 年度） 

・ 子ども急患電話相談、医療なびの開設（平成 19 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 心と体の健康の大切さに対する意識を高めます。 

② メタボリックシンドロームやがんなどの生活習慣病の予防に関する事業を推進します。 

③ 市民が適切な医療を受けられるよう、体制整備と情報提供を進めます。 

④ 新型インフルエンザ対策を強化します。 

 

健康づくりの推進と医療の充実 



第 2章 5節 
 

60 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  健康づくり推進事業 

絆 希 

  

市の健康寿命の延伸を目指すため、ヘルスプラ

ン 21 の重点プログラムを中心に、市民が主体的に

取り組む健康づくりを推進するとともに、健康づくり

を継続して行う「いきいき健康づくりグループ」の育

成・支援やウォーキングによる健康づくりの推奨、

健康倍増ガイドブックによる健康づくりに関する情

報発信などを行います。 

また、国民健康保険加入者を対象に、特定健

診・特定保健指導を実施し、生活習慣病対策を行

います。 

  
〔健康増進課・国民健康保険課・保健センター管

理室〕 

①市の健康寿命 男性 16.4

年、女性 19.2 年（平成 19 年)

②意識的に体を動かすなど

運動している市民の割合 男

性 27.3％ 女性 22.3％（平成

17 年) 

③特定健康診査受診率 

35.3% 

④特定保健指導実施率 

1.8% 

①男性 17.0 年、女性 19.5

年(平成 24 年) 

②男性 35％以上、女性

26％以上(平成 24 年度末)

③65％以上(平成 24 年度)

④45％以上(平成 24 年度)

  食育推進事業（再掲 3章 1節） 

絆  

  

食にまつわる様々な問題の解消や食を通した市

民の健康づくり、食文化の継承を図るため、普及

啓発や講座など様々な食育の取組を官民協働で

実施します。 

また、学校における食育の重要性をアピールす

るため、食育リーフレットなどによる啓発や食育研

究指定校を毎年委嘱し研究発表を行うほか、市内

の地元シェフによる学校給食を実施するなど、食

育の推進を図るとともに、地元生産者との情報交

換会を各区で実施し、学校給食における地場産物

の活用を推進します。 

  〔健康増進課・健康教育課〕

①食事バランスガイドの言葉

を知っている人 47.8％（平成

19 年度） 

②食育推進活動に関わる人

3.8％（平成 19 年度） 

③食育研究指定校 2 校 

④給食における県内地場産

物活用率 18.7％ 

⑤給食における米飯実施回

数 3.1 回/週 

⑥地元シェフによる学校給食

実施校 1 校 

①60％以上（平成 23 年度）

②現状の 20％増（平成 23

年度） 

③15 校（平成 21～25 年度

累計） 

④30％（平成 24 年度末） 

⑤3.5 回/週（平成 24 年度

末） 

⑥45 校（平成 24 年度末） 

  地域医療推進事業 

絆  

  

市民の暮らしの安心安全を確保するため、小児

を含む初期救急から第三次救急までの医療機関

の機能に応じた救急医療体制の充実や周産期医

療体制の整備を促進するとともに、自動体外式除

細動器（AED）の民間施設への設置促進などを図

ります。 

また、患者やその家族が、適正な医療機関の選

択や相談ができるよう、医療に関する情報提供や

相談事業を充実します。 

  〔健康増進課・保健総務課〕

①二次・三次小児救急医療

機関で受診していた初期救

急患者の割合 62％ 

②地域周産期母子医療セン

ター 1 か所 

③AED 設置促進 

④「医療なび」医療機関の検

索数 月平均 7,400 件 

⑤医療安全相談事業年間相

談件数 1,815 件 

①35％以下（平成 24 年度

末） 

②2 か所（平成 24 年度末）

③設置促進 

④月平均 9,400 件 

⑤3,000 件 
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61 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 新型インフルエンザ対策事業 

絆 希 

  

新型インフルエンザの脅威から市民の健康を守

り、安心安全を確保するため、図上訓練の実施や

業務継続計画の策定を行います。また、新型イン

フルエンザの発生段階に応じ、体制整備、情報収

集、情報提供、相談体制及び医療体制を確立する

とともに、抗インフルエンザウイルス薬や感染防護

具などの資器材の備蓄を計画的に進めます。 

  
〔健康増進課・地域保健課・保健科学課・安心安

全課〕 

①新型インフルエンザ対策行

動計画の改定 － 

②推進 

①改定 

②充実 

  市立病院機能再整備事業 

  

  

地域の基幹病院としての役割を果たすため、埼

玉県の第 5 次地域保健医療計画を踏まえ、病院の

位置付け、機能について検討を進めます。 

  〔庶務課〕

基本構想の策定に向けた課

題の検討 
推進 
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第６節 食品の安全性と生活環境の向上 

■施策体系 

 

(1)食品・生活環境の安全確保対策の強化 

(2)人と動物のふれあえる環境の整備   

  
 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ さいたま市食の安全基本方針に基づく施策を体系化したアクションプランの策定（平成 20 年度） 

・ 大宮・浦和卸売市場に HACCP 方式の概念による衛生管理手法「一般的衛生管理プログラム」の導入、 品

質管理講習会の開催（平成 18～20 年度） 

・ さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例を制定、動物愛護ふれあいセンターの開館（平成 18 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 食の安全確保に努めるとともに、市民への情報提供を充実します。 

② 動物の愛護と適正な飼育に関する普及・啓発を進めます。 

 

食品の安全性と生活環境の向上 
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63 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  食の安全確保対策事業 

  

  

さいたま市食の安全基本方針に基づき、市民へ

の食の安全に関する正しい知識の普及啓発を行う

とともに、情報の収集・整理・分析及び提供や研究

を行います。 

また、生産者や食品関係事業者などへの食品

表示に関する正しい知識の普及啓発を行います。

さらに食品監視体制を充実し、食品関係営業施設

の監視・指導を強化するとともに、検査機能を充実

します。 

  〔食品安全推進課・食品衛生課・生活科学課〕

①食の安全ﾌｫｰﾗﾑの開催

2 回 

②食の安全に関する小規模ﾘ

ｽｸｺﾐｭﾆｹｰション（集会）の開

催 0 回 

③監視指導施設数 4,162 施

設 

④食品検査検体数 723 検体

⑤農薬等標準品の整備 350

項目 

①2 回 

②2 回 

③8,000 施設 

④1,000 検体 

⑤750 項目 

  動物愛護推進事業 

  

  

人と動物がふれあえる共生社会を実現するた

め、動物の適正な飼育に関する知識の普及啓発

など動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物から

人への危害を未然に防止するため、保護・飼育や

動物由来感染症の調査・研究を行います。 

  〔動物愛護ふれあいセンター〕

①犬猫譲渡率 13％ 

②狂犬病予 防注射接 種 率

68％ 

①20％ 

②75％ 
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第３章 教育・文化･スポーツの分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む 

 

家庭､学校と地域社会が連携を深めながら、

開かれた学校づくりを進め、一人ひとりの個

性の尊重を基本として、豊かな人間性と健全

な社会性を身につけた次世代を担う子ども

を育てていきます。また、地域社会とのふれ

あいを深め、郷土を愛する青少年を育ててい

きます。 

市民のだれもが生涯を通じ、それぞれの関

心に応じて学びながら成長できるよう、生涯

学習の環境整備を進めます。 

市民のだれもが年齢や体力に応じてスポ

ーツに親しみ、家庭や地域で気軽にレクリエ

ーションを楽しめるよう､「一市民一スポー

ツ」を推進します｡ 

地域固有の資源の再発見、世界の文化との

ふれあいのなかで、生活をより豊かにするさ

いたま文化の創造を目指します。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)きめ細かな教育の推進 

(2)教育環境の整備 

(3)創意ある学校施策の推進 

(4)地域に根ざした教育の推進 

 

(1)学習活動の振興 

(2)学習成果を活用する仕組みの整備 

(3)青少年の健全育成 

 

(1)親しみやすい活動機会の提供 

(2)推進体制の充実 

(3)サッカーのまちづくりの推進 

 

(1)歴史文化資源の保存と活用 

(2)新たな都市文化の創造 

 

 

第１節 ｢潤い」のある教育の推進 

第２節 生涯学習の振興 

第３節 生涯スポーツの振興 

第４節 さいたま文化の創造 
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第１節 「潤い」のある教育の推進 

■施策体系 

 

(1)きめ細かな教育の推進   ①豊かな人間性を育む教育の推進 

      ②健全育成活動の充実 

      ③特別支援教育の推進 

(2)教育環境の整備   ①学習しやすい環境づくり 

  ②魅力ある教職員の確保・育成 

(3)創意ある学校施策の推進   

(4)地域に根ざした教育の推進  ①家庭、地域との協働による教育の展開 

      ②開かれた学校運営の推進 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 基礎学力定着プログラム、さいたま市国語力向上プラン、小・中一貫「潤いの時間」、「自分発見！」

チャレンジさいたまを新たに実施 

・ 少人数指導の拡大（少人数指導サポートプラン臨時教員補助員 30 人→158 人）、情報教育の充実

（普通教室などに LAN を整備した校数 0 校→65 校、学校図書館コンピュータ設置校 91 校→158 校）、

学校図書館の充実（学校図書館司書 141 人→158 人） 

・ 浦和中学校（併設型中高一貫教育校、平成 19 年度）、辻南小学校（平成 19年度）、つばさ小学校（平

成 21 年度）の開校 

・ 全市立小・中・高等学校の普通教室に空調設備を設置 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 児童生徒の個性と能力を伸ばします。 

② 過大規模校の解消を図るとともに、安全・快適に学べる教育環境を整備します。 

③ 市内の大学や地域社会と連携を図るなど、学習機会の充実に取り組みます。 

「潤い」のある教育の推進 
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66 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
 新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

学びの向上さいたまプラン   

 拡 基礎学力・国語力・理数教育の充実 

絆 希 

  

児童生徒の確かな学力の向上を目指すた

め、基礎学力定着プログラム、さいたま市国語

力向上プログラムを改善するとともに、両プログ

ラムを研究指定校や推進モデル校で実践・研

究することを通して、「読み・書き・そろばんプロ

ジェクト」を推進します。 

また、理数教育推進プログラムにおいては、

理科教育の充実のため、新たに理科支援員の

配置や特別講師の派遣を行います。 
  

Ｊ 

〔指導 1 課〕

①各種プログラム 推進 

②「読み・書き・そろばんプロ

ジェクト」 未実施 

③理科支援 員等配置 事 業

未実施 

①平成 22 年度末までに

「基礎学力定着プログラム」

及び「さいたま市国語力向

上プログラム」を改訂 

②研究指定校と推進モデ

ル校延べ 56 校を指定 （平

成 22 年度～25 年度累計）

③実施 

  「自分発見！」チャレンジさいたま 

 希 

  

小学生・中学生の得意分野を伸ばすため、

市が主催等する催しのスタンプラリーを実施す

る「自分発見！」チャレンジさいたまを推進しま

す。 
  

 

〔指導１課〕

児童生徒の本事業への参加

率 15% 
40% 

  少人数指導サポートプラン事業 

 希 

  

児童生徒の個に応じた指導を推進するた

め、教員免許を有する少人数指導サポートプ

ラン臨時教員補助員を市立小・中学校に配置

し、小学校では国語・算数等、中学校では数

学・英語・理科を中心に少人数指導を行いま

す。 
  

 

〔教職員課・指導 1 課〕

全市立小・中学校に各１名配

置 
充実 

  小・中一貫潤いの時間「英会話」 

 希 

  

本市独自に開発したカリキュラムに基づき、

市立小学校 5 年生から市立中学校 3 年生まで

の 5 年間の英会話を通して、英語によるコミュ

ニケーション力の育成を図ります。 
  

 

〔指導１課〕

全市立小・中学校で実施 全市立小・中学校で実施 
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67 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

学びの向上さいたまプラン（続き）   

  学校図書館教育の充実 

 希 

  

市立小・中学校において、心豊かでたくまし

い児童生徒を育成するため、ネットワーク便を

運行し、学校図書館を学習・情報センター及び

読書センターとして、計画的で積極的な活用を

推進します。 

また、司書又は司書補の資格を有する学校

図書館司書を市立小・中学校に配置します。 
  〔教職員課・指導１課〕

①ネットワーク便の定期的な

運行 毎週 2 便 5 台ずつ 

②学校図書館資源共有推進

協議会実施 3 回 

③学校図書館資源共有ネット

ワーク連絡協議会実施 2 回 

④学校図書館司書・司書教

諭研修会実施 計 4 回 

⑤学 校 図書 館 司書 の 配 置

全市立小・中学校に各 1 名 

①毎週 2 便 5 台ずつ 

②3 回 

③2 回 

④計 4 回 

⑤全市立小・中学校に各 1

名 

  さいたま教育コラボレーション構想 

 希 

  

大学と連携し、学生による児童生徒への学

習支援などの教育ボランティア活動や大学教

授等を講師とした教育研修会、学生へのキャリ

ア教育などを実施し、教員の資質の向上と学

校教育の充実を図ります。 
  〔指導１課〕

希望校 118 校のうち 109 校に

配置（92%） 

すべての希望校に 100%配

置 

  子どもの生活習慣向上キャンペーン 

絆 希 

  

生活習慣向上のための「早寝・早起き・朝ご

はん」等を推進するため、市独自のキャンペー

ンを実施するとともに、その充実を図るため、

研究指定校と推進モデル校による研究などを

行います。 
  

 

〔指導１課〕

①キャンペーン 未実施 

②研究指定校と推進モデル

校による研究・発表など 未

実施 

①市独自にキャンペーンを

実施 

②実施 

子ども潤いプラン   

 拡 小・中一貫潤いの時間「人間関係プログラ 

絆 希 ム」 

  人と接する際に必要な姿勢・態度、感情のコ

ントロールの仕方、相手の感情を読み取る方

法など、子どもたちの人間関係を構築する際

に必要な技術を楽しく学ぶ授業を実施し、市

立全小中学校で実施を目指しているあいさつ

運動をはじめ、その他の直接体験の場を通し

て、スキルの定着を図る取組を実施します。 
  〔指導 2 課〕

①人間関係プログラム 推進 

②学校によりあいさつ運動を

実施 

①推進 

②全市立小・中学校で実施

（平成 22 年度末） 
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68 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

子ども潤いプラン(続き)   

  学校・学級支援事業 

 希 

  

身体面や行動面で配慮を必要とする児童

生徒及びいじめ、不登校、非行、問題行動な

ど生徒指導上の諸問題に関わる児童生徒を

支援するため、学校・学級支援員を市立小・中

学校に配置します。 
  〔指導２課〕

市立小・中学校合わせて 133

校に配置、週 2 日配置校 約

80％ 

配置希望校へ配置 100% 

 拡 心のサポート推進事業 

絆 希 

  

教育に関する様々な相談体制の充実のた

め、教育相談室や適応指導教室の充実、さわ

やか相談員の配置拡大、１区 1 名の臨床心理

士配置、スクールカウンセラー等によるカウン

セリングなど、児童生徒の心の悩みや不安の

解消に努めます。 

また、いじめ対策プロジェクトチームを設置

し、調査研究を進め、いじめに対応するための

教職員の研修やいじめ問題の解消を目指した

取組を実施します。 
  〔指導２課〕

①不登校の状態から学校へ

登校できる状態に改善された

子どもの割合 30％ 

②各種事業 推進 

③人間関係プログラム 推進 

①50％（平成 22 年度末） 

②充実 

③推進 

④いじめプロジェクトチーム

設置（平成 21 年度末） 

  子どものための体力向上サポートプラン 

絆 希 

  

運動に親しむ習慣を培い、体力の向上を目指し

「なわとび・逆上がりプロジェクト」、「体力アップキャ

ンペーン」、「体力アップメニューの活用」を重点事

業とした「子どものための体力向上サポートプラン」

を強化推進します。 

  
〔指導 1 課〕

①子どものための体力向上サ

ポートプラン 推進 

②長縄 8 の字跳びに挑戦す

る参加グループ数 約 1,200 

③逆上がり（補助板活用）成

就率 91％ 

④逆上がり（補助板未活用）

成就率 70％ 

①充実（なわとび・逆上がり

プロジェクトの実施） 

②1,400（平成 22 年度末） 

③93％（平成 22 年度末） 

④80％（平成 24 年度末） 

新  夢工房未来（みら）くる先生ふれ愛推進事業 

絆 希 

  

子どもの好奇心を伸ばすとともに、郷土愛や望

ましい勤労観・職業観を育むため、プロのスポーツ

選手やアーティストなどによる授業を実施する「夢

工房未来（みら）くる先生 ふれ愛推進事業を市立

幼稚園・小・中・特別支援学校で実施します。 

  〔指導 1 課〕

未実施 

① 全 市 立 小 学 校 で 実 施

（平成 22 年度） 

②すべての市立幼稚園・

小・中・特別支援学校で実

施（平成 23 年度末） 

新  さいたま土曜チャレンジスクール推進事業 

絆 希 

  

基礎学力向上のため「放課後子ども教室」と連

携・協力し、「さいたま土曜チャレンジスクール」を

実施します。 

  〔教育総務課〕

さいたま土曜チャレンジスクー

ル実施校数 0 校 
163 校（平成 24 年度末） 
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69 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  環境教育・学習推進事業（再掲 1章 1節） 

 希 

  

環境問題に対する関心や理解の向上、環境保

全に係る自発的な行動を促進するため、環境教

育・学習を実施します。 

  
〔環境総務課・指導１課〕

①アースミュージカル参加者

1,086 人 

②標語・ポスターコンクール

1,811 人 

③学校環境緑化コンクール参

加校 40 校 

①1,100 人（平成 21 年度事

業終了） 

②9,000 人（平成 21～25 年

度累計） 

③参加校延べ 200 校（平成

21～25 年度累計） 

  国際教育・交流事業（再掲 7章 1節） 

 希 

  

市立中･高等学校の生徒などを海外に派遣する

国際交流事業、外国語指導助手や日本語指導員

の派遣などによる国際教育を推進します。 

  〔指導１課〕

①全市立中学校の代表 1 名

を海外へ派遣 

②外国人ボランティア登録者

数 10 人 

①全市立中学校の代表 1

名を海外へ派遣 

②50 人 

  教育情報ネットワーク推進事業（再掲 4章 4節） 

  

  

市立小・中・特別支援学校に校内 LAN を整備

し、普通教室等におけるコンピュータを利活用した

授業を実施し、児童生徒の情報活用能力を育成

するとともに、市立小・中学校の図書館コンピュー

タの活用を推進します。 

  〔教育研究所〕

①普通教室等 LAN 整備 65

校で活用 

②図書館コンピュータ 全校

で活用 

①②全校で活用（①は平

成 23 年度完了予定） 

新  メディアリテラシー教育推進事業 

絆  （再掲 4章 4節） 

  

携帯電話等の安全な使い方に詳しい講師をアド

バイザーとして委嘱する「携帯・ネットアドバイザー

制度」を創設し、児童生徒・保護者・地域・教職員

を対象とした「携帯・インターネット安全教室」を全

市立小・中・特別支援学校で実施します。 

また、ネットの匿名性を悪用した誹謗中傷等を防

ぐため「学校非公式サイト」などを継続的に監視し

ます。 

  〔教育研究所〕

①携帯・ネットアドバイザー制

度 未創設 

②携帯・インターネット安全教

室 未実施 

③学校非公式サイト監視 未

実施  

①創設（平成 22 年度末） 

②全市立小・中・特別支援

学校で実施（平成 23 年度

末） 

③実施 

 拡 特別支援教育推進事業（再掲 2章 4節） 

絆 希 

  

さいたま市特別支援教育推進計画に基づき、障

害のある幼児児童生徒の自立や社会参加を促進

するため、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適

切な支援を行います。特別支援学級等を新設・増

設するとともに、補助員を配置し、きめ細かな指導

や支援を行います。 

また、市南東部に新設の特別支援学校を設置

するとともに、既存の特別支援学校（さいたま市立

養護学校）の整備を行います。 

  
〔教職員課・指導 2 課〕

①市立小中特別支援学級の

設置校数 38 校（小学校 26

校、中学校 12 校） 

②発達障害・情緒障害通級

指導教室の設置校数 3 校

（小学校 3 校） 

③特別支援学級等補助員 31

人 

④新設特別支援学校 開設

準備  

⑤現市立特別支援学校 整

備計画 

①54 校（小学校 36 校、中

学校 18 校）設置 

②7 校（小学校 6 校、中学

校 1 校） 

③充実 

④新設校開校 

⑤整備 

①②④は平成 24 年度末 
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70 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  食育推進事業（再掲 2章 5節） 

絆  

  

食にまつわる様々な問題の解消や食を通した市

民の健康づくり、食文化の継承を図るため、普及

啓発や講座など様々な食育の取組を官民協働で

実施します。 

また、学校における食育の重要性をアピールす

るため、食育リーフレットなどによる啓発や食育研

究指定校を毎年委嘱し研究発表を行うほか、市内

の地元シェフによる学校給食を実施するなど、食

育の推進を図るとともに、地元生産者との情報交

換会を各区で実施し、学校給食における地場産物

の活用を推進します。 

  〔健康増進課・健康教育課〕

①食事バランスガイドの言葉

を知っている人 47.8％（平成

19 年度） 

②食育推進活動に関わる人

3.8％（平成 19 年度） 

③食育研究指定校 2 校 

④給食における県内地場産

物活用率 18.7％ 

⑤給食における米飯実施回

数 3.1 回/週 

⑥地元シェフによる学校給食

実施校 1 校 

①60％以上（平成 23 年度）

②現状の 20％増（平成 23

年度） 

③15 校（平成 21～25 年度

累計） 

④30％（平成 24 年度末） 

⑤3.5 回/週（平成 24 年度

末） 

⑥45 校（平成 24 年度末） 

 拡 教育ファーム・市民農園整備事業 

絆  （再掲 5章 2節） 

  

児童が農業を体験できる学校教育ファームや市

民が自然に親しみながら農業を体験できる市民農

園を整備します。 

  
〔健康教育課・農業政策課・みどり推進課・農業振

興課〕 

①学校教育ファーム実施校

数 18 校（見沼田んぼ内実施

校小学校 4 校） 

②市民農園数 40 か所（見沼

田んぼ内市民農園数 3 か

所） 

①全小中学校（小学校 102

校、中学校 57 校）（見沼田

んぼ内実施校小学校 30

校、中学校 20 校） 

②72 か所（見沼田んぼ内 9

か所） 

①②は平成 24 年度末 

新  高校教育・中高一貫教育校推進事業 

絆  

  

生徒・保護者が満足できる魅力ある学校づくりを

目指し、市立高等学校４校の中長期的な将来構想

として、「特色ある学校づくり計画」を策定し、計画

に基づき、新たに単位制、探究型、総合選択制な

どの学校運営を実施します。 

また、中高一貫教育校に関する教育成果を活

用し、質の高い特色ある学校づくりを推進します。 

  〔指導 2 課〕

市立高校に在学する生徒の

満足度は、80から90％ではあ

るが、保護者等から充実を求

める声もある。 

生 徒 ・ 保 護 者 の 満 足 度

100％（平成 24 年度末） 

 拡 過大規模校解消事業 

 希 

  

市立小学校の新設などにより、過大規模校の解

消を図ります。 

  〔教育総務課・教育財務課・学校施設課他〕

①美園地区新設小学校建設

基本計画 

②大和田地区新設小学校建

設 計画検討 

①開校（平成 24 年度） 

②推進 

  学校施設改修等推進事業 

  

  

良好な学習環境を確保するため、市立小・中学

校及び高等学校の老朽化した校舎・体育館・プー

ルの改修・改築、バリアフリー化などを行うととも

に、中学校の武道場整備を進めます。 

  〔学校施設課・高等学校 4 校〕

事業中 推進 
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71 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  学校給食施設整備事業 

  

  

各学校（地域）の特色を生かした給食の実施及

びきめ細やかな食の指導の充実を図り、児童生徒

に、より安全でおいしい給食を提供するため、給食

センターから給食の提供を受けている全市立小・

中学校に単独校調理場を設置します。 

  〔学校施設課・健康教育課〕

単独校調理場設置市立小・

中学校数 138 校 
全市立小・中学校整備 

 拡 地域に開かれた学校運営事業 

絆  

  

学校ボランティア、地域住民、諸団体と学校との

連絡・調整を行う学校地域連携コーディネーター

を市立小・中学校に配置し、学校・家庭・地域の連

携を強化するとともに、学校を支援するボランティ

アなどの取組をさらに発展させるため、学校地域連

携コーディネーターを中心に、防犯ボランティア、

図書ボランティアなどからなるスクールサポートネッ

トワークを学校ごとに構築します。 

また、地域の人材を講師として派遣し、児童生

徒の学習活動の充実を図るとともに、学校が地域

の方々の意見を取り入れ、開かれた学校づくりを

一層推進するため、学校評価システム、学校評議

員制度及び学校法律問題解決支援を充実しま

す。 

  〔教育総務課･指導 1 課・指導 2 課・教職員課〕

①学校地域連携コーディネー

ター各区1校、全10校にモデ

ル配置 

②スクールサポートネットワー

クの構築校数 0 校 

③地域講師を希望する小・中

学校に 617 人（97.6%）派遣 

④学校評価システムを全小・

中・特別支援学校で実施 

⑤学校評議員制度を全小・

中・特別支援学校で実施 

⑥学校法律問題解決支援事

業 推進 

①160 校（平成 24 年度末）

②160 校（平成 24 年度末）

③終了し、「夢工房未来くる

先生ふれ愛推進事業」を実

施 

④推進 

⑤推進 

⑥学校問題解決支援組織

の設置 
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第２節 生涯学習の振興 

■施策体系 

 

(1)学習活動の振興   ①学習環境の充実 

      ②学習活動の支援 

(2)学習成果を活用する仕組みの整備 ①活用の場の拡充 

      ②学習成果の評価 

(3)青少年の健全育成   ①家庭教育の支援 

      ②地域での学習の充実 

      ③健全な環境の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 鈴谷公民館の開設（平成 19 年度） 

・ 片柳図書館（平成 18 年度）、中央図書館（平成 19 年度）、北図書館（平成 20 年度）の開設 

・ 市民と連携して巡回活動や非行防止キャンペーンを実施 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 生涯学習活動の機会を拡大します。 

② 図書館を充実します。 

③ 青少年の健全育成活動に地域と協働して取り組みます。 

生涯学習の振興 
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73 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）武蔵浦和図書館整備事業 

 希 

  

市民の主体的な学習の場として需要の高い図

書館を充実するため、（仮称）武蔵浦和図書館を

整備します。 

  〔中央図書館管理課〕

（仮称）武蔵浦和図書館実施

設計 
開館（平成 24 年度） 

 拡 公民館整備事業 

 希 

  

地域住民の生涯学習とコミュニティの活動拠点と

なる地区公民館を谷田地区、内野地区に整備しま

す。 

  〔生涯学習総合センター〕

①谷田地区 建設工事着手 

②内野地区 検討中 

①開館（平成 22 年度） 

②事業中 

  市民大学運営事業 

  

  

市民の高度で専門的な学習ニーズに対応する

ため、市民大学の講座内容を充実し魅力的なカリ

キュラムづくりを進めるとともに、市内社会教育施設

と連携し多様な学習機会の場を提供します。 

  〔生涯学習振興課〕

延べ受講者数 4,457 人 
22,500 人（平成 21～25 年

度累計） 

  青少年健全育成事業（再掲 6章 2節） 

  

  

青少年が健やかに成長し、自立心や社会性な

ど豊かな人間性を育むことができるよう、非行防止

や社会体験などを行う青少年事業、キャンプ場な

どの青少年活動施設の運営、青少年関係団体等

への支援などを行います。 

  〔青少年育成課〕

推進 推進 

新  (仮称)さいたま子ども・青少年フォーラム事業 

  （再掲 2章 2節） 

  

多世代が集い、遊びや学びを通じて子ども・青

少年を取り巻く環境や問題について理解を深める

場として（仮称）さいたま子ども・青少年フォーラム

を開催します。 

  〔子育て企画課・青少年育成課〕

検討 平成 21 年度から毎年実施
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第３節 生涯スポーツの振興 

■施策体系 

 

(1)親しみやすい活動機会の提供  ①スポーツ・レクリエーション活動の場の充実 

      ②多彩なプログラムの提供 

(2)推進体制の充実   ①各種スポーツ・レクリエーション活動の振興 

      ②人材確保と活動団体などの支援 

      ③総合型地域スポーツクラブの促進 

(3)サッカーのまちづくりの推進 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 2006 年 FIBA バスケットボール世界選手権の開催（平成 18 年度）、埼玉サッカー100 周年記念事業

の実施（平成 20 年度） 

・ 市立小・中学校 4 校の校庭に夜間照明施設を設置（合計 22 校） 

・ 総合型地域スポーツクラブ（5 クラブ）を新たに支援（合計 12 クラブ） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① （仮称）さいたま市スポーツ振興まちづくり条例に基づき、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を推進します。 

 

生涯スポーツの振興
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75 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  秋葉の森総合公園整備事業（再掲 4章 3節） 

  

  

緑に囲まれた良好な自然環境の中で、気軽にス

ポーツやレジャー、自然とふれあう活動などが楽し

める施設を整備します。 

  〔都市公園課〕

北側ゾーン一部開設 

北側ゾーン開設済 

南側ゾーンについては事

業中 

  学校体育施設開放事業 

  

  

「一市民一スポーツ」を実現するため、市立小・

中学校の校庭、体育館、武道場などの学校体育施

設を開放し、市民に身近なスポーツ・レクリエーショ

ン活動の場として提供します。 

  〔体育課〕

組織開放数 145 校 147 校 

  障害者スポーツ振興事業（再掲 2章 4節） 

  

  

障害の有無や種別・程度を超えて交流・理解を

深め、各種文化・スポーツ活動の参加を促すととも

に、交流機会の充実を図るため、障害者スポーツ・

レクリエーション教室の開催や全国障害者スポー

ツ大会へのさいたま市選手団の派遣、ふれあいス

ポーツ大会開催事業を充実します。 

  〔障害福祉課〕

①障害者スポーツ教室 10 競

技 15 教室開催 参加人数

286 人 

②全国障害者スポーツ大会

（おおいた大会）個人 5 競技

17 人 

③ふれあいスポーツ大会参加

者数 800 人 

①12 競技 20 教室 参加人

数 600 人 

②参加枠内での支援体制

の充実 

③1,000 人 

新  多目的広場整備事業 

絆 希 

  

市有未利用地、市有農業施設、民有地、大学

施設などを活用した、スポーツもできる多目的広場

を整備するとともに、市民に身近な公園内の一角

にボール遊びなどスポーツもできる「（仮称）スポー

ツふれあい広場」を整備します。 

また、都市公園内のグラウンド等の運動施設に

個人利用ができる開放日を設け、だれもが気軽に

スポーツができる機会を増やします。 

  

〔スポーツ企画課・用地管財課・農業環境整備課・

都市公園課〕 

①多目的広場整備方針 未

策定 

②市有農業施設内の多目的

広場数 -  

③民有地を活用した広場数

2 か所 

④大学との連携による多目的

広場数 -   

⑤「（仮称）スポーツふれあい

広場」か所数 － 

⑥都市公園内のグラウンド等

の個人への開放 未実施 

①策定（平成 22 年 6 月ま

で） 

②3 か所（平成 24 年度末）

③4 か所（平成 24 年度末）

④3 か所（平成 24 年度末）

⑤各区 1 か所（平成 24 年

度末） 

⑥実施（平成 23 年度） 

  国際スポーツイベントの開催支援・招致 

  （再掲 7章 1節） 

  

新たな国際スポーツイベントの開催支援・招致を

通じて、競技種目の底辺拡大や「一市民一スポー

ツ」の普及を図ります。 

  〔スポーツ企画課〕

国際スポーツイベント開催誘

致・支援に関する指針（案）の

策定 

指針による国際スポーツイ

ベントの開催支援・招致 

  さいたまシティマラソン事業 

  

  

市民の自己実現と健康増進を図るとともに、市

民のスポーツに対する意欲・関心を高めることを目

的に、全国規模のマラソン大会を開催します。 

  〔体育課〕

参加者数 6,085 人（平成 20

年度単年） 

20,000 人（平成 21～25 年

度累計） 
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76 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  さいたま・たていわ親善ツーデーマーチ事業 

  （再掲 7章 1節） 

  

友好都市の市民がともに町内を歩き、豊かな自

然や地域文化への理解、健康・体力づくりをテー

マに交流を図るツーデーマーチを開催します。 

  〔体育課〕

参加者満足度 94.4％ 
95%以上（平成 21～25 年度

平均） 

新  （仮称）さいたま市スポーツ振興まちづくり条 

絆 希 例制定事業 

  

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。 

  〔スポーツ企画課〕

未制定 制定（平成 21 年度末） 

  総合型地域スポーツクラブ支援事業 

  

  

「一市民一スポーツ」を基本理念に、多種目・多

世代による地域の自主的な企画、運営を行う総合

型地域スポーツクラブづくりを支援します。 

  〔体育課〕

各区１クラブ以上達成 各クラブ会員数 5％増 

  さいたまシティカップ開催事業（再掲 7章 1節） 

  

  

海外の強豪クラブチームを招き、本市をホームタ

ウンとする浦和レッズ、大宮アルディージャとの国

際親善試合を実施することによって、多くの市民に

世界の一流プレーを間近で見る機会を提供すると

ともに、「サッカーのまち さいたま」を国内外に発

信します。 

  〔スポーツ企画課〕

累計入場者数 28 万 2 千人 50 万人 

 拡 サッカーのまちづくり推進事業 

  

  

サッカーのまちづくり推進協議会への支援、サッ

カー人材育成のための事業実施、サッカー文化の

拠点づくりに関する検討など、サッカーを核とした

スポーツの振興を図ります。 

  〔スポーツ企画課〕

市内の施設でサッカーに親し

む（する・見る・学ぶ）人々の

数 150 万人 

160 万人 
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第４節 さいたま文化の創造 

■施策体系 

 

(1)歴史文化資源の保存と活用  ①歴史文化資源の保存と継承 

      ②歴史資料の PR 

(2)新たな都市文化の創造   ①芸術・文化の振興 

      ②市民活動の支援 

      ③さいたま文化の創造と発信 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 鉄道博物館（平成 19 年度）、ユーモアスクエア（平成 20 年度）の開設 

・ 盆栽関連施設の着工（平成 21 年度開館予定）、（仮称）岩槻人形会館の基本設計の実施（平成 24 年

度開館予定） 

・ 県指定史跡岩槻藩遷喬館の復元工事（平成 17 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 地域資源を生かし、さいたま文化を創造します。 

② 市民の自主的な文化活動を支援します。 

 

さいたま文化の創造
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78 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 歴史・自然的資源の保存・整備事業 

絆  

  

貴重な文化遺産を次世代へ継承するとともにそ

の活用を図るため、国指定史跡見沼通船堀、県指

定史跡岩槻藩遷喬館などの歴史的資源や国指定

特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地などの

自然的資源の保存・整備を進めます。 

また、見沼通船堀の閘門等の適切な保存を行う

と共に、周辺の文化財への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を

図ります。 

  〔文化財保護課・博物館〕

①歴史・自然的資源の保存・

整備の推進 

②見沼通船堀閘門修繕や附

属建物の適切な保存の実施 

①継続中 

②案内看板を 3 か所設置

（平成 24 年度末） 

  見沼通船堀公園整備事業 

  

  

国指定史跡の見沼通船堀と周辺の斜面林を取

り込み、見沼田圃の環境に調和した、歴史と自然

にふれあえる総合公園を整備します。 

  〔都市公園課〕

事業中（暫定利用として一部

供用開始） 

事業中（暫定利用として一

部供用開始） 

新  文化・芸術まちづくり創造事業 

絆 希 

  

建設事業費における 1％（一般財源ベース）を文

化・芸術事業に充てる仕組みをつくり、新たな文

化・芸術事業を実施します。 

  〔文化振興課〕

①新たな仕組み 未実施 

②新たな文化・芸術事業 未

実施 

①創設（平成 22 年度末） 

②実施（平成 23 年度末） 

  盆栽文化振興事業（再掲 5章 2節） 

 希 

  

世界に誇る盆栽文化を広く国内外に発信する盆

栽関連施設を整備するとともに、盆栽文化の振興

を図ります。 

  
〔文化施設建設準備室・文化振興課〕

①盆栽関連施設 整備中 

②盆栽関連施設で実施する

展示事業、教育普及事業、情

報発信事業などの各種事業

の計画 

①大宮盆栽美術館の開館

（平成 21 年度） 

②所蔵品等の調査・研究、

特別展・企画展の開催、講

演会・講座の実施、盆栽文

化情報の発信 

  （仮称）岩槻人形会館整備事業（再掲 5章 2節） 

 希 

  

本市の特色ある文化資源である人形文化を広く

国内外に発信するとともに、文化振興や産業振

興、観光振興にも寄与する拠点施設として（仮称）

岩槻人形会館を整備します。 

  〔文化施設建設準備室〕

施設基本設計 開館（平成 24 年度） 

  漫画・ユーモア文化振興事業 

  

  

プラザノースのユーモアスクエアと漫画会館が連

携を図りながら、本市の特色ある文化資源である

漫画と、その重要な要素となるユーモア文化の振

興を図ります。 

  〔文化振興課〕

ユーモアフォトコンテスト応募

者数 951 人     

5,000 人(平成 21～25 年度

累計) 
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79 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  スポーツ文学賞事業 
  

  

文化芸術活動やスポーツが盛んな本市をアピー

ルするとともに、スポーツ文学という新たなジャンル

の発展を目指し、全国からスポーツをテーマとした

文芸作品を募集して、作品集「ＳＰＯＲＴＳ ＳＴＯＲ

ＩＥＳ」を刊行します。 

  〔文化振興課〕

①作品応募総数 381 作品

（平成 19 年度） 

②作品集頒布数 150 冊（平

成 20 年度） 

①1,350 作品（平成 21～25

年度累計） 

②500冊（平成21～25年度

累計） 

新  （仮称）さいたま市文化都市創造条例制定事業 

絆 希 

  

総合的かつ持続的な文化振興を図るため、（仮

称）さいたま市文化都市創造条例を制定します。 

  〔文化振興課〕

未制定 制定（平成 22 年度末） 
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第４章 都市基盤・交通の分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる 

 

ユニバーサルデザインの考え方に基づい

た都市基盤整備を進めるとともに、秩序ある

土地利用を図ります。 

地域の均衡ある発展のため、既成市街地の

再生に取り組み、都市機能の集積・再配置を

図るとともに、良好な市街地の形成を進めま

す。また、公園や街路樹など市街地の緑を創

出し、潤いのある都市空間の形成を図ります。 

広域交通の骨格となる道路整備を促進す

るとともに、市内各地区の連携を図る幹線道

路の体系的な整備を進め、円滑な都市活動を

確保します。また、安全で快適な生活道路や

歩行者空間の整備を進めます。 

鉄道やバスなどの公共交通網の充実によ

る利便性の向上、自転車利用の促進など、交

通需要に応じた総合交通体系の確立を図り

ます。また、より環境への負荷が少ない新し

い公共交通システムの導入に取り組みます。 

高度情報化に対応した情報通信基盤の整

備を促進し、これらを活用できるよう環境の

整備を図ります。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)三つの基本を踏まえた都市づくり 

(2)魅力ある都心・副都心の形成 

(3)秩序ある市街地の形成 

 

(1)交通ネットワークの整備方針の確立 

(2)幹線道路の整備 

(3)生活道路の整備 

(4)公共交通網の充実 

(5)新たな交通施策の推進 

 

(1)緑化の推進 

(2)公園・緑地の整備 

 

 

 

(1)情報教育・情報学習の充実 

(2)ＩＴ活用の支援 

(3)電子市役所の構築 

 

 

第１節 良好な市街地の整備 

第２節 総合交通体系の確立 

第３節 市街地内の緑の空間づくり 

第４節 高度情報化社会に対応した基盤の

整備 



第 4章 1節 
 

81 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

第１節 良好な市街地の整備 

■施策体系 

 

(1)三つの基本を踏まえた都市づくり  ①ユニバーサルデザインの都市づくり 

②環境共生の都市づくり 

      ③多様な主体の参加による都市づくり 

(2)魅力ある都心・副都心の形成  ①都市基盤の整備 

  ②快適な空間の創出と都市機能の集積 

  ③新しい産業育成と連携した都市整備の推進 

  ④都心居住の促進 

(3)秩序ある市街地の形成   ①地域拠点の形成 

      ②既成市街地の整備・再生 

      ③市街地の計画的な整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 武蔵浦和駅第 8－1 街区市街地再開発事業の施設建築物の工事完了（平成 18 年度）、氷川参道南

区間の歩車分離（平成 18 年度）、浦和駅東口における商業施設や複合公共施設コムナーレの開設

（平成 19 年度）、（仮称）さいたま市サッカープラザ整備方針策定（平成 20 年度） 

・ 大宮深作地区土地区画整理事業（平成 17 年度）、北部拠点宮原土地区画整理事業（平成 20 年度）、

島町東部土地区画整理事業（平成 20 年度）の完了 

・ まちづくり専門家の派遣やまちづくり支援補助金の交付、まちづくり広報誌の発行などによる市民の

主体的なまちづくり活動の推進 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 市民との協働による都市づくりを進めます。 

② だれもが利用しやすいユニバーサルデザインの都市づくりを進めます。 

③ 都心・副都心のにぎわいや機能を高めます。 

④ 良好な住宅地の形成を進めます。 

 

良好な市街地の整備
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82 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

ユニバーサルデザインの推進   

  福祉のまちづくり推進事業（再掲 2章 1節） 

 希 

  

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづく

り条例に基づき、高齢者、障害者等をはじめと

するすべての市民が安心して生活し、だれも

が心豊かに暮らすことができる都市の実現に

向け、ハード整備の基準及びソフト面における

「心のバリアフリー」を啓発します。  

そのための取組として、地域ぐるみで学びあ

う「モデル地区推進事業」を拡充します。 
  

Ｊ 

〔福祉総務課〕

モデル地区参加者数 150 人 200 人 

  交通バリアフリー推進事業 

 希 （再掲 2章 1節・4章 2節）
  

さいたま市交通バリアフリー基本構想に基

づき、交通バリアフリー法の目標年次である平

成 22 年末を目指し、高齢者や身体障害者等

の移動の円滑化を図るため、鉄道駅を中心と

した徒歩圏内におけるバリアフリー化を推進す

るとともに、市民等がバリアフリーに関する理解

を深めるための事業を実施します。 

  〔交通企画課〕

①鉄道駅エレベーター未整

備駅（バリアフリー新法対象

駅 (駅舎の橋上化事業等は

除く)） 

改札内：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅）、東武線

（七里駅） 

改札外：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅） 

②さいたま市交通バリアフリ

ー専門部会における各特定

事業の進行管理 推進 

③バリアフリー新法に基づく

基本構想見直し ― 

①整備促進 

②各特定事業の進行管理 

③基本構想の見直し調査 

新  コンパクトなまちづくり推進事業 

 希 

  

中心市街地の空洞化、環境問題などの都市問

題、少子・高齢化や人口減少、地球環境問題など

に対応し、既存のまちの再構築・再生に重点を置く

「コンパクトなまちづくり」への転換を目指し、市民・

企業・行政の協働によるまちづくりを推進します。 

  

〔都市計画課〕

①市街化調整区域地区計画

運用基準 策定中 

②コンパクトな都市構造に関

する調査 未実施 

③土地利用方針 未策定 

④都市計画マスタープランの

改定 未策定 

⑤都市計画マスタープラン改

定を受けた都市計画の決定・

変更 未実施 

①策定（平成 22 年度) 

②実施（平成 22 年度） 

③策定（平成 22 年度） 

④改定（平成 24・25 年度）

⑤実施（平成 26 年度～） 
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83 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  参加型まちづくり支援・育成事業 

  

  

まちづくりへの市民参加のさらなる機運醸成を図

るため、市民と行政の協働によるまちづくりの取組

や市民活動の状況等を掲載した広報誌やホーム

ページなどで情報提供を行います。 

また、市民の自主的なまちづくり活動を支援する

ため、まちづくり専門家の派遣やまちづくり支援補

助金の交付、まちづくりセミナーの開催などを行い

ます。 

  〔都市総務課・まちづくり総務課〕

①読者モニター登録数 41 人

②まちづくり支援補助金交付

団体数 24 団体（平成 20 年

度） 

①100 人 

②85 団体（平成 21～25 年

度累計） 

  地区計画等推進事業 

  

  

良好な市街地の環境を形成・保全するため、地

区の特性に応じた土地利用の規制・誘導を行うとと

もに、住民発意による地区計画制度の普及・啓発

を図るほか、さらなる協働によるまちづくりを推進す

るため、市民参加の制度のあり方を検討します。 

  〔都市計画課〕

地区計画決定地区数 51 地

区 
65 地区 

新  高度地区推進事業 

絆  

  

良好な住環境を守るため、市内の建築物の現況

を把握するとともに、高さの制限を行う対象地区や

高さの制限値の検討を行い、高度地区による高さ

の制限を導入します。 

  〔都市計画課〕

高度地区による高さ制限 導

入なし 

高度地区の指定（平成 24

年度末） 

  駅前・まちなかにぎわい創出事業 

  （再掲 5章 2節） 

  

商業と商店街の活性化を図るため、駅前やまち

なかに、にぎわいを創出する事業に取り組む商店

街を支援します。 

  〔商工振興課〕

①駅前事業認定団体数 3 団

体(平成 18～20 年度累計) 

②まちなかにぎわい 認定事

業 8 事業(平成 17～20 年度

累計) 

①5 団体(平成 21～25 年度

累計) 

②10 事業(平成 21～25 年

度累計) 
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84 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の整備   

  大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業 

 希 

  

大宮駅周辺地域を政令市にふさわしい都心

地区に再構築することを目的に、地域の将来

像や目指すべきまちづくりの方向性を示した

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」を策定しま

す。 

また、ビジョンの中では、地域戦略基本計画

やまちづくりのガイドラインなど具体的な施策

の検討を行います。 
  

Ｊ 

〔大宮駅東口まちづくり事務所〕

地域戦略ビジョン 策定中 
地域戦略基本計画の策定

（平成 21 年度） 

 拡 大宮駅東口都市再生プラン推進事業 

絆 希 大宮駅東口都市再生プランに基づき、駅前

広場や駅前周辺をはじめとした駅前交通の機

能強化や商業・交通・市民サービスの拠点づく

りを行うとともに、全体のまちづくりへの波及効

果が見込める快適な歩行者等ネットワークを形

成します。 

また、大宮駅東口では、いくつもの団体が地

元主体のまちづくり活動を行っており、このよう

な活動が効果的に促進されるよう積極的に支

援します。 

  

〔氷川参道対策室・大宮駅東口まちづくり事務

所〕 

①氷川参道整備事業 歩車

分離整備工事の実施 

②氷川緑道西通線の整備

街路事業の認可 

③大宮駅東口公共施設の再

編 再編に向けた検討 

④大宮駅東口駅前広場の整

備 関係権利者の交渉 

⑤大宮駅東口駅前南地区の

再開発 検討中 

⑥大門町 2 丁目中地区の再

開発 準備組合の設立 

①－1 歩行者専用道路化

に必要な側道用地の買収

着手 

①－2 参道にふさわしいま

ちづくりガイドラインの導入 

②用地取得完了（平成 24

年度末） 

③基本計画の策定（平成

22 年度末） 

④駅前広場用地の買収開

始（平成 23 年度末） 

⑤準備組合設立（平成 25

年度） 

⑥再開発組合設立（平成

24 年度末） 

  大宮駅西口整備推進事業 

 希 

  

大宮駅西口地区において、地元住民との協

働により、各地区の特性を生かしたまちづくり

に資する、実現可能な基盤整備手法の検討を

行います。 
  

Ｊ 

〔大宮駅西口まちづくり事務所〕

大宮駅西口第三地区の整備

基本計画策定に係る課題整

理 

大宮駅西口第三地区の一

部事業着手予定（地元まち

づくり団体） 

  大宮駅西口第四土地区画整理事業 

 希 

  

大宮駅西口第四地区において質の高い都

市基盤整備を図り、商業や業務、住宅など諸

機能の秩序ある集積を誘導します。 

  

Ｊ 

〔大宮駅西口まちづくり事務所〕

進捗率 34.1％ 進捗率 100％ 
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85 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の整備（続き）  

  さいたま新都心にぎわい創出事業 

 希 

  

にぎわいあふれるまちづくりに向け、まちづ

くり協議会を中心としたにぎわい創出事業や防

犯活動、また、ふれあいプラザを活動拠点とす

るバリアフリーまちづくりボランティアの活動を

支援するとともに、東西自由通路などの維持管

理を行います。 
  

Ｊ 

〔計画管理課〕

さいたま新都心まちづくり推

進協議会主催等事業への参

加者数 807,000 人 

さいたま新都心まちづくり推

進協議会主催等事業への

参加者数 880,000 人 

  さいたま新都心第８－１Ａ街区公共公益施 

絆 希 設整備事業 

  さいたま新都心第８－１Ａ街区整備事業を

促進するとともに、当街区に公共公益施設を

整備することにより、まちの更なる賑わいを創

出し、魅力あるまちづくりを進めます。 
  〔サッカープラザ準備室〕

さいたま新都心第８－１Ａ街

区の整備に係る基本協定・等

価交換協定締結 

事業関係者と協議しながら

推進 

浦和駅周辺地区の整備  

  浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業 

 希 

  

再開発事業により、商業・業務を中心とした

再開発ビルの整備、駅前広場及び都市計画

道路田島大牧線等の道路を整備し、都市防災

機能の向上、商業、業務の活性化など都市基

盤の整備を行います。 
  

Ｊ 

〔浦和駅周辺まちづくり事務所〕

推進（平成 19 年 9 月都市計

画決定） 
完了（平成 24 年度） 

  浦和駅周辺鉄道高架化事業 

 希 

  

鉄道により分断されている浦和駅周辺の東

西市街地の一体化、均衡ある発展を図るた

め、鉄道を高架化し、都市計画道路田島大牧

線をはじめとする交差道路を整備するととも

に、浦和駅を通過している湘南・新宿ラインに

ホームを新設し、池袋、新宿方面へのアクセス

向上を図ります。 
  

Ｊ 

〔鉄道高架整備課〕

①京浜東北線の高架化完了

②田島大牧線整備の一部区

間完了 

完了(平成 24 年度) 

  日進駅周辺まちづくり推進事業 

  

  

地元住民と行政との協働により、ＪＲ川越線の日

進駅北口開設に伴う駅舎の橋上化、駅前広場及

びアクセス道路等の都市基盤整備及び商店街の

活性化等を図ります。 

  〔大宮北部まちづくり事務所〕

①仮駅舎供用開始 

②自由通路・駅舎橋上工事

着手 

①②完了(平成 22 年度) 
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86 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  武蔵浦和駅周辺地区市街地再開発事業 

  

  

市街地再開発事業により、駅前広場、都市計画

道路等の都市基盤施設の整備と併せ、公共公益

施設（南区役所、図書館等）・商業施設・住宅施設

等の調和のとれたにぎわいのあるまちづくりを創出

します。 

  〔浦和西部まちづくり事務所〕

①第 1 街区 事業計画認可 

②第3街区 公共事業再評価

①B1 ブロック完成（平成 23

年度） 

  B2 ブロック完成（平成 24

年度） 

②工事完了（平成 25 年度）

美園地区の整備   

  浦和東部第一特定土地区画整理事業 

  

  

商業・業務など高次都市機能の導入を図る

とともに、地区資源である斜面林と調和した、

副都心にふさわしい魅力ある市街地を計画的

に形成します。 

  〔浦和東部まちづくり事務所〕

進捗率 26.6％ 88.7% 

  浦和東部第二特定土地区画整理事業 

  埼玉高速鉄道線、国道 463 号バイパス、埼

玉スタジアム 2002 等の恵まれた立地特性を生

かし、副都心にふさわしい魅力ある市街地を

計画的に形成するため、都市再生機構施行に

よる土地区画整理事業への支援を行います。 

  

〔浦和東部まちづくり事務所〕

進捗率 55.8% 100% 

  岩槻南部新和西特定土地区画整理事業 

  

  

副都心にふさわしい魅力ある市街地を計画

的に形成するため、都市再生機構施行による

土地区画整理事業への支援を行います。 

  〔浦和東部まちづくり事務所〕

進捗率 44.8% 100% 

新  浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業 

  

  

浦和美園駅東口駅前に市民の利便性など

を考慮した複合公共施設を整備します。 

  

Ｊ 

Ｊ 

Ｊ 

〔浦和東部まちづくり事務所〕

構想 整備完了 
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87 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

岩槻駅周辺地区の整備   

  岩槻駅西口土地区画整理事業 

  

  

岩槻駅西口の開設に合わせ、駅前広場及

び道路等の整備改善を行い、土地利用の増

進を図り商業の活性化と潤いのある住環境を

形成します。 

  

Ｊ 

〔岩槻まちづくり事務所〕

進捗率 51.3％ 72.0％ 

  江川土地区画整理事業 

  岩槻駅と東岩槻駅を中心とした岩槻区の良

好な市街地を形成します。   

〔岩槻まちづくり事務所〕

進捗率 90.0％ 96.0％ 

  南平野土地区画整理事業 

  

  

土地区画整理事業が完了している東岩槻

駅周辺地区と一体化した、良好な市街地を形

成します。 

  

Ｊ 

〔岩槻まちづくり事務所〕

進捗率 94.8％ 完了（平成 23 年度） 

新  岩槻駅舎改修事業 

  

  

岩槻駅西口の開設に合わせ、駅橋上化及

び東西自由通路の整備を行い、バリアフリー

に配慮し利便性の向上と活性化を図ります。 
  

Ｊ 

〔岩槻まちづくり事務所〕

基本構想作成（計画段階） 
工事中（平成 26 年度完成

予定） 

  指扇駅周辺まちづくり推進事業 

  

  

駅へのアクセス道路及び駅北口広場を整備し、

駅橋上化を実現することで、駅利用者の利便性の

向上を図ります。 

  〔指扇まちづくり事務所〕

事業中 完了 

  西大宮駅周辺まちづくり推進事業 

  

  

新たな人口集積の見込まれる当地区に市内交

通ネットワークの充実及び住民の利便性向上を図

るため、土地区画整理事業への支援を行うととも

に、西大宮駅周辺の交通課題を改善します。 

  〔指扇まちづくり事務所〕

①西大宮駅開業（平成21年3

月） 

②大宮西部特定土地区画整

理事業進捗率 44％ 

①②大宮西部特定土地区

画整理事業進捗率 100％
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88 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 災害に強い都市づくり推進事業（再掲 6章 1節） 

 希 

  

災害に強い都市づくりのため、大規模な盛土造

成地の有無の把握や防火地域・準防火地域の指

定を推進します。 

また、震災後の円滑かつ迅速な復旧を図るため

の震災復興都市計画策定に至る行動指針を定め

ます。 

  〔開発調整課・都市計画課〕

①大規模盛土造成地変動予

測調査計画策定中 

②防火地域・準防火地域指

定面積 防火地域 約 245ｈａ

    準防火地域 約 953ｈａ

③震災復興都市計画行動指

針 調査・検討 

①市内全域（平成 22 年度）

②約 1,300ｈａ 

③震災復興まちづくりに関

する市民周知 

  土地区画整理事業 

  

  

土地区画整理事業により、良好な市街地の形成

を進めます。 

 

・丸ヶ崎、大間木水深特定、大門第二特定、土

呂農住特定、風渡野南特定、蓮沼下特定、大門

上・下野田特定、台・一ノ久保特定、大和田特定、

内谷・会ノ谷特定、大谷口・太田窪、中川第一特

定、七里駅北側特定、中尾不動谷・駒前、三室南

宿、島町西部 

・指扇 

・与野駅西口 

・南与野駅西口 

・東浦和第二 

  
〔区画整理支援課・指扇まちづくり事務所・東浦和

まちづくり事務所・与野まちづくり事務所〕 

事業中 一部完成 

  長期未着手地区まちづくり推進事業 

  

  

土地区画整理事業の長期未着手地区の解消を

目指し、地区の特性に応じて都市計画の見直しや

都市基盤整備の推進等に向けた計画づくりに取り

組みます。 

また、土地区画整理事業が必要な地区につい

ては、引き続き事業化に向け、地元啓発等を進め

ます。 

 

・辻・南浦和第三・東浦和・大門・南部・内野本

郷・西浦和第一・大門下野田 

  〔まちづくり総務課・浦和西部まちづくり事務所〕

まちづくり施策方針検討 1 地

区 
長期未着手の解消 2 地区
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89 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

第２節 総合交通体系の確立 

■施策体系 

 

(1)交通ネットワークの整備方針の確立 

(2)幹線道路の整備   ①道路網の計画的な整備 

      ②道路環境の向上 

(3)生活道路の整備 

(4)公共交通網の充実   ①鉄道輸送サービスの充実 

      ②バス輸送サービスの充実 

      ③交通機関の乗り継ぎの利便性向上 

      ④駐車場・自転車駐車場の整備 

(5)新たな交通施策の推進   ①交通需要マネジメントの推進 

      ②環境にやさしい自転車の利用環境の整備 

 

■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 都市計画道路整備率 41％→44％ 

・ 西大宮駅の開業（平成 20 年度）、市内鉄道 7 駅にエレベーターを設置 

・ 路線バス・コミュニティバス利用者数 13.8 万人/日→14.8 万人、コミュニティバス新路線を北区（平成

17 年度）、岩槻区（平成 18 年度）に開設し、全 6 路線で圧縮天然ガス（CNG）を燃料とするバスを導入 

  

■新実施計画における施策の方向性 
① 安全かつ円滑な交通環境の実現に向けて、幹線道路網の整備を進めます。 

② 暮らしに身近な道路の安全性・快適性を高めます。 

③ 公共交通の利便性を高めるなど、環境にやさしい交通体系の確立に向けて取り組みます。 

 

総合交通体系の確立
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90 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  総合都市交通体系の確立 

 希 

  

過度に車に依存しない交通体系の確立に向

け、公共交通機関をはじめとした各種交通手段の

役割分担を明確にした計画の策定やこれに基づく

交通施策を実施します。 

  〔交通企画課〕

東京都市圏パーソントリップ

調査（平成 20 年度） 

都市交通戦略策定・新交

通システム等検討調査 

   公共交通（東西交通大宮ルート等）ネットワー 

  ク検討事業 

  

公共交通ネットワーク基本計画に基づき、東西

交通大宮ルートや、都心間の移動を補完する新た

な交通システム導入の可能性を検討します。 

  〔交通企画課〕

新交通システム等検討調査

（平成 20 年度） 

都市交通戦略策定・新交

通システム等検討調査 
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91 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  道路及び街路整備事業 

  

  

１ 道路整備マネジメント 

効果的かつ効率的な道路整備を進めるために

道路整備計画の更新及び必要な調査を行いま

す。 

２ 広域幹線道路整備 

広域的な移動に資する幹線道路について、効

率的かつ効果的に整備を推進し、広域交通ネット

ワークの形成を図ります。 

○整備路線 

道場三室線／さいたま鴻巣線バイパス／一般国

道 122 号蓮田岩槻バイパス／一般国道 463 号越

谷浦和バイパス 

○国直轄道路 

一般国道 16 号・17 号・298 号 

３ 市内幹線道路整備 

市内幹線道路網の整備を推進します。 

○整備路線 

岩槻駅東口駅前通り線／岩槻中央通り線／三

橋中央通線／加茂宮広路線／県道東門前蓮田

線／岩槻駅西口駅前通り線／南大通東線／大宮

岩槻線／中山道／産業道路／与野東口三室線

／東浦和駅北通り線／田島大牧線／町谷本太線

／与野中央通り線／本町通り線／西口広路線／

県道大谷本郷さいたま線／県道新方須賀さいたま

線／市道 10052 号線／市道 10832 号線／市道

20868 号線／市道 22435 号線／市道 32223 号線

／市道 32462 号線／市道 2060 号線／市道 B 第

503 号線／市道 B 第 292 号線／市道 B 第 486 号

線／市道 B 第 482 号線／美園 3 号線／与野駅東

口駅前広場／市道イワ 124 号線／市道 20651 号

線／御蔵中央通線他 

  〔道路計画課〕

都市計画道路整備率 44% 48% 

新  都市計画道路見直し事業 

絆  

  

長期未着手となっている都市計画道路につい

て、事業実現性や将来の土地利用との整合の視

点等から必要性を再検証し、効率的な道路ネットワ

ークを再構築します。 

  〔都市施設課〕

検討 
見直しの実施（平成 24 年

度末） 
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92 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  高速埼玉中央道路整備促進事業 

  

  

高速埼玉中央道路の与野ジャンクション以北の

整備を促進します。 

  〔道路計画課〕

促進 促進 

  低騒音舗装事業 

  

  

騒音が環境基準を超えている幹線道路におい

て、沿道の生活環境の保全を図るため、低騒音舗

装を実施します。 

  〔道路環境課〕

低騒音舗装施工延長 0.8km 4.0km 

  橋りょう架替整備事業 

  

  

河川改修や道路拡幅により架替が必要となった

橋りょうについて、順次架替工事を実施します。 

 

（河川改修に伴う橋りょうの架替） 

一般国道 463 号畷橋架替工事／一般国道 463

号念仏橋架替工事／県道新方須賀さいたま線中

野橋架替工事／幹線市道 1 級 72 号学校橋架替

工事／市道 22431 号線稲荷岸橋架替工事 

  〔道路環境課〕

整備橋りょう数 0 橋 4 橋 

   橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業 

  （再掲 6章 1節） 

  

埼玉県緊急輸送道路上に架かる橋りょうや重要

路線や鉄道を跨ぐ跨道橋・跨線橋について、重点

的、計画的に橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対

策を実施し、道路ネットワークを確保します。 

  〔道路環境課〕

耐震補強を実施した橋りょう

数 24 橋 
29 橋 

   橋りょう長寿命化修繕事業 

  

  

市管理橋りょうの架替及び長寿命化のための補

修を計画的、効果的に行えるよう橋りょうの現況診

断（点検）を実施し、アセットマネジメントの手法を

用いた橋りょう維持管理計画を策定するとともに、

計画に沿った橋りょうの補修、補強、架替工事を順

次実施します。 

  〔道路環境課〕

維持管理計画に基づき補修、

補強工事を実施した橋りょう

数 1 橋 

16 橋 

   踏切構造改良事業（再掲 6章 2節） 

  

  

踏切事故の防止や慢性的な交通渋滞などを解

消し道路交通の円滑化を図るため、交通安全上危

険な狭小踏切の拡幅を実施します。 

  〔道路環境課〕

踏切改良箇所数 － 
4 か所（平成 21～25 年度累

計） 
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93 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

   歩道等整備事業（再掲 6章 2節） 

  

  

自動車や自転車、歩行者の交通量が多く、通行

に危険な路線や学童の通学路となっている区間に

ついて、歩道等整備に関する計画を策定し、整備

を実施します。 

  〔道路環境課〕

推進 推進 

   交通渋滞解消事業（さいたまの道スムーズプラ 

  ン）（再掲 6章 2節） 

  

交通渋滞を解消するため、道路の拡幅を伴わな

い暫定右折レーンの整備により、効果的な渋滞解

消を早期に図ります。 

  〔道路環境課〕

事業中 推進 

  道路美装化・電線類地中化等推進事業 

  （再掲 1章 3節） 

  

都市景観の向上や歩行空間のバリアフリー化、

防災対策、良好な住環境の形成、歴史的な街並

み保全などの観点から、既存道路の美装化や電

線類の地中化を推進するともに、道路の里親制

度、街路樹剪定事業を推進します。 

  〔道路環境課〕

推進 推進 

   暮らしの道路・スマイルロード整備事業 

絆  

  

沿線住民の意見や要望に基づき、道路の排水

能力の向上や歩行空間の確保、舗装の再整備、4

ｍ未満の狭い道路の道路後退用地の寄附による

拡幅整備など道路環境の改善につながる整備工

事を行います。 

  〔道路環境課〕

整備件数 100 件/年 
480件（平成21～24年度累

計） 

   埼玉高速鉄道（地下鉄７号線）延伸促進事業 

絆 希 

  

浦和美園～岩槻までの延伸について、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、

平成 24 年度までに事業着手となる諸手続きに入る

ことを目標に、埼玉県と共同で取り組んでいきま

す。 

また、県及び沿線自治体とともに埼玉高速鉄道

㈱に対して財政支援を行い、経営の安定化を図り

ます。 

  〔地下鉄 7 号線延伸対策課〕

①事業化へ向けた検討 

②埼玉高速鉄道線の１日当

たりの利用者数 83,800 人 

①事業中（鉄道事業者） 

②91,000 人（平成 21 年度）
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94 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  拡 市内路線バス・コミュニティバス整備事業 

絆 希 

  

市民に身近な公共交通網の整備を図るため、ノ

ンステップバスの導入など、路線バスの利用促進

を図ります。 

また、交通空白地区や交通不便地区をさらに解

消するため、外部の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」のなかで、持続

可能な交通手段や導入・改善等のスキーム構築に

ついて検討します。 

  〔交通企画課〕

① 路 線 バ ス 利 用 者 数

150,000 人／日 

② ｺ ﾐ ｭ ﾆ ﾃ ｨ ﾊ ﾞ ｽ 利 用 者 数

215,000 人／年 

③検討委員会での検討結果

－ 

①160,000 人／日 

②250,000 人／年 

③公表（平成 22 年度末） 

  交通バリアフリー推進事業 

 希 （再掲 2章 1節・4章 1節）
  さいたま市交通バリアフリー基本構想に基づき、

交通バリアフリー法の目標年次である平成 22 年末

を目指し、高齢者や身体障害者等の移動の円滑

化を図るため、鉄道駅を中心とした徒歩圏内にお

けるバリアフリー化を推進するとともに、市民等が

バリアフリーに関する理解を深めるための事業を実

施します。 
  〔交通企画課〕

①鉄道駅エレベーター未整

備駅（バリアフリー新法対象

駅 (駅舎の橋上化事業等は

除く)） 

改札内：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅）、東武線

（七里駅） 

改札外：JR 線（東大宮駅、北

浦和駅、南浦和駅） 

②さいたま市交通バリアフリ

ー専門部会における各特定

事業の進行管理 推進 

③バリアフリー新法に基づく

基本構想見直し ― 

①整備促進 

②各特定事業の進行管理 

③基本構想の見直し調査 

   駅前広場改修事業 

  

  

駅前広場の混雑緩和と利便性の向上のため、

大宮駅西口等の駅前広場において、バリアフリー

新法などを踏まえ駅前広場の改修を行います。 

  〔道路環境課〕

大宮駅西口駅前広場 設計 完了（平成 23 年度） 

   駐車場・自転車駐車場整備事業 

 希 

  

市内の健全な交通環境の確保に向け、民間との

役割分担による、駐車場、自転車駐車場の整備を

推進します。 

  〔都市施設課〕

整備中（市営自転車駐車場） 3 か所整備 
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第３節 市街地内の緑の空間づくり 

■施策体系 

 

(1)緑化の推進    ①公共空間の緑化 

      ②民有地の緑化 

      ③緑化重点地区の指定 

      ④市民活動の支援 

(2)公園・緑地の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ さいたま市公共施設緑化マニュアルの策定（平成 17 年度） 

・ 建築物緑化推進制度の創設（平成 19 年度）、建築物緑化助成事業の実施（平成 20 年度～） 

・ 緑化重点地区内に「先導地区」の設定（平成 18 年度） 

・ 秋葉の森総合公園（一部）などの新規公園 68 か所、約 32.54ha（拡張を含む）の開設 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 市民や事業者との協働により、緑を創り育てます。 

② 市民の憩いやレクリエーションの場となる公園の計画的な整備を進めます。 

市街地内の緑の空間づくり 
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■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  緑の核づくり公園整備事業（再掲 1章 2節） 

絆 希 

  

都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不

足する地域を重点に、歩いて行ける身近な公園の

整備を進め、市民一人当たりの都市公園面積 10

㎡を目指します。 

  〔都市公園課〕

身近な公園整備率 79.7% 88.2% 

  与野中央公園整備事業 

  

  

市街地における緑に囲まれた市民の運動の場

や、広域避難場所ともなる総合公園を整備します。

  〔都市公園課〕

事業中 

東側部分一部開設済 

他暫定利用として一部供用開

始 

事業中 

東側部分一部開設済 

他暫定利用として一部供用

開始 

  秋葉の森総合公園整備事業（再掲 3章 3節） 

  

  

緑に囲まれた良好な自然環境の中で、気軽にス

ポーツやレジャー、自然とふれあう活動などが楽し

める施設を整備します。 

  〔都市公園課〕

北側ゾーン一部開設 

北側ゾーン開設済 

南側ゾーンについては事

業中 

緑化の推進   

 拡 芝生化推進事業（再掲 1章 2節） 

絆 希 

  

身近な緑を増やすため、公園、学校、公立

保育園の芝生化を進めます。 

また、学校や公立保育園の芝生の管理に当

たっては、市民との協働や民間企業からの技

術支援など地域社会との連携による維持管理

システムを構築します。 

  

Ｊ 

〔都市公園課・学校施設課・保育環境整備室〕

①芝生のある公園数 12 か所

②芝生化された学校数 6 校

③芝生化された公立保育園

数 － 

④地域社会との連携による芝

生維持管理システム 未構築

①26 か所（各区 2 か所以

上）（平成 24 年度末） 

②20校(各区2校）（平成24

年度末） 

③62 園(平成 24 年度末） 

④構築（平成 22 年度末） 

  緑のカーテン事業（再掲 1章 2節） 

絆 希 

  

身近な緑を増やすため、学校、身近な公共

施設、一般家庭での緑のカーテンの取組を推

進します。 

  〔みどり推進課・学校施設課〕

①緑のカーテン事業実施校

数 4 校 

②緑のカーテン事業を実施

する公共施設数 40 か所 

③緑のカーテン事業に取り組

む家庭数 － 

①166 校（平成 24 年度末）

②100 か所（平成 24 年度

末） 

③2,000 家庭（平成 24 年度

末） 

  公共施設緑化事業（再掲 1章 2節） 

絆 希 

  

公共施設の屋上緑化・壁面緑化を推進する

とともに、未利用市有地のうち適切な場所の緑

地化を実施します。 

  〔みどり推進課・用地管財課〕

①屋上緑化・壁面緑化を施し

た公共施設数 27 か所 

②未 利 用市 有 地の 緑 地 化

－ 

①35 か所以上（平成 24 年

度末） 

②実施（平成 24 年度末） 
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新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

緑化の推進(続き)   

  民有地・民間建築物緑化事業 

絆 希 （再掲 1章 2節）
  民有地や民間建築物の緑化推進を図るた

め、生け垣設置助成や建築物緑化助成事業

を行います。 

なお、建築物緑化助成事業は、助成対象地

区を拡大するなど、制度の拡充を行います。 

  〔みどり推進課〕

① 生 け 垣 設 置 助 成 数 累 計

140 件 

②建築物緑化助成事業により

創出された緑化面積 138 ㎡

①340 件 

②1,538 ㎡（平成 24 年度

末） 

新  花と緑のまちづくり推進事業 

絆 希 （再掲 1章 2節・7章 3節）
  市内全ての駅・駅周辺及び主要な観光スポ

ットなどを区民と協働して「花と緑」でいっぱい

にします。また、全区役所において、緑化推進

のシンボルフラワーとなる「区の花」を制定しま

す。 

  〔区政推進課〕

①事業を開始した区の数 0

区 

②区の花を制定した区の数

1 区（見沼区） 

①10 区（平成 23 年度） 

②10 区（平成 23 年度） 
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第４節 高度情報化社会に対応した基盤の整備 

■施策体系 

 

(1)情報教育・情報学習の充実 

(2)IT 活用の支援                  ①地域住民の IT 活用の支援 

②IT を活用した企業活動の支援 

③情報通信ネットワークの環境整備 

(3)電子市役所の構築 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 普通教室などに LAN を整備した校数 0校→65 校 

・ さいたまコールセンターの開設（平成 19 年度） 

・ 電子文書管理システム（平成 17年度）、電子入札（平成 17 年度）、行政情報検索システム（平

成 19 年度）の導入 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 学校における情報教育を充実します。 

② 市民の IT 活用を支援します。 

③ IT を活用して、行政運営の高度化・効率化、市民サービスの向上に取り組みます。 

 

高度情報化社会に対応した基盤の整備 
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99 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  教育情報ネットワーク推進事業（再掲 3章 1節） 

  

  

市立小・中・特別支援学校に校内 LAN を整備

し、普通教室等におけるコンピュータを利活用した

授業を実施し、児童生徒の情報活用能力を育成

するとともに、市立小・中学校の図書館コンピュー

タの活用を推進します。 

  〔教育研究所〕

①普通教室等 LAN 整備 65

校で活用 

②図書館コンピュータ 全校

で活用 

①②全校で活用（①は平

成 23 年度完了予定） 

新  メディアリテラシー教育推進事業 

絆  （再掲 3章 1節） 

  

携帯電話等の安全な使い方に詳しい講師をアド

バイザーとして委嘱する「携帯・ネットアドバイザー

制度」を創設し、児童生徒・保護者・地域・教職員

を対象とした「携帯・インターネット安全教室」を全

市立小・中・特別支援学校で実施します。 

また、ネットの匿名性を悪用した誹謗中傷等を防

ぐため「学校非公式サイト」などを継続的に監視し

ます。 

  〔教育研究所〕

①携帯・ネットアドバイザー制

度 未創設 

②携帯・インターネット安全教

室 未実施 

③学校非公式サイト監視 未

実施  

①創設（平成 22 年度末） 

②全市立小・中・特別支援

学校で実施（平成 23 年度

末） 

③実施 

  地域 IT人材育成事業 

  

  

だれもが、簡単･便利にＩＴによる恩恵を受けら

れ、また、ＩＴの活用による地域活力向上を図るた

め、地域ＩＴ人材の育成を図るなど、市民間の情報

格差解消に向けた取組を進めます。 

  〔情報政策課〕

地域人材育 成研修受 講 者

200 人 

1,000 人（平成 21～25 年度

累計） 

  電子市役所構築推進事業 

絆  

  

情報システムの効率的な活用を進めるとともに、

業務の電子化を進め、市の保有する情報の提供

や共有、電子入札、設計図書の提出、その他申

請･届出などができる電子市役所を構築及び推進

します。 

  

〔情報政策課〕

①電子申請・施設予約システ

ムなどのオンラインシステム利

用率 48％ 

②契約課発注工事の電子入

札実施 約 50％・500 件 

③建設部門における設計図

書の電子配布及び成果品の

電子納品の仕組み 検討中 

④基幹系システム再構築 推

進 

⑤「第 2 次情報化計画及びア

クション・プラン」運用中 

①50％以上（平成 22 年度）

②本格実施（平成 21 年度

以降） 

③電子納品の対象となる業

務 委 託 及 び 工 事 に つ い

て、電子配布・電子納品率

100％ 

④完了（平成 22 年度末） 

⑤「第 3 次情報化計画及び

アクション・プラン」策定（平

成 22 年度） 
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第５章 産業・経済の分野 

 
 施策展開の方向（基本構想より） 
 

産業の活力を高め、躍動する都市づくりを 

進める 

 

多様な業務機能の集積を図るなど、都市機

能の高度化を進め、自立都市づくりに取り組

みます。 

産学官連携、異業種交流などを通じた人や

情報のネットワークづくりを促進し、地域産

業の育成を図るとともに、市内企業・事業所

活動の活性化に取り組みます。 

起業の支援や NGO・NPO 活動の活性化など

により、都市型生活関連産業や情報・環境関

連産業、コミュニティビジネスなどの新しい

産業の創造に積極的に取り組みます。 

人々が集い、出会い、買い物を楽しめる憩

いと賑わいの空間を創出するとともに、時代

の変化に対応できるよう商業・サービス業の

振興を支援します。また、地域資源を活用し

ながら、魅力ある観光の振興を図ります。 

農業の多面的な機能を重視しながら、市内

に残された優良農地の維持を図り、都市農業

の活性化に取り組みます。 

ライフスタイルに応じた多様な就業機会

の創出、雇用促進の支援を図ります。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)新しい生活産業の育成 

(2)高度な業務機能の集積 

(3)世界に挑戦する創造型産業づくり 

 (5)社会保障の充実 

(1)商業・サービス業の振興 

(2)中小企業の活性化の支援 

(3)観光の振興 

(4)農業の多面的な振興 

(5)地域社会に対する貢献と調和の支援 

 

(1)人・情報のネットワークづくり 

(2)起業・創業に対する支援 

(3)就業の促進 

(4)勤労者福祉の充実 

(5)支援体制の整備 

第１節 次代を牽引する新しい産業の育成

第２節 生活関連産業の振興 

第３節 産業活動の活性化の環境づくり
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第１節 次代を牽引する新しい産業の育成 

■施策体系 

 

(1)新しい生活産業の育成    

(2)高度な業務機能の集積  

(3)世界に挑戦する創造型産業づくり 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ ニュービジネス大賞（平成 17 年度～）、さいたま市テクニカルブランド企業認証事業（平成 20 年度～）

の実施 

・ 企業誘致活動による 54 社（外国・外資系企業 10 社を含む）の企業立地 

・ 国際ビジネスサポートセンターと連携した外国・外資系企業の誘致や市内企業の海外取引支援の実

施 

 
■新実施計画における施策の方向性 

① 本市の中核を担う企業を育成します。 

② 国内外企業の誘致を進めます。 

③ 市内企業の海外進出を支援します。 

 

次代を牽引する新しい産業の育成
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102 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  地域資源活性推進事業 

 希 

  

企業や団体等との協働により、地域資源の活用

による商品・サービス等の創出及びプロモーション

に関する研究を進め、産業分野における「さいたま

市ブランド」の構築に向けた取組を推進します。 

また、鉄道やサッカー、伝統産業などの地域資

源を広く情報発信します。 

  〔経済政策課〕

①さいたま市ブランド構築戦

略提案型モデル事業 検討 

②さいたま市けんてー事業

実施 

①②推進 

 拡 産学官連携推進による技術革新・新産業創出事 

絆 希 業（再掲 5章 3節） 

  

産学連携支援センター埼玉を活用し、コーディ

ネーターによる企業間又は大学等との研究機関の

マッチングを促進するとともに、産学連携をテーマ

とする研修会・講演会などを実施することにより、市

内における新産業の創出、基盤技術産業等の育

成を図ります。 

また、金融機関による研究資金融資の円滑化を

図るため、大学や公的研究機関の研究員などが、

企業の商品技術・市場の目利きサポートを実施す

るとともに、産学連携によるイノベーション(技術革

新）の継続的創出が図られる仕組みを構築しま

す。 

  〔産業展開推進課〕

①企業と大学等研究機関との

マッチング件数 36 件 

②産学連携によるイノベーシ

ョンの継続的創出が図られる

仕組み － 

①150件（平成21～25年度

累計） 

②構築（平成 23 年度末） 

  テクニカルブランド企業認証事業 

絆 希 

  

市内研究開発型企業の競争力向上及び本市産

業全体のイメージアップを図るため、独創性、革新

性に優れた技術を持つ研究開発型企業を認証し、

積極的な広報活動を行うとともに競争力向上のた

めの支援を行います。 

認証企業数 13 社 35 社(平成 24 年度末） 

  〔産業展開推進課〕   

 拡 戦略的企業誘致推進事業 

絆 希 

  

産業経済の活性化、新たな雇用機会の創出な

どのため、関係機関と連携し、情報発信、企業発

掘活動、立地支援等を行い、戦略的に企業誘致を

行います。 

また、平成 21 年度中に産業集積拠点の基礎調

査を実施し、その後、将来にわたる雇用機会の創

出に向けた戦略的な企業誘致施策を検討します。

立地件数(外国・外資系企業

を含む)  

16 社（平成 20 年度単年） 

56 社（平成 20～24 年度累

計） 

  〔産業展開推進課〕   
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103 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  企業活動の国際化推進事業 

  

  

埼玉国際ビジネスサポートセンターと連携し、外

国・外資系企業誘致や市内企業の海外取引支援

を行います。 

  〔産業展開推進課〕

①立地件数（国内企業と合わ

せて） 16 社(平成 20 年度単

年) 

②市内企業の海外取引支援

推進 

①56 社(平成 20～24 年度

累計) 

②推進 

 拡 コミュニティビジネス支援事業 

絆  

  

コミュニティビジネスの育成を図るため、地域密

着型事業活動提案モデル事業を実施し、ノウハウ

の蓄積や及び支援制度の研究を行い、コミュニテ

ィビジネスの支援に向けた制度を創設します。 

また、コミュニティビジネス起業希望者のための

セミナーを開催するとともに、専門家相談会の充実

やコミュニティビジネス賞の PR 強化を図ります。 

  〔経済政策課・産業展開推進課〕

①コミュニティビジネス育成の

ための新たな支援制度 検討

②さいたま市ニュービジネス

大賞コミュニティビジネス賞に

係る累積応募件数 31 件 

①構築（平成 23 年度末） 

②100件（平成24年度末累

積） 

  商工見本市開催事業（再掲 5章 3節） 
  

  

本市を拠点として積極的に事業展開を行う企業

等の受発注の拡大や新規市場の開拓を促進する

ため、その製品や技術等を広く市内外にＰＲする

商工見本市を開催します。 

  〔商工振興課〕

来場者数 32,000 人（平成 20

年度単年） 

200,000 人(平成 21～25 年

度累計) 
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第２節 生活関連産業の振興 

■施策体系 

 

(1)商業・サービス業の振興             
 
 
(2)中小企業の活性化の支援            
 
(3)観光の振興 
(4)農業の多面的な振興               
 
 
 
(5)地域社会に対する貢献と             

調和の支援                     
 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 国際会議(100 人以上）の誘致件数 13 件、国内会議(500 人以上）の誘致件数 93 件 

・ 経営革新のための専門家派遣数 27 社、経営革新計画承認企業 9 社（平成 19 年度） 

・ 観光大使の委嘱及び半日観光ルートの策定（平成 20 年度）、鉄道博物館の開館（平成 19 年度） 

・ 農情報ガイドブックの作成（平成 17 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 地域特性に応じた商店街の活性化など、商業の振興に取り組みます。 

② 中小企業の安定的な経営を支えます。 

③ 本市の特徴ある資源を活用し、観光を振興します。 

④ 地産地消を進めるなど、都市農業の振興に取り組みます。 

 

生活関連産業の振興

①魅力ある商業地区の形成 
②商店街（会）の活性化 
③卸売市場の活性化 
①経営基盤の強化 
②社会的課題への対応の支援 
 
①優良農地の確保と生産基盤の整備 
②担い手の確保・育成 
③地産地消の推進と環境保全型農業の展開 

④市民と農業とのふれあい 

①企業の社会貢献活動の支援 
②地域社会との調和の支援 
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105 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 魅力ある商店創出事業 

  

  

意欲ある個店に対し、重点的な経営支援等を行

うことにより、魅力ある個店の創出を図るとともに、

それらを起爆剤とした商店街への顧客誘導を図

り、地域特性に応じた商店街の活性化を図ります。

  〔経済政策課〕

商店街個店バリューアップ事

業 検討 
推進 

  駅前・まちなかにぎわい創出事業 

  （再掲 4章 1節） 

  

商業と商店街の活性化を図るため、駅前やまち

なかに、にぎわいを創出する事業に取り組む商店

街を支援します。 

  〔商工振興課〕

①駅前事業認定団体数 3 団

体(平成 18～20 年度累計) 

②まちなかにぎわい 認定事

業 8 事業(平成 17～20 年度

累計) 

①5 団体(平成 21～25 年度

累計) 

②10 事業(平成 21～25 年

度累計) 

新  ものづくり産業活性化支援事業 

絆 希 

  

本市製造業の多数を占め、金型、切削、めっき

等「ものづくり」の基盤技術を担う中小製造業にお

ける安定的受注機会を確保するため、保有技術や

主要取引先に関する情報を収集し、大手製造業

や各地の産業支援機関等に向けて発信します。 

また、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

な支援制度を確立します。 

  〔経済政策課〕

①ものづくりデータブックの作

成・配布 検討 

②新たな支援制度 検討 

①実施（平成 22 年度末） 

②創設（平成 23 年度末） 

 拡 中小企業支援事業（再掲 5章 3節） 

絆  

  

市内中小企業者、創業者を対象にさいたま市産

業創造財団を中心として、相談・助言、人材育成、

情報提供、調査分析、資金供給等の各種支援事

業を展開することにより、市内中小企業者等の経

営基盤の強化及び経営の革新を図ります。 

また、研究開発を実施する市内中小企業等へ

の新たな融資制度を創設します。 

  〔産業展開推進課〕

①経営革新のための専門家

派遣 27 社 

②経営革新計画承認企業数

9 社 

③既存融資制度の見直し －

④中小企業等への新たな融

資制度 － 

①125 社(平成 21～25 年度

累計) 

②45 社(平成 21～25 年度

累計) 

③見直し・条件緩和（平成

22 年度末） 

④創設（平成 23 年度末） 

  コンベンション推進事業（再掲 7章 1節） 

 希 

  

地域経済の活性化や国際化を図るため、関係

団体と連携して国内外のコンベンションの誘致を

図ります。 

  〔国際課〕

①国際会議（100 人以上）の

誘致 2（平成 20 年度単年） 

②国内会議（500 人以上）の

誘致 23（平成 20 年度単年）

①１7（平成 21～25 年度累

計） 

②170（平成 21～25 年度累

計） 

  咲いたまつり事業（再掲 7章 3節） 

 希 

  

本市の魅力を全国に発信し、観光客を拡大する

とともに、市民の交流・融和を図るため、咲いたま

つりを毎年開催します。 

  〔観光政策課〕

来遊者数 41 万人（平成 20

年度単年） 

来遊者数 150 万人以上

（平成 21～25 年度累計） 
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106 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  盆栽文化振興事業（再掲 3章 4節） 

 希 

  

世界に誇る盆栽文化を広く国内外に発信する盆

栽関連施設を整備するとともに、盆栽文化の振興

を図ります。 

  
〔文化施設建設準備室・文化振興課〕

①盆栽関連施設 整備中 

②盆栽関連施設で実施する

展示事業、教育普及事業、情

報発信事業などの各種事業

の計画 

①大宮盆栽美術館の開館

（平成 21 年度） 

②所蔵品等の調査・研究、

特別展・企画展の開催、講

演会・講座の実施、盆栽文

化情報の発信 

  （仮称）岩槻人形会館整備事業（再掲 3章 4節） 

 希 

  

本市の特色ある文化資源である人形文化を広く

国内外に発信するとともに、文化振興や産業振

興、観光振興にも寄与する拠点施設として（仮称）

岩槻人形会館を整備します。 

  〔文化施設建設準備室〕

施設基本設計 開館（平成 24 年度） 

   伝統産業活性化事業 

  

  

地域文化の継承、地域経済の活性化を図るた

め、伝統産業及び伝統産業事業所の指定を行

い、市内外へのＰＲ、後継者育成、新たな市場開

拓等の支援を推進します。 

  〔商工振興課〕

伝統産業指定事業所数 97 140 

   地産地消事業 

  

  

農産物を市内で生産消費する仕組みを整備す

るとともに、消費者に安全・安心な農産物を供給す

るため、生産者に対し、エコファーマーへの転換や

特別栽培農産物の生産等を促します。 

また、市内の特色ある農産物を原料とした加工

品を開発し、市のブランドとして育てます。 

  〔農業政策課〕

①特別栽培農産物数 209 件

②エコファーマー 196 件 

③商品開発数 0 件 

①250 件 

②235 件 

③5 件 

 拡 教育ファーム・市民農園整備事業 

絆  （再掲 3章 1節） 

  

児童が農業を体験できる学校教育ファームや市

民が自然に親しみながら農業を体験できる市民農

園を整備します。 

  
〔健康教育課・農業政策課・みどり推進課・農業振

興課〕 

①学校教育ファーム実施校

数 18 校（見沼田んぼ内実施

校小学校 4 校） 

②市民農園数 40 か所（見沼

田んぼ内市民農園数 3 か

所） 

①全小中学校（小学校 102

校、中学校 57 校）（見沼田

んぼ内実施校小学校 30

校、中学校 20 校） 

②72 か所（見沼田んぼ内 9

か所） 

①②は平成 24 年度末 

   農業生産基盤整備推進事業 

  

  

農業生産の向上、農産物の品質向上及び維持

管理費の削減等を通じて農家経営の安定を図るた

め、指扇北土地改良区内の農地のほ場整備（区画

整理）や道水路の基盤整備を行います。 

  〔農業環境整備課〕

①指扇北土地改良事業ほ場

整 備 進 捗 率 ( 決 算 ベ ー ス )

96.3％ 

②指扇北土地改良事業道路

舗装実施進捗率 ─ 

①100％ 

②100％ 
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107 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  拡 都市農業担い手育成事業 

絆  

  

都市農業の充実を図るため、農業後継者の育

成や地域の担い手を認定農業者として育成し、農

業経営規模の拡大を図るとともに、農業の多面的

機能を活用した市民とのネットワークづくりなど、農

業理解を深め、特色ある都市農業の振興を図りま

す。 

また、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を策定するとともに、就農に

向けた情報発信や経営講習会・就農ガイダンスの

実施、ファーマーズマーケットの整備や農業生産

法人など営農組織化の支援を行います。 

  〔農業政策課〕

①認定農業者数 １68 人 

②実施方針 未策定 

③新規農業者数 － 

①180 人 

②策定（平成 23 年度末） 

③年間 20 人（平成 24 年

度） 

  拡 観光資源の充実・整備事業 

絆 希 

  

本市の観光資源の魅力を市の内外に広く発信

するため、半日観光ルートマップ作成や「さいたま

観光大使」などによるＰＲを推進するとともに、観光

案内の拠点となる観光案内所の充実、観光客の移

動手段の開発を図ります。 

また、新たな観光客を獲得するため、積極的な

プロモーション活動を行うとともに、スポーツコミッシ

ョンを創設します。 

  〔観光政策課〕

①本市への年間入込観光客

数 2,199 万人（平成 20 年度）

②スポーツコミッション － 

①2,477 万人（平成 24 年

度） 

②創設（平成 23 年度末） 

新  CSR 活動促進事業 

絆  

  

企業が地域社会の一員として、ルールを守り、

地域社会の持続的発展に貢献しながら、企業活動

を続けていく CSR 活動を促進します。 

  
〔経済政策課〕

①市ホームページによる CSR

活動 検討 

②市内企業を対象とした CSR

セミナー 検討 

③本市独自の CSR 活動認証

制度 － 

①公表（平成 23 年度末） 

②開催（平成 22 年度末） 

③創設（平成 23 年度末） 
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第３節 産業活動の活性化の環境づくり 

■施策体系 

 

(1)人・情報のネットワークづくり 

(2)起業・創業に対する支援 

(3)就業の促進    ①人材の育成 

      ②就業機会の確保 

(4)勤労者福祉の充実 

(5)支援体制の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 埼玉県との共同による産学連携支援センター埼玉の設置（平成 18 年度） 

・ 伝統産業 3 件、伝統産業指定事業所 97 事業所の指定（平成 20 年度） 

・ 養護学校などの卒業生の就労率 25％→43％ 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 産学官連携をはじめとする企業と産業支援人材のネットワーク化を推進します。 

② さいたま市産業創造財団を中心に、産業支援機能の強化・充実を図り、起業家や中小企業などが

事業を進めやすい環境の整備に努めます。 

③ 就業の促進を図るとともに、だれもが働きやすい環境づくりを支援します。 

 

産業活動の活性化の環境づくり 
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109 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 産学官連携推進による技術革新・新産業創出事 

絆 希 業（再掲 5章 1節） 

  

産学連携支援センター埼玉を活用し、コーディ

ネーターによる企業間又は大学等との研究機関の

マッチングを促進するとともに、産学連携をテーマ

とする研修会・講演会などを実施することにより、市

内における新産業の創出、基盤技術産業等の育

成を図ります。 

また、金融機関による研究資金融資の円滑化を

図るため、大学や公的研究機関の研究員などが、

企業の商品技術・市場の目利きサポートを実施す

るとともに、産学連携によるイノベーション(技術革

新）の継続的創出が図られる仕組みを構築しま

す。 

  〔産業展開推進課〕

①企業と大学等研究機関との

マッチング件数 36 件 

②産学連携によるイノベーシ

ョンの継続的創出が図られる

仕組み － 

①150件（平成21～25年度

累計） 

②構築（平成 23 年度末） 

  商工見本市開催事業（再掲 5章 1節） 
  

  

本市を拠点として積極的に事業展開を行う企業

等の受発注の拡大や新規市場の開拓を促進する

ため、その製品や技術等を広く市内外にＰＲする

商工見本市を開催します。 

  〔商工振興課〕

来場者数 32,000 人（平成 20

年度単年） 

200,000 人(平成 21～25 年

度累計) 

 拡 ベンチャービジネス支援事業 

絆  

  

さいたま市産業創造財団を中心に、出張相談、

アドバイザー派遣事業、各種セミナー、さいたま市

ニュービジネス大賞事業の支援内容の充実を図り

ながら、新規性・独自性のあるビジネスプランを支

援します。 

また、創業希望者に対し、開業前から開業後ま

でを総合的に一貫支援する創業ベンチャーサポ

ート塾の開設や、ものづくりの分野の創業を目指す

大学生などを対象に、産業人材育成事業と連携し

た創業応援事業を実施するとともに、民間施設を

活用したインキュベーションシステム事業や新製品

開発補助事業の拡充により、創業前後の事業者を

支援します。 

  〔産業展開推進課〕

①支援事業による累積創業

件数 92 件 

②創業ベンチャーサポート塾

未開設 

③創業者を発掘する創業応

援事業 未実施 

④創業者を対象とした新製品

開発補助件数 － 

①210 件（平成 24 年度末）

②開設（平成 22 年度） 

③実施（平成 23 年度） 

④10 件（平成 22～24 年度

累計） 
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110 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 産業人材育成支援事業 

絆 希 

  

市内の小･中学生を対象に、ビジネスの一連の

流れを実践的に体験させる教育プログラムを実施

し、「起業家精神」の醸成を図ります。 

また、科学技術に対する興味の喚起や次世代

のものづくり人材の育成を図るため、さいたま市少

年少女発明クラブやものづくり体験事業を支援しま

す。 

さらに、工業高校におけるインターンシップやデ

ュアルシステムといった研修を行い、地域人材の育

成を図るとともに、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

新たな仕組みを構築します。 

  〔経済政策課〕

①早期起業家教育（公募型）

応募者数 430 人 （平成 16

～20 年度累計） 

②インターンシップ受入企業

数  

③新たな仕組み 検討 

①570人（平成21～25年度

累計） 

②推進 

③構築（平成 23 年度末） 

新  就職支援体制整備事業 

絆  

  

求職者の就業意欲や働く力を高め就業につな

げていくキャリアサポート事業（就職支援セミナー、

キャリア・コンサルティング等）、事業所に対する啓

発・支援、さいたま市ふるさとハローワークの運営

や雇用マッチング促進事業などの実施により、雇

用の活性化を図ります。 

  〔労働政策課〕

①キャリアサポート事業 実施

検討 

②雇用マッチング促進事業

未実施 

③就職支援事業による支援

者数 63 人（平成 20 年度） 

①実施（平成 21 年度） 

②実施（平成 22 年度） 

③337人増（平成21～24年

度累計） 
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111 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

自立生活支援対策の推進  

 拡 雇用セーフティネット対策事業 

絆 希 

  

働く場と同時に住居を失った者等に対する

自立支援とセーフティネット機能を強化するた

め、全 10 区の福祉事務所に自立生活支援相

談窓口を設置し、その窓口に配置する自立生

活支援員をキーマンとして、ハローワークなど

の関係支援機関と連携を図りながら、自立生

活のための総合的な就労支援を行います。ま

た、福祉事務所の就労支援員を増員し、生活

保護受給者に対する就労支援体制を強化す

るほか、解雇等による住宅喪失者などに、国の

制度となる新たな住宅手当の支給、又は市営

住宅の提供を行います。 
  

Ｊ 

〔労働政策課・福祉総務課・住宅課〕

①自立生活支援相談窓口設

置によるチーム支援 未実施

②就労可能な生活保護受給

者が支援により就労した人数

108 人 

③市営住宅の提供など 一

部実施 

①実施（平成 22 年度末） 

②216 人（平成 24 年度末）

③実施 

 拡 雇用ステップアップ事業 

絆 希 

  

より安定した、又は希望する職種等への就

労を目指したステップアップのための支援とし

て、若年者向けの就労支援（就労支援セミナ

ー、キャリア・コンサルティング、就業体験事

業）や母子家庭の母親の就労に向けた資格取

得支援を実施します。 
  

Ｊ 

〔労働政策課・子育て支援課〕

①若年者向け就職支援セミ

ナー実施回数 年 2 回 

②キャリア・コンサルティング

未実施 

③市内企業での就業体験事

業 未実施 

④母子家庭の母親対象の高

等技能訓練促進費支給事業

実施 

①年 4 回（毎年度） 

②週 2 日実施（毎年度） 

③4 社 8 人を対象に実施

（平成 22 年度から毎年度）

④支給期間を拡大（平成21

年度中） 

  シルバー人材センター・シルバーバンク事業 

絆 希 （再掲 2章 3節・7章 3節） 

  

高齢者の生きがいづくりや能力を生かした地域

社会づくりを行うため、就業機会を提供するシルバ

ー人材センター事業や地域活動への参画を支援

するシルバーバンク事業の充実を図ります。 

また、シニア生き方発見セミナーなど、団塊の世

代等を対象としたセミナーを充実します。 

  〔高齢福祉課〕

①シルバー人材センターの会

員数 4,754 人 

②年間就業率 85％ 

③シルバーバンクのマッチン

グ数 38 件 

①6,600 人 

②90％ 

③350 件以上/年 
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112 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  介護人材等育成支援事業（再掲 2章 3節） 

絆  

  

市内の介護サービス従事者の育成・定着を図る

ため、介護福祉士やホームヘルパー2 級の資格取

得を支援します。 

また、地域福祉情報・研修センターにおいて、サ

ービス従事者の資質向上、交流や、潜在的有資格

者の就業促進を目的とした研修を実施します。さら

に、サービス従事者の確保・定着を目指し、国に対

して介護報酬の引き上げを要望します。 

  

〔介護保険課・高齢福祉課・福祉総務課〕

①介護福祉士の資格取得を

目的とした講座 未実施 

②新規ホームヘルパー2 級有

資格者数 埼玉県内平成 19

年度 4,501 人 

③地域福祉情報・研修センタ

ーでの研修講座数 1 講座 

④国への介護報酬引き上げ

要望状況 未実施 

①資格取得対策講座 受

講者数 280 人（筆記試験対

策講座 200 人、実技試験

対策介護技術講座 80 人）

（平成 21 年度末）、実技試

験免除講座受講者数 160

人（平成 23 年度末） 

②600 人（新規有資格市内

従業者数・平成 22～24 年

度末累計） 

③17講座（平成24年度末）

④平成 21 年度より継続実

施 

  障害者援護施設整備促進事業（再掲 2章 4節） 

  

  

在宅及び特別支援学校卒業後の障害者の社会

的自立を支援するため、指導や訓練などを行う障

害福祉サービス事業所の整備を行います。 

  〔障害福祉課〕

障害福祉サービス事業所数

15 か所 
20 か所 

  障害者就労支援事業（再掲 2章 4節） 

  

  

各関係機関と協力し、企業及び障害者のニーズ

や一人ひとりの状況に対応した就労支援を行いま

す。 

  〔障害者総合支援センター〕

推進 推進 

  子育て家庭生活支援事業 

 希 （再掲 2章 2節・7章 2節） 

  

就労や疾病、育児不安などにより援助を必要と

する子育て家庭を支援するため、施設などにおけ

る子どもの一時預かりやヘルパーによる家事援助

など生活の支援を行います。 

  〔子育て支援課〕

①ファミリー・サポート・センタ

ー会員数 3,638 人 

②子育てヘルパー派遣事業

延訪問件数 472 件 

③子どもショートステイ事業

利用件数 3 件 

①3,800 人 

②600 件 

③10 件 

 拡 ワークライフバランス（WLB）推進事業 

  （再掲 2章 2節・7章 2節） 

  

仕事と生活の調和を実現するため、企業の取組

を評価し一層の取組を促進する事業、企業のＷＬ

Ｂ導入を支援する事業、ＷＬＢを広く啓発するため

の事業などを実施します。 

  〔子育て企画課・男女共生推進課・労働政策課〕

一部実施中 推進 
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113 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業

「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  中小企業勤労者福祉事業 

  

  

勤労者福祉サービスセンターにおいて、中小企

業に勤務する勤労者や事業主を対象に、生活安

定事業や健康の維持増進事業など事業所単独で

実施することが困難な福利厚生事業を行います。 

  〔労働政策課〕

①勤労者福祉サービスセンタ

ーの会員事業所数 1,107 所

②勤労者福祉サービスセンタ

ーの会員従業員数 5,029 人

①2,040 所（平成 22 年度) 

②10,000 人（平成 22 年度)

 拡 中小企業支援事業（再掲 5章 2節） 

絆  

  

市内中小企業者、創業者を対象にさいたま市産

業創造財団を中心として、相談・助言、人材育成、

情報提供、調査分析、資金供給等の各種支援事

業を展開することにより、市内中小企業者等の経

営基盤の強化及び経営の革新を図ります。 

また、研究開発を実施する市内中小企業等へ

の新たな融資制度を創設します。 

  〔産業展開推進課〕

①経営革新のための専門家

派遣 27 社 

②経営革新計画承認企業数

9 社 

③既存融資制度の見直し －

④中小企業等への新たな融

資制度 － 

①125 社(平成 21～25 年度

累計) 

②45 社(平成 21～25 年度

累計) 

③見直し・条件緩和（平成

22 年度末） 

④創設（平成 23 年度末） 
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第６章 安全・生活基盤の分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

安全を確保し、市民生活を支える 

 

市民の生命と財産を守るため、建築物の不

燃化・耐震化、治水対策の推進など、災害に

強い都市づくりを進めるとともに、市民活動

と連携しながら消防・防災体制の充実を図り

ます。 

交通事故や犯罪のない都市、高齢者や子ど

も、障害のある人をはじめ、すべての市民が

安全に暮らせる都市を目指します。 

水の安定的な供給、下水道の普及など、市

民生活を支える基盤整備を進めます。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)災害に強い都市構造の構築 

(2)総合的治水対策の推進 

(3)防災体制の整備 

(4)消防体制の充実 

 

(1)交通事故の防止 

(2)犯罪の防止 

(3)安全な消費生活 

 

(1)上水道の整備 

(2)下水道の整備 

(3)住宅の整備 

(4)火葬場・墓地の整備 

 

 

第１節 都市防災の強化 

第２節 事故や犯罪の防止 

第３節 生活基盤の整備 
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第１節 都市防災の強化 

■施策体系 

 

(1)災害に強い都市構造の構築 

(2)総合的治水対策の推進 

(3)防災体制の整備   ①防災施設の整備 

      ②防災体制の確立 

      ③災害時の応急体制の確立 

(4)消防体制の充実   ①消防力の強化 

      ②火災予防の推進 

      ③救急体制の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ さいたま市災害に強いまちづくり計画の策定（平成 19 年度）、跨道橋（高速道路）7 橋の耐震補強工

事の実施 

・ 準用河川約 165ｍ、普通河川約 5,010ｍ、雨水貯留浸透施設 8 か所の整備 

・ 自主防災組織率 73％→83.3％ 

・ 特殊災害対応車（平成 17 年度）、水難救助車（平成 18 年度）、高度探査装置（倒壊した家屋などで生

存者を探索する装置）2 式（平成 17・19 年度）、地震警報器（平成 19 年度）の整備、特別高度救助隊

2 隊の配備（平成 19 年度～）、消防署出張所（3 か所）の移転建設・改築 

   

■新実施計画における施策の方向性 
① 災害に強い都市づくりを進めます。 

② 都市型水害を防止するため、治水対策を総合的に進めます。 

③ 地域・関係機関・行政が一体となった防災体制を強化していきます。 

 

都市防災の強化 
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116 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

 拡 災害に強い都市づくり推進事業（再掲 4章 1節） 

 希 

  

災害に強い都市づくりのため、大規模な盛土造

成地の有無の把握や防火地域・準防火地域の指

定を推進します。 

また、震災後の円滑かつ迅速な復旧を図るため

の震災復興都市計画策定に至る行動指針を定め

ます。 

  〔開発調整課・都市計画課〕

①大規模盛土造成地変動予

測調査計画策定中 

②防火地域・準防火地域指

定面積 防火地域 約 245ｈａ

    準防火地域 約 953ｈａ

③震災復興都市計画行動指

針 調査・検討 

①市内全域（平成 22 年度）

②約 1,300ｈａ 

③震災復興まちづくりに関

する市民周知 

  市有建築物保全事業 

  

  

市有建築物の計画的な保全及び耐震化のた

め、基本情報の一元化管理を行い、保全計画及

び耐震計画を推進します。 

  〔保全管理課〕

①保全情報システム 構築 

②調査業務 約 7％ 

③耐震化率 約 64％ 

①完了（平成 21 年度末） 

②100％（平成 29 年度末）

③100％（平成 27 年度末）

 拡 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業 

絆  

  

地震災害に強い街づくりの推進を目指し、民間

の住宅や特定建築物に対する耐震診断、耐震補

強の費用を助成するとともに、耐震診断及び改修

に係る情報提供など、啓発及び知識の普及に係る

事業を実施します。 

  
〔建築総務課〕

①耐震化補助事業 実施 

②戸建住宅建替え補助制度

なし 

③耐震シェルター設置補助

制度 なし 

④耐震化率 住宅 84％、特

定建築物 70％ （平成 19 年

度末） 

① 拡 充 補 助 事 業 の 実 施

（平成 22 年度） 

②創設（平成 22 年度） 

③創設（平成 22 年度） 

④住宅 90％、特定建築物

90％（平成 2７年度末） 

   橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業 

  （再掲 4章 2節） 

  

埼玉県緊急輸送道路上に架かる橋りょうや重要

路線や鉄道を跨ぐ跨道橋・跨線橋について、重点

的、計画的に橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対

策を実施し、道路ネットワークを確保します。 

  〔道路環境課〕

耐震補強を実施した橋りょう

数 24 橋 
29 橋 

 拡 防災体制の充実事業 

絆  

  

大規模災害などに対応するため、災害用備蓄の

充実や防災訓練などを通じ市民の防災意識の高

揚を図るとともに、防災行政無線のデジタル化や

防災拠点・避難場所などの整備を図ります。 

また、新たに職員参集・安否確認システムや避

難場所管理システム、備蓄物資管理システム、防

災地理情報システム、被害予測システム、Ｊアラート

などを整備し、気象情報、震度情報、河川水位情

報との統合による効果的かつ効率的な総合防災

情報システムを構築します。 

  〔防災課〕

①防災行政無線デジタル化

再構築整備 推進 

②備蓄食糧数 442,000 食 

③備蓄毛布数 128,000 枚 

④総合防災情報システム 未

構築 

①完了（平成２４年度） 

②442,000 食 

③140,500 枚 

④構築（平成 24 年度末） 
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117 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  災害用マンホール型トイレ整備事業 

絆 希 

  

地震等による災害発生時の長期にわたる避難

生活に不可欠なトイレを確保するため、災害用マ

ンホール型トイレ（便槽型）を避難場所である全市

立小・中・高等学校に計画的に配置します。 

  
〔防災課〕

市立小・中・高等学校への災

害用マンホール型トイレの設

置 未整備 

 

（参考）組立式仮設トイレの配

置数 675 台、簡易トイレの配

置数 2,247 台 

100 校に計 600 基（平成 24

年度末） 

 拡 自主防災組織強化・育成事業 

絆 希 

  

防災体制に万全を期するため、さいたま市自主

防災組織連絡協議会の運営を支援するとともに、

自主防災組織の結成促進及び育成強化を図りま

す。 

また、高齢者や障害者など災害時要援護者へ

の支援を充実するため、「個別避難支援プラン作

成マニュアル」を策定し、各自主防災組織への個

別避難支援プラン作成の要請や支援を行うととも

に、避難生活に備えて自主的な訓練などを行うた

め、避難区域の自主防災組織を主体とする避難場

所運営委員会を、公民館を除くすべての避難場所

（196 か所）に設置します。 

さらに、新たに防災ボランティアコーディネータ

ー及び防災士（地域防災リーダー）の養成を行い

ます。 

  〔防災課〕

①自主防災組織結成率 

83.3％ 

②個別避難支援プラン作成

マニュアル 未策定 

③避難場所運営委員会設置

104 か所 

④養成した防災ボランティア

コーディネーター数 0 人 

⑤養成した防災士数 0 人 

①90%（平成 24 年度） 

②策定（平成 23 年度末） 

③196 か所（平成 24 年度

末） 

④600 人 

⑤500 人 

  準用河川改修事業 

  

  

水害を軽減し流域住民の安全を守るため、滝沼

川、新川など準用河川の改修整備を進めます。 

  〔河川課〕

①滝沼川延長 2,057ｍ 

②新川延長 600ｍ 

①3,260ｍ 

②1,020ｍ 

  普通河川改修事業 

絆  

  

水害を軽減し、流域住民の安全を守るため、東

宮下雨水渠や滝沼川堤外水路など普通河川の改

修整備を進めます。また、東宮下雨水調節池を、

遊水機能を保ちつつ、市民が水と親しみ憩える場

所として整備します。 

  〔河川課〕

①東宮下雨水渠総延長 0ｍ

②滝沼川堤外 水路総延 長

380ｍ 

③東宮下調節 池整備事 業

事業中 

①1,411ｍ 

②800ｍ 

③供用開始（平成 24 年度

末） 

 拡 高沼用水路整備事業（再掲 1章 2節） 

絆  

  

高沼用水路（導水路・東縁・西縁）の水路や護岸

などの水辺環境整備を行い、市民と連携しながら、

その憩いの場となる親水性の高い水辺空間づくり

を進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。 

  〔河川課〕

①整備総延長 0ｍ 

②憩える場所の整備数 0 か

所 

①800ｍ 

②2 か所（平成 24 年度末）
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118 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  流域貯留浸透事業 

  

  

都市化の著しい河川流域における雨水流出量

の増大等に対応するため、流域内の公共施設に

貯留浸透施設の設置を進め、治水安全度の向上

を目指します。 

  〔河川課〕

貯留量 44,200   52,900   

  消防署・所整備事業 

  

  

市街地の拡大や人口増加に対応した消防力を

確保していくため、消防署・所の新設や移転、建替

えを行い、計画的に整備を進めます。 

  〔消防総務課・施設課〕

1 施設実施中（緑消防署） 

6 施設の整備(緑消防署、

下町出張所、中央消防署

岩槻消防署、太田出張所、

火災調査室） 

新  消防救急デジタル無線整備事業 

  

  

消防業務で使用する消防救急無線（指令センタ

ーと接続する無線基地局、消防車両に積載する車

載無線機、現場活動で隊員が運用する携帯無線

機）の全ての無線機を電波法で定められた期限ま

でにデジタル無線機に移行整備します。 

  〔指令課〕

詳細な整備方法の検討 

デジタル無線の構築（平成

28 年 5 月末の法定移行期

限までにデジタル無線の整

備を完了。） 

  住宅防火対策推進事業 

  

  

住宅用火災警報器の普及をはじめとした各種住

宅防火対策を積極的に推進し、火災予防思想の

啓蒙ならびに火災による被害の軽減を図ります。 

  〔予防課〕

①住宅用火災警報器設置率

（平成 20 年度さいたま市民意

識調査による） 40.4%  

②住宅火災及び住宅火災に

よる死者の低減 

①70% 以上 

②住宅火災及び住宅火災

による死者の低減 

 



第 6章 2節 
 

119 

第２節 事故や犯罪の防止 

■施策体系 

 

(1)交通事故の防止   ①交通安全施設などの整備 

      ②交通安全教育の推進 

      ③交通事故被害者の救済 

(2)犯罪の防止 

(3)安全な消費生活 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 道路照明灯設置数 75,550 灯→80,918 灯・道路反射鏡設置数 13,163 基→14,852 基（平成 17 年度当

初→20 年度末）、交通事故危険箇所 23 か所、あんしん歩行エリア 5 地区の整備 

・ 全市立小学校・特別支援学校に警備員を配置（平成 17 年度～）、さいたま市あんしんメール運用開

始（平成 18 年度）、「さいたま市防犯のまちづくり推進条例」施行（平成 18 年度）、さいたま市防犯ガイ

ドブック全戸配布（平成 20 年度） 

・ 「さいたま市消費生活条例」施行（平成 18 年度）、消費生活相談の土曜実施・相談時間の延長（平成

19 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 交通事故のない安全なまちづくりを進めます。 

② 地域、関係機関、行政が連携した防犯活動を進めます。 

③ 消費生活の安全のための取組を進めます。 

 

事故や犯罪の防止 
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120 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  交通安全施設設置事業 

  

  

交通事故の防止と防犯のため、道路照明灯や

道路反射鏡の設置を進めます。 

  〔交通防犯課〕

①道路照明灯 延べ設置 数

80,918 灯 

②道路反射鏡 延べ設置 数

14,852 灯 

①88,200 灯 

②16,900 基 

  あんしん歩行エリア整備・事故危険箇所緊急対 

  策事業 

  

市街地内の事故発生率の高い地区において、

概ね 1ｋ㎡のエリアを設定し、公安委員会と連携し

て面的・総合的な交通安全対策を進めるとともに、

事故危険箇所における交差点改良などの道路整

備や信号機設置などの交通安全対策を進めます。

  〔道路環境課〕

事業中 完成 

   踏切構造改良事業（再掲 4章 2節） 

  

  

踏切事故の防止や慢性的な交通渋滞などを解

消し道路交通の円滑化を図るため、交通安全上危

険な狭小踏切の拡幅を実施します。 

  〔道路環境課〕

踏切改良箇所数 － 
4 か所（平成 21～25 年度累

計） 

   歩道等整備事業（再掲 4章 2節） 

  

  

自動車や自転車、歩行者の交通量が多く、通行

に危険な路線や学童の通学路となっている区間に

ついて、歩道等整備に関する計画を策定し、整備

を実施します。 

  〔道路環境課〕

推進 推進 

   交通渋滞解消事業（さいたまの道スムーズプラ 

  ン）（再掲 4章 2節） 

  

交通渋滞を解消するため、道路の拡幅を伴わな

い暫定右折レーンの整備により、効果的な渋滞解

消を早期に図ります。 

  〔道路環境課〕

事業中 推進 

 拡 地域・安心安全ネットの充実事業 

絆  

  

自然災害、犯罪や迷惑行為、食の安全など、市

民の暮らしの安心安全に関する情報を発信し、暮

らしの安心安全を脅かす問題を予防するとともに、

問題が発生した場合の被害を 小限に抑えるた

め、さいたま市危機管理指針に基づき、全庁が一

体となって迅速かつ的確に対応できる体制を整

備・強化します。 

  〔安心安全課〕

①防犯・防災情報の携帯メー

ル利用登録者数 

19,300 人 

②職員の宿日直体制 未整

備 

③職員参集システム 未構築

①21,000 人（平成 21 年度

で事業終了） 

②整備（平成 21 年度） 

③構築（平成 21 年度）、総

合防災情報システムに統

合（平成 24 年度末） 
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121 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  青少年健全育成事業（再掲 3章 2節） 

  

  

青少年が健やかに成長し、自立心や社会性な

ど豊かな人間性を育むことができるよう、非行防止

や社会体験などを行う青少年事業、キャンプ場な

どの青少年活動施設の運営、青少年関係団体等

への支援などを行います。 

  〔青少年育成課〕

推進 推進 

  防犯対策事業 

絆 希 

  

安心で安全な住みよい地域社会を実現するた

め、地域防犯活動を支援するとともに、区役所、警

察署、自主防犯組織との連携を図ります。 

また、廃止交番を利用した地域防犯ステーショ

ンや公共施設などを利用した防犯パトロール拠点

施設の設置を推進するとともに、青色回転灯を搭

載した公用車や自主防犯組織によるパトロールな

どを実施します。 

  〔交通防犯課〕

①刑法犯認知件数 21,366

件/年 

②自主防犯活動団体数 694

団体 

③防犯活動助成金交付団体

数 438 団体/年 

④防犯パトロール拠点施設

5 か所 

①16,800 件/年 

②760 団体(平成 24 年度

末） 

③600 団体/年 

④20 か所(平成 24 年度末）

  学校安全ネットワーク事業 

 希 

  

不審者による犯罪を未然に防止し、子どもたち

の安全を守るため、全市立小学校及び特別支援

学校に警備員を配置するとともに、学校を中心に

防犯ボランティア、保護者、地域社会、子どもひな

ん所 110 番の家、関係諸団体等が連携した学校安

全ネットワークにより、子どもたちの安全の確保を

図ります。 

  〔健康教育課〕

①市立小・特別支援学校警

備業務 市内 102 校に配置 

②子どもひなん所 110 番の家

5,863 か所 

③防犯ボランティア連絡会議

市内全小学校 101 校で開催 

④防犯ボランティア研修会

市内 2 か所で開催 (参加 285

名)  

①市内全校に配置 

②整備および講習会の充

実 

③市内小学校全校で開催 

④研修会の充実 

  消費生活安全事業 

  

  

市民の消費生活の安定と向上のため、消費生

活相談体制を強化するとともに、高齢者・障害者に

おける消費者被害未然防止のための支援や、学

校における消費者教育の充実を図ります。 

  〔消費生活総合センター〕

1 週間の相談時間 42 時間 70 時間 
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第３節 生活基盤の整備 

■施策体系 

 

(1)上水道の整備                  ①安全で安定した水の供給 

②効率的な水利用の促進 

③効率的な水道事業経営の推進 

(2)下水道の整備          ①公共下水道の整備 

②下水道施設の更新・改善 

③下水道空間の有効利用 

(3)住宅の整備                          ①高齢社会への対応 

②市民の暮らし・住まいを支える体制づくり 

③市営住宅の供給・管理 

(4)火葬場・墓地の整備 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 上水道老朽管更新 93,252ｍ（平成 17～20 年度）、導水管耐震化 1,842ｍ（平成 18～20 年度）の実施 

・ 下水道普及率 80.2％→85.0％ 

・ 市営春野団地一部完成（150 戸供給） 

・ 市営霊園立体屋内墓地・合葬式墓地 1,100 区画を整備 

  

■新実施計画における施策の方向性 
① 上水道施設の改良・更新に併せ耐震化を進めます。 

② 公共下水道の整備を計画的に進めます。 

③ 市営住宅や賃貸住宅の質の向上に取り組みます。 

 

生活基盤の整備 
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123 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  上水道施設整備事業 

  

  

安定的な給水の確保を図るため、老朽化した水

道管や上水道の基幹施設である浄水場・配水場

の更新・改良及び耐震化を計画的に行います。 

  〔水道計画課〕

①老朽管更新延長 31km/年 

② 累 計 配 水 ポ ン プ 更 新 率

36％ 

①35km/年 

②76% 

  下水道汚水事業 

絆  

  

市民の生活環境の改善や公共用水域の水質保

全を図るため、市街化区域を 優先に公共下水道

（汚水）整備を実施します。 

また、市街化調整区域は、人口分布、土地利用

状況などの地域特性を踏まえ、順次整備します。 

  〔下水道計画課〕

下水道普及率 85.0% 90%（平成 24 年度末） 

  下水道浸水対策事業 

  

  

市街地における浸水被害の軽減を図るため、都

市に降った雨を集め河川に排除する雨水幹線や

雨水貯留施設の整備を実施します。 

また、下水道合流改善事業と連携を図り、早期

かつ効率的に効果を発揮する施設整備を推進し

ます。 

  〔下水道計画課〕

事業中 
浸水対策実施面積 830ha 

（平成 21～25 年度累計） 

  下水道合流改善事業 

  

  

雨天時に未処理下水の一部が河川に放流され

る合流式下水道の改善を図ります。 

また、合流式下水道の区域を対象に、放流水質

基準の達成などのため、貯留施設の整備やゴミ類

の流出を防止する対策に取り組みます。 

  〔下水道計画課〕

合流式下水道改善率 0％ 68% 

  下水道施設老朽化対策事業 

  

  

老朽化の著しい下水道施設による事故を未然

に防止するため、施設の重要度や老朽化の状況

を考慮した計画的な改築更新に取り組むとともに、

あわせて地震による被害の 小化を図るため、下

水道施設の耐震化を進めます。 

  〔下水道計画課〕

①下水道管路施設老朽化対

策延長 13ｋｍ 

②下水道ポンプ場老朽化対

策施設数 １か所 

①26ｋｍ 

②6 か所 
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124 「新」…平成 21 年度以降の新規事業 
「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

  （再掲 2章 3節） 

  

高齢者世帯（60 歳以上の単身・夫婦世帯）を支

援するため、高齢者が安全に安心して居住できる

ようバリアフリー化され緊急時対応サービスの利用

が可能な優良な民間賃貸住宅を認定し、供給促

進のための入居者支援（家賃補助）を行います。 

  〔住宅課〕

推進 推進 

  （仮称）市営春野団地建設事業 

  

  

住宅に困窮する市民のニーズに適切に対応す

るとともに、老朽化した市営住宅の計画的な住み

替えを円滑に推進するため、見沼区春野地区に市

営住宅を建設します。 

  〔住宅課〕

新規供給戸数 150 戸 
178戸（平成21年度事業完

了） 

  市営住宅建替事業 

  

  

安心して暮らせる住まいづくりを推進するため、

老朽化した市営住宅の計画的な建て替えを進めま

す。 

  〔住宅課〕

検討 推進 

  墓地・火葬場周辺環境整備事業 

  

  

市民の墓地需要にこたえるため、墓地の整備を

進めます。 

また、大宮聖苑の整備に伴う生活道路などの周

辺整備を行います。 

  
〔思い出の里市営霊園事務所・大宮聖苑管理事務

所〕 

①思い出の里第 3 期立体墓

地の建設 未着手 

②大宮聖苑進入退出路南ル

ートの整備 未着手 

①完成 

②60ｍ整備（平成 23 年度

末） 
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第７章 交流･コミュニティの分野 

 

 施策展開の方向（基本構想より） 
 

理解を深め合い、多彩な交流を広げる 

 

コンベンション機能や情報発信機能など、

広域的な交流機能を充実するとともに、産

業・経済、文化、スポーツなど幅広い分野で、

国内外との交流を進めます。 

異文化交流を進めながら、外国の人にも住

みやすい、世界に開かれた都市を目指します。 

男女共同参画社会の実現を図るとともに、

年齢の違い、障害の有無などにかかわりなく、

一人ひとりを認め合い、お互いを尊重しなが

ら、個性と能力を発揮し、共に参画できる地

域社会を築きます。 

地域におけるまつり、イベントの開催や世

代間の交流などを進め、ふれあいのある地域

社会を築きます。 

 

 

 施策体系（基本計画より） 
 

 

(1)交流機能の充実と多様な交流活動の

活性化 

(2)人権を尊重する都市づくり 

(3)外国人とともに暮らせる地域社会づくり 

 

(1)推進基盤の充実 

(2)男女共同参画のための環境整備 

(3)あらゆる分野における男女共同参画の

推進 

 

(1)コミュニティ活動の支援 

(2)活動環境の充実 

 

 

第１節 世界に開かれた都市づくり 

第２節 男女共同参画社会の実現 

第３節 ふれあいのある地域社会の形成 
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第１節 世界に開かれた都市づくり 

■施策体系 

 

(1)交流機能の充実と多様な交流活動 ①交流機能の充実 

の活性化    ②国内外に向けた多様な交流・協力活動の 

活性化 

(2)人権を尊重する都市づくり 

(3)外国人とともに暮らせる地域社会づくり 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 2006 年 FIBA バスケットボール世界選手権（平成 18 年度）、アジア太平洋環境会議（平成 18 年度）、

第 1 回国連北東アジアさいたまシンポジウム（平成 19 年度）、第 20 回国連軍縮会議 in さいたま及び

国際さいたまシンポジウム（平成 20 年度）の開催 

・ 国際会議観光都市の認定（平成 19 年度） 

・ 国際交流センター開設（平成 17 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① 国際会議観光都市として、国内外からの来訪者を拡大します。 

② 人権意識の普及高揚を図ります。 

③ 多文化共生社会づくりを進めていきます。 

 
 

世界に開かれた都市づくり 
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 127「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  コンベンション推進事業（再掲 5章 2節） 

 希 

  

地域経済の活性化や国際化を図るため、関係

団体と連携して国内外のコンベンションの誘致を

図ります。 

  〔国際課〕

①国際会議（100 人以上）の

誘致 2（平成 20 年度単年） 

②国内会議（500 人以上）の

誘致 23（平成 20 年度単年）

①１7（平成 21～25 年度累

計） 

②170（平成 21～25 年度累

計） 

  国際スポーツイベントの開催支援・招致 

  （再掲 3章 3節） 

  

新たな国際スポーツイベントの開催支援・招致を

通じて、競技種目の底辺拡大や「一市民一スポー

ツ」の普及を図ります。 

  〔スポーツ企画課〕

国際スポーツイベント開催誘

致・支援に関する指針（案）の

策定 

指針による国際スポーツイ

ベントの開催支援・招致 

  さいたまシティカップ開催事業（再掲 3章 3節） 

  

  

海外の強豪クラブチームを招き、本市をホームタ

ウンとする浦和レッズ、大宮アルディージャとの国

際親善試合を実施することによって、多くの市民に

世界の一流プレーを間近で見る機会を提供すると

ともに、「サッカーのまち さいたま」を国内外に発

信します。 

  〔スポーツ企画課〕

累計入場者数 28 万 2 千人 50 万人 

  姉妹・友好都市交流事業 

 希 

  

海外の姉妹・友好都市との市民・行政レベルで

の交流を、スポーツをはじめとして様々な分野で進

めます。 

  〔国際課〕

①姉妹・友好都市数 5 か国 6

都市 

②姉妹・友好都市交流事業

に参加した市民の数 100 人 

①6 か国 7 都市 

②300人（平成21～25年度

累計） 

  さいたま・たていわ親善ツーデーマーチ事業 

  （再掲 3章 3節） 

  

友好都市の市民がともに町内を歩き、豊かな自

然や地域文化への理解、健康・体力づくりをテー

マに交流を図るツーデーマーチを開催します。 

  〔体育課〕

参加者満足度 94.4％ 
95%以上（平成 21～25 年度

平均） 

  国際教育・交流事業（再掲 3章 1節） 

 希 

  

市立中･高等学校の生徒などを海外に派遣する

国際交流事業、外国語指導助手や日本語指導員

の派遣などによる国際教育を推進します。 

  〔指導１課〕

①全市立中学校の代表 1 名

を海外へ派遣 

②外国人ボランティア登録者

数 10 人 

①全市立中学校の代表 1

名を海外へ派遣 

②50 人 
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 128「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  平和推進事業 

  

  

さいたま市平和展や平和図画ポスターコンクー

ルなどの事業を実施するとともに、さいたま市平和

都市宣言を様々な機会を通じて PR することによ

り、市民の平和への関心を促す契機とし、人類共

通の願いである世界の恒久平和の実現に向けて

意識の高揚を図ります。 

  〔総務課〕

①平和展来場者数 1,887 人

②図画ポスターコンクール応

募点数 207 点 

①5,000 人（平成 21～25 年

度累計） 

②1,500 点（平成 21～25 年

度累計） 

  国際化推進事業 

 希 

  

世界に開かれた都市づくりを進めるため、国際

化講演会の実施、国際会議の誘致・開催、自治体

職員協力交流事業など、国際化に向けた取組を

推進します。 

  
〔国際課〕

①国際化講演会に参加した

市民数 89 人（平成 20 年度）

②国際会議延べ開催数 5 回

（平成 18～20 年度累計） 

③自治体職員協力交流事業

延べ参加者数 3 人（平成 18

～20 年度累計） 

①1,000 人（平成 21～25 年

度累計） 

②10 回 

③8 人 

  人権啓発・人権教育推進事業 

  

  

同和問題をはじめとする女性･子ども･高齢者･障

害者･外国人などの様々な人権問題の解決を目指

し、人権教育及び人権啓発推進さいたま市基本計

画及び実施計画に基づき、全庁的な組織体制と

各種人権教育・啓発事業により、あらゆる人々の人

権意識の普及高揚を図ります。 

  〔人権政策推進課・人権教育推進室〕

①人権啓発講演会(人権作文

等表彰式） 1,024 人 

②企業等人 権問題研 修 会

335 人 

③隣保館利用者 29,122 人 

④集会所利用者 11,893 人 

⑤人権に関する講座を開催

する公民館数 52 館 

①5,000 人 

②1,600 人 

③145,000 人 

④60,000 人 

⑤265 館  

①～⑤はいずれも (平成

21～25 年度累計） 
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第２節 男女共同参画社会の実現 

■施策体系 

 

(1)推進基盤の充実   ①推進体制の確立 

      ②拠点機能の充実 

(2)男女共同参画のための環境整備        ①意識啓発の充実 

      ②家庭と社会の活動を両立できる環境整備 

(3)あらゆる分野における男女共同  ①政策・方針決定の場への参画 

参画の推進    ②家庭・地域社会における参画 

      ③国際社会の理解と協調 

 
■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 男女共同参画社会情報誌の年 2 回全戸配布、総合相談などの実施 

・ 本市の審議会などにおける女性委員の割合 23.9％→36.3％ 

   

■新実施計画における施策の方向性 
① 女性の社会活動の拡大とそのための環境整備を進めます。 

② 女性に対する暴力根絶に取り組みます。 

 

男女共同参画社会の実現 



第 7章 2節 
 

 130「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  男女共同参画推進事業 

  

  

第 2 次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラ

ン（基本計画）に基づき、男女共同参画社会実現

のための事業を市民・事業者と連携して推進しま

す。 

主な意識啓発事業としては、男女共同参画社会

情報誌を定期的に全戸配布します。 

また、女性に対する暴力の根絶を目指し、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律（DV 防止法）に基づく基本計画の策定を行い

ます。市の行う施策についての苦情処理制度も引

き続き実施します。 

  〔男女共生推進課〕

①第 2 次プラン事業実施率

－ 

②男女共同参画社会情報誌

年 2 回発行・全戸配布 

③DV 防止法に基づく基本計

画 未策定 

④苦情処理制度 推進 

①100％ 

②年 2 回発行・全戸配布 

③策定（平成 22 年度） 

④推進 

  男女共同参画基盤充実事業 

  

  

男女共同参画推進センターにおいて、男女共

同参画社会の実現に向けて、相談、情報収集・提

供、学習・研修、市民の活動・交流支援などを行い

ます。 

  〔男女共生推進課〕

①講座開催回数 35 回／年 

②男女共同参画推進センタ

ー等利用者数 16,445 人/年

①56 回／年 

②20,000 人/年 

  子育て家庭生活支援事業 

 希 （再掲 2章 2節・5章 3節） 

  

就労や疾病、育児不安などにより援助を必要と

する子育て家庭を支援するため、施設などにおけ

る子どもの一時預かりやヘルパーによる家事援助

など生活の支援を行います。 

  〔子育て支援課〕

①ファミリー・サポート・センタ

ー会員数 3,638 人 

②子育てヘルパー派遣事業

延訪問件数 472 件 

③子どもショートステイ事業

利用件数 3 件 

①3,800 人 

②600 件 

③10 件 

 拡 ワークライフバランス（WLB）推進事業 

  （再掲 2章 2節・5章 3節） 

  

仕事と生活の調和を実現するため、企業の取組

を評価し一層の取組を促進する事業、企業のＷＬ

Ｂ導入を支援する事業、ＷＬＢを広く啓発するため

の事業などを実施します。 

  〔子育て企画課・男女共生推進課・労働政策課〕

一部実施中 推進 

  政策・方針決定の場への男女共同参画の推進 

  

  

男女共同参画のまちづくりを推進するため、市

の政策・方針決定の場である審議会等委員への女

性の積極的な登用を図ります。 

  〔男女共生推進課〕

審議会等委員への女性登用

率 36.3% 
40% 
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第３節 ふれあいのある地域社会の形成 

■施策体系 

 

(1)コミュニティ活動の支援 

(2)活動環境の充実 

 

■前実施計画（改訂後）の主な成果（平成 17～20 年度） 

・ 片柳コミュニティセンター（平成 18 年度）、市民活動サポートセンター（平成 19 年度）、プラザノース

（平成 20 年度）の整備 

・ 「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」の施行（平成 19 年度）、「市民提案型協働モデル事業」 

6 件の実施（平成 19～20 年度） 

 

■新実施計画における施策の方向性 
① コミュニティ活動など、市民の自主的な活動の活性化を図ります。 

② 各区において、区民との協働による個性を生かしたまちづくりを進めます。 

 

ふれあいのある地域社会の形成 
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 132「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

■実施計画事業 
新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

新  （仮称）さいたま市自治基本条例制定事業 

絆 希 

  

「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～」を目指し、自治に

関する基本的な理念や市政運営の基本的事項な

どを定めた、本市の憲法となる（仮称）さいたま市

自治基本条例を市民参画で制定します。 

  〔企画調整課〕

未制定 制定（平成 23 年度末） 

  咲いたまつり事業（再掲 5章 2節） 

 希 

  

本市の魅力を全国に発信し、観光客を拡大する

とともに、市民の交流・融和を図るため、咲いたま

つりを毎年開催します。 

  〔観光政策課〕

来遊者数 41 万人（平成 20

年度単年） 

来遊者数 150 万人以上

（平成 21～25 年度累計） 

 拡 市民活動等支援事業 

絆 希 

  

市民活動や協働に関する情報提供やイベントな

どによる相互交流の場の創出、ソーシャルキャピタ

ル向上のための施策やマッチングファンド制度な

どの市民活動支援のための施策を実施します。 

  〔市民活動支援室・コムナーレ事業統括監付〕

①市民活動サポートセンター

の利用登録団体数 780 団体 

②マッチングファンド制度 未

制定 

③同制度による助成事業 0

件 

①1,780 団体 

②制定（平成 22 年度） 

③22 事業（平成 22～24 年

度累計） 

  シルバー人材センター・シルバーバンク事業 

絆 希 （再掲 2章 3節・5章 3節） 

  

高齢者の生きがいづくりや能力を生かした地域

社会づくりを行うため、就業機会を提供するシルバ

ー人材センター事業や地域活動への参画を支援

するシルバーバンク事業の充実を図ります。 

また、シニア生き方発見セミナーなど、団塊の世

代等を対象としたセミナーを充実します。 

  〔高齢福祉課〕

①シルバー人材センターの会

員数 4,754 人 

②年間就業率 85％ 

③シルバーバンクのマッチン

グ数 38 件 

①6,600 人 

②90％ 

③350 件以上/年 

  市民提案型協働モデル事業 

 希 

  

市民と行政の協働の機会を拡充し協働への理

解を深めるため、市民活動団体から事業提案を受

け、市民活動推進委員会で審査･選考した事業を

協働モデル事業として実施します。 

また、それらの事例のノウハウを積み重ね、全庁

的に活用できるようにします。 

  〔市民活動支援室〕

延べ提案の実施数 6 事業 

30 事業（平成 21 年度）、 

事例集及びマニュアル作

成 
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 133「新」…平成 21 年度以降の新規事業 

「拡」…事業の一部に平成 21 年度以降の新規事業を含む拡充事業
「絆」…しあわせ倍増プラン 2009 と関連する事業 
「希」…第 2 編の希望のまちづくり事業 

新 拡 計画目標 

絆 希 

事業の名称と概要 
           〔担当課室〕 現況（平成 20 年度末） 平成 25年度末 

  区まちづくり推進事業 

 希 

  

各区において、区民との協働による個性を生か

したまちづくりを進めます。 

また、道路、河川、下水道や交通安全施設の簡

易な緊急修繕等を行い、身近な生活環境を保持し

ます。 

  〔区政推進課・各区役所〕

①区長マニフェストの策定区

0 区 

②区長マニフェストに掲げた

具体的事業や取組の達成状

況 未実施  

①10 区（平成 21 年度末） 

②8 割以上 

新  花と緑のまちづくり推進事業 

絆 希 （再掲 1章 2節・4章 3節）
  

市内全ての駅・駅周辺及び主要な観光スポット

などを区民と協働して「花と緑」でいっぱいにしま

す。また、全区役所において、緑化推進のシンボ

ルフラワーとなる「区の花」を制定します。 

  〔区政推進課〕

①事業を開始した区の数 0

区 

②区の花を制定した区の数

1 区（見沼区） 

①10 区（平成 23 年度） 

②10 区（平成 23 年度） 

 


