
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

1
マニフェスト検証大会を毎年開
催。

平成１７年度に策定した「理想
都市実現に向けた行動計画-マ
ニフェスト工程表-」の実績評価
の方法は、都市経営戦略会議
における内部評価としていた。

平成２１年度から平成２４年度
における「しあわせ倍増行動計
画」の達成状況を毎年度１回開
催する市民参加による検証大
会において検証します。

・市長のマニフェストである「さ
いたま市民　しあわせ倍増計
画」を市の計画として着実に実
現するため、具体的な取組指標
やスケジュールを盛り込んだ「し
あわせ倍増行動計画」を策定す
る。
・その成果を検証するため、平
成２２年度から２５年度まで間、
毎年度、検証大会を開催し、市
民とともに地域や市の課題を考
えていく。

・行動計画の
策定、進行管
理・実績評価

・検証大会開
催

（第１回開催） （第２回開催） （第３回開催）

政策局
都市経営
戦略室

所管局

統
括
責
任
課

所管課

Ⅰ　行動宣言

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

（第４回開催）

1 Ⅰ　行動宣言
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2

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

（すぐ）

「一市民一スポーツ」の基本理
念に基づくさいたま市スポーツ
振興計画を策定しているが、ス
ポーツ振興まちづくり条例は制
定していない。

「さいたま市スポーツ振興まち
づくり条例」を平成２１年度末ま
でに制定します。

条例の具体的な内容
①「前文」、②目的、定義、基本
理念、市の責務とともに、市民、
団体、事業者の各々の役割、
③本市スポーツ財産の活用、ス
ポーツ振興まちづくりの具体的
な施策の策定及び計画的な推
進、④環境整備、⑤財政上の
措置、⑥推進体制、⑦サンセッ
トシステムの導入
以上７項目を骨子とし、２２年２
月議会への提案
なお、条例制定後、「さいたま市
スポーツ振興計画」と「さいたま
市スポーツ振興まちづくり条例」
の整合性及び一体化を図る。

・条例の制定

(平成２１年度
末)

・スポーツ振
興まちづくり
の推進体制
の整備

・スポーツ振
興まちづくり
計画の策定

・スポーツ施
設の整備・維
持管理方針
の策定

政策局
スポーツ企
画課

6

さいたま市の憲法「自治基本条
例」を市民参画で制定します。

（３年以内）

平成18、19年度に自治基本条
例制定の意義・必要性について
調査研究を行いましたが、現
在、条例は未制定です。

平成23年度末までに自治基本
条例を制定します。

・自治に関する基本理念や市政
運営の基本的事項などを定め
た本市の憲法となる自治基本
条例の制定を行います。
・条例案の策定に当たっては、
公募市民を主体とした検討委
員会により検討を進めるととも
に、タウンミーティングなど様々
な市民参画の手法を活用しな
がら行います。

・「条例制定
基本方針」の
策定、検討委
員会の委員
の公募など

・情報発信及
び市民意見
の聴取

・検討組織に
よる検討

議会との調
整・
条例制定

政策局 企画調整課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

Ⅱ　条例宣言　市長のリーダーシップを発揮し、条例を積極的に提案していきます。その際に、期限を切って条例を見直すサンセットシステムを導入します。

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

2 Ⅱ　条例宣言
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37

さいたま新都心のサッカープラ
ザ計画は白紙撤回します。

（すぐ）

サッカープラザは、さいたま新
都心第８－１Ａ街区内の市有地
の有効活用を図るため、等価交
換により公共床を取得し、整備
することとしている。平成20年12
月には整備方針の策定、また、
設計業務の着手等を行い、整
備に向けた検討を進めてきた。

さいたま新都心のサッカープラ
ザ計画は白紙撤回し、より市民
の暮らしや生活に密着し、か
つ、にぎわいの創出が図れるよ
うな導入機能を決定します。

新たな導入機能案を検討する
ため設置した、市民参加の検討
委員会からの検討結果を踏ま
えながら、関係者間において協
議・調整の上、導入機能を決定
する。

・(仮称)ｻｯｶｰ
ﾌﾟﾗｻﾞ白紙撤
回新たな導
入機能の決
定

政策局 ○

スポーツ企
画課

サッカープ
ラザ準備
室

企画調整
課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

６　環境・まちづくり　「環境先進都市づくり」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

目玉

3 ６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」
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54
地下鉄7号線延伸は、経済性な
どを十分に考慮し、まちづくりと
連動させて推進します。

　平成１２年の運輸政策審議会
答申第１８号で位置づけられた
「浦和美園～岩槻～蓮田」のう
ち、先行整備区間である浦和美
園～岩槻の延伸事業化へ向け
た検討を埼玉県と共同で進め
ている。
　事業化に際しては、都市鉄道
等利便増進法の適用を目指し
ているが、当該法制度の適用を
受けるためには、採算性や費
用対効果の確保が条件とされ
ている。

 経済性などを十分に考慮し、ま
ちづくりと連動させたうえで、平
成２４年度までに事業着手する
ことを目指します。具体的に
は、今後、「沿線開発」や「運行
計画の工夫」等の検討を進め、
平成２３年度までに採算性の確
保等の課題解決の目途をつ
け、鉄道事業者との合意形成を
図ります。そのうえで、平成２４
年度に都市鉄道等利便増進法
の申請手続きに入ることを目指
します。

（１）沿線開発の見直しについて
は、中間駅周辺地域に将来見
込むことの出来る開発需要を見
定めながら、中間駅周辺のまち
づくりの規模拡大を検討する。

（２）運行計画の工夫について
は、様々なパターン設定につい
て精査し、鉄道事業者からの意
見聴取等により、快速運転の導
入の可否等を検討する。

・事業計画
（運行計画
等）の検討

・沿線開発の
検討

・整備主体・
営業主体との
調整・合意
・沿線自治
体、関係事業
者等との調整

・都市鉄道等
利便増進法
による手続き

政策局
地下鉄７
号線延伸
対策課

55
市庁舎のあり方は、地域的対
立を超えた視点から、市民の声
を聞きながら検討します。

　本庁舎及び区役所庁舎の整
備に関し必要な事項を検討する
ため、市民参加による庁舎整備
検討委員会を平成２０年度に設
置し、昨年度は２回の検討委員
会を開催し、本市のこれまでの
あゆみや合併協定書の内容、
総合振興計画の概要、他政令
指定都市等の基礎的調査結果
概要を説明し意見交換を行なっ
た。
　なお、平成２１年度より庁舎整
備基金の積立を行なっている。

　庁舎整備検討委員会を適宜
開催して、各界・各層の方々か
ら幅広くご意見をいただくととも
に、議員による合併協定書の議
論、行政による庁内検討会議で
の調査･検討、そして、この市民
参加による検討委員会による
検討、といった「議員」「行政」
「市民」の三者による議論の積
み重ねを踏まえ、社会経済情
勢の動向等も見極めながら、次
の段階に踏み出すための検討
も視野に入れる。

　庁舎整備検討委員会におけ
る委員同士の意見交換が活発
に行われ、幅広く意見収集がで
きるよう、適切なテーマを設定
するとともに、資料作成等の工
夫を行いながら委員会を開催
する。
　また、過去からの議論の積み
重ねや、社会経済情勢の動向
等を踏まえ、次の段階に踏み出
すための検討も視野に入れる。

・庁舎整備検
討委員会の
開催

・次の段階に
踏み出すた
めの検討

政策局
企画調整
課

所管課

８　地域間対立を越えて　「“絆”で結ぶひとつのさいたま市」

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表
所管局

統
括
責
任
課

4 ８　地域間対立を越えて「“絆”で結ぶひとつのさいたま市」
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局
か
ら
の
提
案

「しあわせ倍増の基盤」となる電
子市役所を構築します。

(1)平成19年度から「第2次情報
化計画」に基づき電子市役所の
構築を進めている。
(2)「情報システム最適化事業」
として基幹系（住民記録・税・国
保等）システムを再構築に着手
し、経費の大幅な削減に取り組
んでいる。

平成23年3月までに基幹系シス
テムの運用コストを削減（平成
18年度比・毎年10億円）したう
えで、市民サービスの充実に向
けた電子市役所を構築していき
ます。

(1)平成23年3月までに基幹系シ
ステムの再構築を完了し、運用
コストをを削減します。
(2)市民や有識者の意見を反映
し,平成23年度から始動する「第
3次情報化計画及びアクション・
プラン」を策定する。
(3)平成23年度から「日本一ひら
かれたまち、日本一身近で、は
やい行政、日本一しあわせを実
感できるまち」の実現を支える
市民サービスの充実に向けた
電子市役所を構築していく。

(1)基幹系シ
ステム
の再構築

(2)情報化計
画策定

(3)市民サー
ビスの
充実に向け
た電子市役
所構築

政策局
情報政策
課

局
か
ら
の
提
案

万全な危機管理体制を構築し
ます。

市民サービスの向上や業務効
率化を図るため、市の業務遂行
において情報システムへの依
存度が増大する一方、情報シス
テムの拠点（情報センター）とし
て活用している防災センター
（大宮区天沼町）の設備は、能
力の不足や老朽化が発生して
おり、災害等の危機管理時にお
ける業務継続体制の維持が懸
念される。

平成24年度までに災害時の業
務継続に備えたデータセンター
を整備します。

(1)平成21年度に情報センター
の課題や費用対効果等を調査
し、データセンター(サーバを預
かり、保守を提供するサービ
ス）移行に向けた整備方針を決
定する。
(2)平成22年度に整備方針に基
づき実施計画（設計）を策定す
る。
(3)平成24年度にデータセンター
の整備に着手・完了する。

(1)調査・整備
方針決定

(2)データセン
ター整備実施
計画策定

(3)データセン
ター整備

(4)データセン
ター整備完了

政策局
情報政策
課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

○　新規　各局からの提案

数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト

現状

（＊基準日：平成21年3月末日）
取　組　内　容

実　施　工　程　表

5 ○新規　各局からの提案


