
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

平成１８年の市内の入込観光
客数２１１７万人、平成１９年の
入込観光客数２１５８万人。年
間４１万人の増加であった。
（平成２０年入込観光客数は、
現在集計中）
＊入込観光客数

年間入込観光客増加数を,平成
１９年の４１万人を平成２４年ま
でに８２万人に倍増し、２４７７
万人とします。

（社）さいたま観光コンベンショ
ンビューローを始めとした各観
光イベント団体等と連携ををとり
ながら、広報体制を強化し、市
報、ホームページをはじめ、
様々なメディアを利用してイベン
ト等のＰＲを積極的に図る。

・年間観光客
数

（2256万人）

・観光ルート
マップの作
成・情報提供

・外国人向け
のパンフ
レットの作成・
配布

（2321万人） （2395万人） （2477万人）

経済局 ○
観光政策
課

実施していない。
平成２２年１０月までに旅行会
社等より職員の派遣を受け入
れます。

２年以内に旅行会社等より職員
の派遣を受け入れ、観光分野
における民間のノウハウや経
営感覚を導入し、観光客拡大に
向け、強化を図る。

・派遣職員導
入

経済局
観光政策
課

平成２２年３月開館に向けて
「大宮盆栽美術館」を建設中で
ある。

大宮盆栽美術館については、
「盆栽文化ネットワーク」の中核
を担う施設として位置づけ整備
し、開館当初入館者年間５万人
を確保し、全国規模の盆栽展の
開催や周辺施設との連携を図
り、年間入館者１０万人を目指
す。

事業活動計画、管理運営計画
に沿った事業活動、管理運営に
取り組む。

建設工事

開館準備

事業活動・管
理運営

市民局
文化振興
課

49

市内の観光資源を有効に活用
し、海外も含め観光客を積極的
に誘致します。（４年以内）
＊スポーツコミッション：

平成18年の入込観光客数は
2117万人、平成19年の入込観
光客数は2158万人で、年間41
万人増加しました。（平成20年
入込観光客数は、現在集計中）

年間入込観光客増加数を,平成
19年の41万人を平成24年まで
に82万人に倍増し、2477万人と
します。
また、新たな観光客を獲得する
ため、平成24年度にスポーツコ
ミッションを創設します。

(社)さいたま観光コンベンション
ビューローをはじめとした各団
体等と連携をとりながら、大宮
盆栽美術館など新たな施設を
含め、観光PRを拡充するととも
に、観光資源の周辺環境整備
と回遊性の向上に努めます。
また、民間の人材登用によりノ
ウハウを導入することで、積極
的なプロモーション活動を行うと
ともに、コンベンションの誘致や
スポーツコミッションの創設を行
います。

・年間観光客
数

（2256万人）

・観光資源・
周辺環境・回
遊手段の整
備

・スポーツコ
ミッションの
創設

（2321万人）

サインの設置

（2395万人）

観光タク
シー・レンタ
サイクルの導
入検討

基本計画・体
制整備

（2477万人）

回遊手段導
入

創設

経済局 ○
観光政策
課

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

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

所管課

49
市内の観光資源を有効に活用
し、海外も含め観光客を積極的
に誘致します。（４年以内）

修正前

修正後

1



H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

７　経済・雇用　「さいたまニューディール」

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

所管課

50
起業家応援のための「ベン
チャービジネス倍増プロジェク
ト」を実行します。（４年以内）

平成１６年３月に産業振興ビ
ジョンの推進・実行機関として
「財団法人さいたま市産業創造
財団」を設置、同年４月に中小
企業支援法に基づく「都道府県
等中小企業支援センター」とし
て指定し、各種支援業務を行っ
ている。
平成１６年度から平成２０年度
までの創業実績は９２件です。

・ベンチャービジネス倍増プラン
を平成２２年３月までにまとめま
す。
・財団が支援した創業件数の実
績を９２件から平成２４年度末
までに１９０件に倍増します。

・既存支援事業（アドバイザー
派遣・融資制度・インキュベー
タ・ニュービジネス大賞等）の強
化・充実を図るとともに、開業前
から開業後までを一連的に支
援するサポート塾を創設する。
・埼玉県創業・ベンチャー支援
センターなど関係機関等の連携
強化を図る
・市内の優れた技術を持つ研究
開発型企業（テクニカルブランド
企業等）や大学等の協力を得な
がら、ポストドクター等の起業に
向けた支援を図る。

・プランのまと
め

・既存創業者
等支援事業
の拡充検討

・連携機関等
の調整

・既存創業者
等支援事業
の拡充策実
施

・創業ベン
チャーサポー
ト支援の開始

経済局
産業展開
推進課

財団法人さいたま市産業創造
財団において、創業を目指す方
等の様々な課題解決のため、
窓口相談・専門家派遣・セミ
ナー・融資のあっせん、創業者
育成施設（インキュベーション）
の設置や、さいたま市を元気に
する斬新なアイデアあふれるビ
ジネスプランを表彰するさいた
ま市ニュービジネス大賞（ＳＮＢ
大賞）などの支援を行ってい
る。
平成１６年度から平成２０年度
までの創業実績は９２件です。

○平成２４年度までに創業者を
９２件から２１０件にします。（内
１６件を目指す事業）
・創業ベンチャーサポート塾を
平成２２年度より開始します。
・創業者を発掘する創業応援事
業を平成２３年度より開始しま
す。

（質的改善）
　・創業希望者に対し、開業前
から開業後までを総合的に支
援する創業ベンチャーサポート
塾を創設する。
　・雇用倍増プロジェクトにより
実施する人材育成等支援事業
と連携を図り、創業を目指す大
学生（学部生・大学院生）やポ
ストドクターの創業支援を実施
する。

・創業ベン
チャーサポー
ト塾（検討）

サポート塾実
施

・創業応援事
業（実証実
験）
調査・支援策
検討

事業開始

経済局
産業展開
推進課

・各種相談、
アドバイザー
派遣事業
・各種セミ
ナー事業
・ＳＮＢ大賞
事業

・新製品開発
補助事業

・インキュ
ベーション事
業

50
起業家応援のための「ベン
チャービジネス倍増プロジェク
ト」を実行します。（４年以内）

財団法人さいたま市産業創造
財団において、創業を目指す方
等の様々な課題解決のため、
窓口相談・専門家派遣・セミ
ナー・融資のあっせん、創業者
育成施設（インキュベーション）
の設置や、さいたま市を元気に
する斬新なアイデアあふれるビ
ジネスプランを表彰するさいた
ま市ニュービジネス大賞（ＳＮＢ
大賞）などの支援を行ってい
る。
平成１６年度から平成２０年度
までの創業実績は９２件です。

○平成２４年度までに創業者を
９２件から２１０件にします。（内
１９４件を目指す事業）
　・各種相談事業やアドバイ
ザー派遣事業を充実します。
　・各種セミナー事業を充実しま
す。
　・ＳＮＢ大賞事業を充実しま
す。
　・インキュベーション事業を充
実します。
　・新製品開発補助事業の充実
を図り、平成２４年度までに採
択事業を１０件にします。

（量的改善）
・出張相談会やアドバイザー派
遣事業の実施回数を増やし、費
用負担の軽減などを図る。
・各種セミナー事業の実施回数
や内容などについて充実を図
る。
・ＳＮＢ大賞事業では、支援内
容の充実を図るとともに、応募
者数を増やすためのＰＲ強化を
図る。
・インキュベーションシステム事
業では、インキュベーションマネ
ジャー（ＩＭ）の充実を図り、案産
館の貸室の増室や民間施設利
用者に対する補助を検討する。
・新製品開発補助事業の対象
要件について、各支援事業との
連携を図りながら、創業者につ
いても対象としていく。

経済局
産業展開
推進課

２件

検討・協議

４件 ４件

修正前

修正後
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H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

シルバー元気応援ショップ制度
の創設（割引制度）（４年以内）

○埼玉県では、「パパ・ママ応
援ショップ優待制度」を実施して
いるが、市内ではチェーン店の
加入が多く、商店会からの加入
は少ない。
○商店街を元気にする取組とし
ては、環境整備及び活性化に
向けた支援や駅前・まちなかに
ぎわい創出事業の充実を図っ
ている。

○シルバー元気応援ショップ制
度（割引制度）の創設にあたり、
商店街との連携を図ります。
○平成２４年度末までに、市内
商店街のモデルとなる（仮）元
気商店街絆コミュニティ形成商
店街を立ち上げます。

○割引制度の協力店を開拓す
るとともに、割引サービスの充
実を図るため商店街を活性化し
ます。
○「元気商店街☆絆のモデル」
となる商店会を公募により募集
し、絆コミュニティの担い手
（キーマンとなる人材、核となる
商店街）を育成します。
○事業を推進し、事業の継続性
を確立するとともに、核エリア
（商店街）の形成、拡大を目指し
ます。

事業の構想

割引制度の
協力店の開
拓

・事業推進業
務
・モデル商店
街の公募

・キーマン育
成
・コンサル派
遣

・計画の策定
・計画認定

元気商店街
事業実施 経済局

商工振興
課

所管局

統
括
責
任
課

所管課

○　市長からの提案

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

企業のＣＳＲ活動の表彰制度の
創設、推進（４年以内）

・さいたま市市民提案型協働モ
デル事業により、「さいたまＣＳ
Ｒ事例集2008」が発行されると
ともに、同年及び翌
　年度には「さいたまＣＳＲ
フォーラム2009」が開催された
（市民活動支援室所管）。
・平成20年度に市補助金によ
り、さいたま商工会議所におい
て地域貢献企業調査事業調査
報告書が作成された。
・平成21年３月に改訂した産業
振興ビジョンの先導プロジェクト
「力強い基盤産業づくりプロジェ
クト」の中に、Ｃ
　ＳＲ普及促進事業を位置づけ
ている。

・市内企業のＣＳＲ活動紹介
ホームページを平成２２年度に
作成する。
・支援制度の創設に向け、市内
企業における先行事例の発表
会（キックオフミーティング）を
　平成２３年度までに開催する。
・市内企業（グループを含む）の
ＣＳＲ活動推進に向けた支援制
度を平成２４年度に策定す
　る。

・市内企業におけるＣＳＲの推
進を図るため、これまでに作成
した事例集の内容を掲載した
　ホームページを作成し、順次
内容の充実を図る。
・市内企業やそのグループがそ
れぞれの商品、サービス、技
術、人材などの経営資源を活
用す
　ることにより、市民生活の向
上や企業と地域の交流を図る
取り組みに対し、必要な支援を
提
　供できる制度の創設に向けた
検討を行う。

ＣＳＲ活動支
援制度の創
設
先行事例研
究

CSRホーム
ページ

ＣＳＲ実態調
査

制度設計

経済政策
課

運用

経済局

3


