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１ 目的
前期の要望事項のうち、各府省の概算要求に該当したものについて、

政府予算案が決定される前に再度、要望を実施し、その実現を図る。

特に緊急に来年度の国の施策・予算に反映する必要があるものに

ついて、要望を実施し、その実現を図る。

２ 要望活動概要
前期の要望活動と同様に、

①国会議員に対する説明会

②各府省に対する要望活動 の２つの方法で、要望活動を行う。
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① 国会議員に対する説明会
概 要 国会議員に対し本市の要望事項を詳しく説明し、

意見交換を行うため、説明会を開催。

日 時 11月20日（木）８時～９時

場 所 都市センターホテル５階 スバル

形 式 朝食会形式により、市長から説明

出席依頼先 さいたま市関連国会議員 12人

市側参加者 市長、本間副市長、技監、各所管局長

そ の 他 議員会館へ訪問

② 各府省 対  要望活動
概 要 市の課題を理解し、次年度予算に反映して

もらうため、府省に直接要望事項を伝える
訪問を実施。

日 時 11月20日（木）午前中予定

※予備日25日（火）午後

場 所 各府省

【前期要望の様子】
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３ 要望事項の選定 （全24項目：昨年度19項目）
（１）継続要望で、国の概算要求に該当するものとして選定 14項目

（２）継続要望で、特に緊急に要望すべきもの・その他時宜を得たものとして選定 ６項目

（３）新規要望事項として選定 ４項目

４ 要望項目の概要
（１）継続・国の概算要求に該当するもの （14項目）
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13 教員の質と数の一体的な強化
14 いじめ問題等に対応する専門家の配置拡充
15 スマートシティの実現に向けた総合的な取組の推進
17 保育所の待機児童解消に向けた取組支援及び保育士

の確保 更  保育 質 向上
18 放課後児童クラブの人材確保等への支援
21 MICE都市の実現及び世界盆栽大会の開催に対する

支援
23 地方交付税 必要額 確保 臨時財政対策債 廃止

3 新大宮上尾道路 整備促進及 首都高速埼玉
新都心線の延伸

5 道路整備事業に対する支援
6 駅のバリアフリー化等に対する支援の強化
7 市街地整備事業等に対する支援
9 河川防災ステーション・さいたま築堤の早期整備
11 国際芸術祭「(仮称)さいたまトリエンナーレ」の開催

等に対する支援
12 義務教育施設等の整備・改修の促進

（前期）
43項目



（３） 新規要望事項 （４項目）

10 グローバル化に対応した英語教育に対する支援
本市の英語教育の取組に対する財政支援のほか、今後必要となるＡＬＴや英語専科教員の人材の

十分な確保のための支援を要望

19 地域若者          事業 安定的継続実施
「地域若者サポートステーション事業」の安定的な継続実施に向け、十分な財政措置を要望

20 自転車まちづくりの推進への支援
自転車を活用したまちづくりを推進するため、自転車利用環境整備の支援の拡充等を要望

22 地方創生に係る施策に対する支援
スポーツコミッションによる地域活性化施策を地方創生の支援の対象とすること等を要望
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（２）継続・特に緊急に要望すべきもの・その他時宜を得たもの （６項目）

1 高速鉄道東京７号線の延伸促進
2 東西交通大宮ルートの構想実現に向けた支援
4 新幹線 大宮駅始発 新設及 大宮駅機能 高度化 向  支援
8 広域防災拠点都市づくりへの支援
16 ＰＣＢ廃棄物 適正処理 推進
24 平成２７年度税制改正    税源 確保
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５ 説明会における説明事項について
＜選定基準＞

①市長が自ら提案・要望を行うのにふさわしい事項であること。

②市の政策的ＰＲにつながる事項であること。

③特に翌年度の国の施策・予算に向けて、本市又は政府、各党等において現在取組を進めている等、

時宜を得た事項であること。

東日本の中枢都市構想の推進 ①高速鉄道東京７号線の延伸促進

②新大宮上尾道路の整備促進及び首都高速埼玉新都心線の延伸

③新幹線の大宮駅始発の新設及び大宮駅機能の高度化に向けた支援

教育文化都市の実現 ④グローバル化に対応した英語教育に対する支援（新規）

⑤国際芸術祭「(仮称)さいたまトリエンナーレ」の開催等に対する支援

環境未来都市の実現 ⑥スマートシティの実現に向けた総合的な取組の推進

経済・観光 ⑦ＭＩＣＥ都市の実現及び世界盆栽大会の開催に対する支援

⑧自転車まちづくりの推進への支援（新規）

地方分権・地方税財政 ⑨地方創生に係る施策に対する支援（新規）

後期要望 説明会における説明事項 （９項目）



東日本の中枢都市構想の推進
①高速鉄道東京７号線の延伸促進
②新大宮上尾道路の整備促進及び首都高速埼玉新都心
線の延伸
③新幹線の大宮駅始発の新設及び大宮駅機能の高度化
に向けた支援

安心減災都市づくり
④広域防災拠点都市づくりへの支援

教育文化都市の実現
⑤国際芸術祭「(仮称)さいたまトリエンナーレ」の開催等に
対する支援

環境未来都市の実現
⑥スマートシティの実現に向けた総合的な取組の推進

健幸都市づくり
⑦保育所の待機児童解消に向けた取組支援並びに保育
士の確保及び定着を図るための支援強化
⑧放課後児童クラブの整備及び人材確保等への支援

経済・観光
⑨ＭＩＣＥ都市の実現及び世界盆栽大会の開催に対する
支援
⑩国際自転車競技大会の継続開催に向けた支援

地方分権・地方税財政
⑪平成27年度税制改正における税源の確保

【参考】 過去の説明会の説明事項
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東日本の中枢都市構想の推進
①高速鉄道東京７号線の延伸促進

②上尾道路・首都高速埼玉大宮線の整備促進及び埼玉

新都心線の延伸

③新幹線の大宮駅始発の新設及び大宮駅機能の高度化

に向けた支援

安心減災都市づくり
④耐震化の促進による安心減災都市づくり

健幸都市づくり
⑤待機児童解消に向けた取組支援

観光・経済対策
⑥国際自転車競技大会の継続開催に向けた支援

地方税財政
⑦平成２６年度税制改正における代替税財源の確保等

⑧地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止

今年度前期要望（11項目） 昨年度後期要望（８項目）



【参考】 選定結果一覧
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番
号

後期要望
の区分

要望件名

1 継続 高速鉄道東京7号線の延伸促進

2 継続 東西交通大宮ルートの構想実現に向けた支援

3 継続 新大宮上尾道路の整備促進及び首都高速埼玉新都心線の延伸

4 継続
新幹線の大宮駅始発の新設及び大宮駅機能の高度化に向けた
支援

5 継続 道路整備事業に対する支援

6 継続 駅のバリアフリー化等に対する支援の強化

7 継続 市街地整備事業等に対する支援

8 ― 都市公園の整備促進に向けた制度拡充

9 継続 広域防災拠点都市づくりへの支援

10 ― 耐震化の促進による安心減災都市

11 ― 帰宅困難者への対策の充実強化

12 継続 河川防災ステーション・さいたま築堤の早期整備

13 ― 119番緊急通報に係る位置情報の項目の追加

14 ― 無線通信補助設備の改修に係る補助制度の創設

15 ― 北朝鮮による拉致問題の解決

16 継続
国際芸術祭「（仮称）さいたまトリエンナーレ」の開催等に対する支
援

18 継続 義務教育施設等の整備・改修の促進

19 継続 教員の質と数の一体的な強化（少人数学級の推進）

20 継続
いじめ問題等に対応する専門家の配置拡充（総合的な取組の推
進）

21 継続 「スマートシティの実現に向けた総合的な取組の推進

22 ― 緑地を保全する制度の拡充

23 ― 見沼田圃の保全と活用に向けた支援

24 ― 廃棄物処理施設の整備促進

25 継続 ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進

17 ―
義務教育費国庫負担制度の見直し及び県費負担教職員制度の
権限移譲に伴う財政措置（後段）

番
号

後期要望
の区分

要望件名

26 継続
保育所の待機児童解消に向けた取組支援及び保育士の確保と
更なる保育の質の向上

27 継続 放課後児童クラブの整備及び人材確保等への支援

28 ― 病児・緊急対応強化事業に対する支援

29 ― 困難を有する子ども・若者に対する支援

30 ― 予防接種制度の見直し

31 ―
さいたま北部医療センター、埼玉メディカルセンターの運営及び耐
震化の促進

32 ― 基準病床数制度の見直し

33 ― 無料低額宿泊所等に対する法的整備

34 ― 行政情報の無い要支援者の早期発見

35 ― 医療機器関連分野への新規参入支援

36 継続 MICE都市の実現及び世界盆栽大会の開催に対する支援

37 ― 国際自転車競技大会の継続開催に向けた支援

38 ― ＴＰＰ交渉による地方への影響対策等

39 ― 新たな大都市制度「特別自治市」の創設等

40 継続 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止

41 継続 平成２７年度税制改正における税源の確保

42 ― 公的資金補償金免除繰上償還制度の復活・拡充

43 ― 社会保障・税番号制度の導入

新１ 新規 グローバル化に対応した英語教育に対する支援

新2 新規 地域若者サポートステーション事業の安定的継続実施

新3 新規 自転車まちづくりの推進への支援

新4 新規 地方創生に係る施策に対する支援


