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平成２８年度国の施策・予算に対する要望 

さいたま市政の推進につきましては、日頃から格別

の御高配、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本市は、人口126万人を有する日本を代表する大都市

として、大きく成長を続けてきており、「東日本の中

枢都市構想の推進」、「日本一の安心減災都市づく

り」、「日本一の教育文化都市を実現」、「環境未来

都市の実現」、「健幸都市づくり」の５つの柱を基本

として、市民一人ひとりがしあわせを実感でき、市民や企業から選ばれる

都市づくりを進めています。

私は、人口減少と急激な少子高齢化を見据え、これからの５年、10年が、

本市の将来にとって極めて重要な時期であると認識しております。このた

め、平成28年度までに特に力を入れて取り組むべき施策をまとめた「しあ

わせ倍増プラン2013」、本市の強みと民間の活力を活かし、中長期的に取

り組むべき施策で構成する「さいたま市成長戦略」を推進することにより、

「しあわせ実感都市 選ばれる都市」の実現にまい進してまいりたいと考

えております。

また、国のまち・ひと・しごと創生の取組を踏まえ、「さいたま市人口

ビジョン」による2060（平成72）年までの超長期的な人口の将来展望等を

行うとともに、2015（平成27）年度から５年間に集中的に実施する「さい

たま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、本市の描く将来像に

向け、さらに取組を進めてまいります。 

本要望書は、平成28年度の国の施策や予算などについて、本年６月に提

案・要望いたしました内容をさらに厳選し、喫緊かつ具体的な課題となっ

ている事項を取りまとめております。 

つきましては、国も厳しい財政状況にあることは承知しておりますが、

今後の施策の展開に当たり、さいたま市の要望の実現について、御高配を

賜りますようお願い申し上げます。 

平成27年11月 
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１．東日本の中枢都市構想の推進 



〔要望先〕国土交通省

１ 高速鉄道東京７号線の延伸促進 

①要望事項  

１ 都市鉄道等利便増進法における国の補助割合の拡大等を

行うこと 

２ 交通政策審議会における次期答申においても、引き続

き、高速鉄道東京７号線の延伸を計画に位置付けること 

②要望の実現効果 

★延伸の効果

１．首都近郊の鉄道ネットワーク強化 

・ＪＲ東北本線、東武野田線へ結節 

・安定した鉄道輸送サービス提供 

２．災害時等の代替路線機能の充実 

・多様な代替ルートによるリスク回避 

３．未来に向けた地域の成長・発展 

・３つの個性的なまちづくりを推進 

（浦和美園、岩槻、蓮田） 

４．環境負荷の低減、地域活性化

地方公共団体
１／３

（県及び市で負担）

国
１／３

整備主体の負担分
（金融機関の借入等）

１／３

地方公共団体国
整備主体
の負担分

拡
充

現状

鉄道施設建設資金

開業後30年程度の

累積黒字達成
初期投資の削減可能 事業化へ 

大きく前進

○ 事業費（約870億円の大規模プロジェクト、国の補助率は1／３）

要
望

要
望
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[担当：都市戦略本部東部地域・鉄道戦略部参事 沼尻 裕一 ℡０４８－８２９－１８７２] 

③背景・理由 

１ 都市鉄道等利便増進法における国の補助割合の拡大 

・ 地下鉄７号線の延伸については、平成23年度に本市と埼玉県が共同で開催し

た第三者の専門家で構成する「地下鉄７号線延伸検討委員会」において、需要

予測や採算性等について厳しい結果が示されたものの、「延伸実現に資する方

策」を展開することで延伸事業の評価を高めることは可能であるとの報告が出

された。 

・ これを受け、本市では平成24年９月に、延伸に資する方策と行程表からなる

「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」を策定し、地域の成長・発展のため

の「実行」段階へと移行した。 

・ 現在は、定住・交流人口の増加を図り、早期の事業着手（都市鉄道等利便増

進法に基づく鉄道事業者の申請手続）を目指しており、同プランに位置付けた

方策の一つである浦和美園の定住人口増加などの成果も出てきている状況であ

る。 

・ 延伸線整備に当たっては、都市鉄道等利便増進法の適用を前提としているが、

人口減少等の厳しい事業環境を踏まえ鉄道整備を推進するため、同法における

国の補助割合の拡大や許可要件の緩和を行うことを要望するものである。 

２ 次期答申での継続した位置付け

・ 本市では、市民、経済界、大学、スポーツ界等によるオールさいたま市の組

織である「さいたま市地下鉄７号線延伸事業化推進期成会」の活動により、延

伸の機運はかつてない高まりを見せている。 

・ 延伸には速達性向上、混雑緩和などに加え、首都近郊の鉄道ネットワーク強

化、高齢者の移動手段確保、災害時等の代替交通路線機能の充実、低炭素まち

づくりへの貢献などの多くの意義がある。 

・ 以上から、次期答申においても引き続き、浦和美園から岩槻を経由して蓮田

までの延伸について計画路線として位置付けることを要望するものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

都市鉄道利便増進事業費補助 15,900百万円 （平成27年度 8,845百万円）
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〔要望先〕国土交通省

２ 新幹線の大宮駅始発の新設及び大宮駅機能の高度化 

等に向けた支援 

①要望事項 

１ 平成28年３月26日に予定されている北海道新幹線の開通

に併せ、既設の５路線を含む各新幹線の大宮駅始発の新設

による増便を図ること 

２ 大宮駅機能の更なる高度化等（大宮駅グランドセントラ

ルステーション化構想）の実現に向けた支援の強化を講ず

ること 

３ 交通政策審議会における次期答申及び首都圏広域地方計

画に大宮駅機能高度化を位置付けること 

②要望の実現効果 

東日本のハブステーション
★首都直下地震発災時における首都圏の最前線となるバックアップ拠点機能の強化

★東京西部、北部地区（八王子、立川、赤羽方面）からの利便性向上

★大宮駅周辺の賑わい創出とまちの活性化 

★北関東地方、東北地方、上信越・北陸地方及び北海道からの人・モノの集結・交流機能の強化
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[担当：都市局都市計画部交通政策課長 岡崎 繁 ℡０４８－８２９－１０５０] 

③背景・理由 

１ 新幹線の大宮駅始発便の新設について 

・ 本市では、「多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市」を将来都

市像に掲げており、大宮駅周辺及び隣接するさいたま新都心周辺地区を都心と

して位置付け、様々な都市機能の集積を進めている。 

・ また、平成28年３月26日には北海道新幹線が開通を予定しており、新幹線の

ニーズの増大が見込まれる。このため、東京西部地域など速達性の観点から大

宮駅を経由地としたエリアからも、交通結節機能を有する大宮駅のポテンシャ

ルはますます高まることが予想される。 

・ 一方、東京駅～大宮駅間においては、新幹線の建設経緯から走行速度が制限

されている上、既に東北・秋田・山形・上越・北陸新幹線が集中しているた

め、各新幹線の運行上のボトルネックとなっている。

・ そこで、上記新幹線５路線といった高速交通網の更なる活用に向けて、新幹

線大宮駅始発の新設による新幹線の増便を要望するものである。 

２ 大宮駅機能の更なる高度化等に向けた支援の強化について

・ 新幹線の大宮駅始発の新設と併せ、大宮駅機能の更なる高度化等（大宮駅グ

ランドセントラルステーション化構想）実現の際には、鉄道事業者間の既設線

及びバス等から鉄道への乗換え改善によるシームレス化、今後の新線開業によ

る更なる鉄道利便性の向上、さらに本市が「国土のグランドデザイン2050」の

基本戦略「日本海・太平洋２面活用型国土と圏域間対流の促進」による防災面

並びに経済活動面における太平洋側の拠点性を有していることなどを踏まえ、

支援の強化を講ずることを要望するものである。 

３ 交通政策審議会における次期答申、首都圏広域地方計画への位置付けについて

・ 上記に示す必要性を踏まえ、交通政策審議会における次期答申及び首都圏広

域地方計画へ大宮駅機能高度化を位置付けるよう要望するものである。

④参考 

大宮駅機能の高度化 

駅周辺市街地の再整備の誘発 

駅前広場などの基盤整備 

○ 大宮駅機能の更なる高度化及び周辺まちづくりとの関連図
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〔要望先〕国土交通省

３ 駅のバリアフリー化等に対する支援の強化 

①要望事項 

１ 駅のバリアフリー化に対する支援の強化を図ること 

２ 地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を１／２に

引き上げ、鉄道事業者に対する支援の強化を図ること 

②要望の実現効果 

エレベーター ホームドア 

駅のバリアフリー 

★子ども、高齢者、障がい者等の 

安心、安全な移動と円滑化 

★誰もが暮らしやすいまちづくり、 

社会づくりを推進 

○市内33駅中、エレベーターが未整備の駅 
（平成27年8月31日現在） 

① 南浦和駅（ＪＲ東日本）※施工中 
② 岩槻駅（東武鉄道）※施工中 
③ 今羽駅（埼玉新都市交通）※施工中 
④ 吉野原駅（埼玉新都市交通） 

○市内33駅中、ホームドア設置が求められている乗降者数 
10万人以上／日の駅（平成27年3月31日末データ） 

◆ＪＲ東日本管内  ※（ ）はJR東日本管内での順位 
1位（ 8位）大宮駅   489,112人／日 

 2位（51位）浦和駅   169,450人／日 
 3位（78位）南浦和駅 116,816人／日 
 4位（92位）北浦和駅 100,918人／日 
（参考 5位（95位） 武蔵浦和駅 97,176人／日）  

◆東武鉄道 ※（ ）は東武鉄道管内での順位  
 1位（7位） 大宮駅 131,710人／日
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[担当：都市局都市計画部交通政策課長 岡崎 繁 ℡０４８－８２９－１０５０] 

③背景・理由 

１ 駅のバリアフリー化に対する支援の強化 

・ 本市では、高齢者や障がい者の自立した日常生活や社会参加の機会を確保す

るため、移動の手段となる公共交通機関等のバリアフリー化を進め、利便性や

安全性を高めることが喫緊の課題であるとの認識の下、鉄道駅を中心としたバ

リアフリー化を進めている。

・ 本市内の33駅のうち、市内４駅で段差の解消に係るエレベーター等のバリア

フリー施設が未整備となっている。また、平成23年８月には国の「ホームドア

の整備促進等に関する検討会」の中間とりまとめが示され、１日あたり10万人

を超える駅については、転落防止対策を優先して速やかに実施するよう努める

ことが求められていることから、ホームドア等の整備も積極的に進めていく必

要がある。 

・ このような駅のバリアフリー化は、鉄道事業者の取組が主体となるが、駅利

用者の安全性の向上を図るためにも、国が鉄道事業者に対して指導や、駅のバ

リアフリー化に対する支援の強化に積極的に取り組むことを要望するものであ

る。

２ 地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率の引上げ等の支援の強化 

・ バリアフリー施設未設置駅を所有する鉄道事業者に対しては、「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、移動等円滑化を促進す

るための努力義務が課されている。今後、バリアフリー化を促進していくため

には、現状の鉄道事業者に対する支援を一層強化することが必要である。

・ 以上から、地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を現行の１／３から 

１／２に引き上げ、国の支援の更なる充実を図ることを要望するものである。

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

・ 概算要求状況

地域公共交通確保維持改善事業 34,855百万円 （平成27年度 29,009百万円）

・ 駅のバリアフリー化の進捗状況

   東宮原駅（埼玉新都市交通伊奈線）のバリアフリー化が達成された。
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〔要望先〕国土交通省

４ 東西交通大宮ルートの構想実現に向けた支援 

①要望事項 

  交通政策審議会における次期答申においても、引き続き、

東西交通大宮ルートの新設を計画に位置付けること 

  併せて、構想実現の際は各種支援を積極的に行うこと 

②要望の実現効果 

【都心】 
大宮駅周辺・ 
さいたま新都心周辺地区 

【副都心】 
美園地区 東西交通大宮ルート 

都心・副都心の連携強化
★東西方向の公共交通整備による市内ネットワークの充実
★少子・高齢社会に向けた移動のバリアフリー化
★自動車交通からの転換による環境負荷の軽減

東西交通大宮ルート 
【都心】 

●大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区 

両地区の連携を深め、一体的な都心の形成 

【副都心】 

●美園地区 

埼玉スタジアム２○○２を擁し、「スポー

ツ、健康、環境・エネルギー」をテーマとする

交流拠点の形成 
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[担当：都市局都市計画部交通政策課長 岡崎 繁 ℡０４８－８２９－１０５０] 

③背景・理由 

・ 平成12年の運輸政策審議会において、今後整備について検討すべき路線の中

量軌道システムのひとつとして、「東西交通大宮ルート：大宮～さいたま新都

心～埼玉スタジアム２○○２」が答申された。 

・ 現在、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会において、新たな東京圏の都

市鉄道のあり方について議論が進められており、今年度中に次期答申が予定さ

れている。 

・ 本市の公共交通ネットワークについては、都心部を中心とした南北の路線が

充実している一方、東西については比較的脆弱であることから、今後、南北方

向の公共交通軸と一体となった公共交通ネットワークの整備が必要である。 

・ 新たな東西公共交通軸に関しては、本市のまちづくりに求められる「都心・

副都心の連携強化」、「移動のバリアフリー化」、「環境負荷の軽減」、「自

動車交通からの転換」、といった諸課題に対応可能なＬＲＴ・ＢＲＴなどのコ

ンパクトな交通システムが有効であると考えている。 

・ 以上から、引き続き東西交通大宮ルートの新設を位置付けるとともに、構想

実現の際は各種支援を積極的に行うことを要望するものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

・ 概算要求状況

地域の公共交通ネットワークの再構築       34,907百万円 

（平成27年度  29,062百万円） 

社会資本整備総合交付金            1,057,435百万円 

（平成27年度 901,805百万円） 
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〔要望先〕国土交通省

５ 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 

①要望事項 

１ 新大宮上尾道路の整備を促進すること 

２ 核都市広域幹線道路（首都高速埼玉新都心線）を東北自 

動車道まで延伸すること 

②要望の実現効果 

★２．首都高速埼玉新都心線を東北自動車道まで 

延伸させることで、広域交通基盤が強化され、 

さいたま新都心の防災機能向上が図られる。 

★１．新大宮上尾道路の整備により、国道 17 号

バイパスおよび現道の混雑が緩和される。 

また、圏央道まで延伸させることで、広域交通

基盤が強化され、さいたま新都心の防災機能向

上が図られる。

東北自動車道 

新大宮上尾道路 

首都高速埼玉新都心線 

圏央道

10/31開通 

-9-



[担当：建設局土木部道路計画課長 清水 勇 ℡０４８－８２９－１４９４] 

③背景・理由 

１ 新大宮上尾道路の整備促進について 

・ 国道17号バイパスは、平成22年度道路交通センサスによると、実交通量が１

日当たり7.8万台から8.2万台であり、設計交通量の1.35倍から2.4倍となって

いることから、混雑解消のためには、一般道路部分の早期整備、自動車専用道

路の延伸が必要である。 

・ このような中、新大宮上尾道路の一般道路部分については、平成27年度中に

圏央道桶川北本インターチェンジまで接続される見込みであるが、一部区間に

ついては２車線での供用にとどまる状況である。

・ また、自動車専用道路の与野ジャンクション以北については、都市計画決定

されているものの、詳細な整備計画は未定である。

・ 一方で、さいたま新都心は「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」に基

づく広域防災拠点として位置付けられた災害対策基本法上の指定地方行政機関

が設置され、災害応急対策・復旧活動及び広域後方支援活動に関する指示機能

等を担っている。

・ 以上から、圏央道まで自動車専用道路を延伸させることで、市内の国道17号

バイパス周辺の渋滞解消と広域交通基盤の強化による防災機能の向上を図るた

め、新大宮上尾道路の整備促進を要望するものである。

２ 首都高速埼玉新都心線（核都市広域幹線道路）の延伸について 

・ 核都市広域幹線道路の一区間である首都高速埼玉新都心線については、さい

たま新都心を経由し、第二産業道路まで開通しているが、東北自動車道への延

伸・接続に関する検討が進んでいない状況である。 

・ よって、同様に東北自動車道まで延伸することによる広域交通基盤の代替性

や多重性の確保など、一層の防災力の強化を図るため、核都市広域幹線道路の

一区間である首都高速埼玉新都心線を延伸することを要望するものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

直轄事業    1,816,855百万円 （平成27年度 1,569,078百万円） 

   補助事業      139,182百万円 （平成27年度  112,479百万円） 

   有料道路事業等 2,088,998百万円 （平成27年度 2,038,270百万円）
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〔要望先〕国土交通省

６ 与野大宮道路の事業中区間の早期完成及び未着手区間 

の早期事業化 

①要望事項 

１ 与野大宮道路の事業中区間1.5㎞を早期完成させること 

２ 与野大宮道路の未着手区間1.2㎞を直轄事業により早期

事業化させること  

②要望の実現効果 
【整備効果】 

・国道17号及びさいたま 

 新都心周辺の渋滞の緩和、 

 交通円滑化 

・機能集積を進めている 

 さいたま新都心周辺の 

 骨格形成 

未着手区間
２/４車線 

延長１．２ｋｍ 

延
長
１
．
２

大宮駅 

km 

新規 

さいたま新都心駅 

写真① 赤山通り交差点付近の渋滞状況 写真② 八幡通り交差点付近の渋滞状況 

北与野駅 
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[担当：建設局土木部道路計画課長 清水 勇 ℡０４８－８２９－１４９４] 

③背景・理由 

・ 与野大宮道路は、さいたま新都心に隣接した中心市街地に位置し、ＪＲ埼京

線北与野駅付近で鉄道と交差しており、沿道にはマンション、事業所、学校な

どの公共施設が多数立地している。このような状況の中、当該事業区間におけ

る損失時間は、約214千人時間／年・㎞と、全国平均（約26.3千人時間／年・

㎞）の約８倍となっている。 

・ 一方で、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催において、

さいたまスーパーアリーナがバスケットボールの会場に決定しており、また、

現在、さいたま新都心への赤十字病院及び小児医療センターの移転等機能集積

を進めていることから、さいたま新都心駅周辺地区西側の骨格形成を図り、交

通利便性をより一層向上させることが必要となっている。 

・ 加えて、未事業化区間1.2キロメートルについては、首都圏渋滞ボトルネッ

ク対策協議会において渋滞ボトルネック区間として指定されているなど、市内

拠点間の移動に支障をきたしている状況である。 

・ 以上から、与野大宮道路については、大宮駅からさいたま新都心駅周辺の中

心市街地を連携する４車線ネットワークの一部として、慢性的な渋滞緩和を図

る上で重要な路線であることから、事業中区間の早期完成及び未着手区間の直

轄事業による早期事業化を要望するものである。 

④参考

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

直轄事業    1,816,855百万円 （平成27年度 1,569,078百万円） 

延
長
１
．
２

未

着

手

区

間

さいたま新都心駅 

km 大宮駅 

北与野駅 
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〔要望先〕国土交通省

７ 市街地整備事業等に対する支援 

①要望事項 

市街地整備事業及び住宅市街地基盤整備事業に係る国庫補

助金を確保すること  

②要望の実現効果 

●市街地開発事業の状況（平成２７年９月現在）

市街化区域

市街地再開発事業 ５地区
（うち１地区は準備組合）
（補助金活用中地区）

土地区画整理事業 20地区
（補助金活用中地区）

土地区画整理事業 ７地区
（補助完了地区等）

川越
線

東
武
野
田
線

東
北
本
線

高
崎
線

西大宮駅

指扇駅

宮原駅

日進駅

岩槻駅

七里駅

大和田駅

大宮公園駅

土呂駅

宮原駅

東岩槻駅

大宮駅

武蔵
野線

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

埼
京
線

与野駅

南与野駅

北浦和駅

与野本町駅

北与野駅

さいたま新都心駅

浦和駅

西浦和駅

武蔵浦和駅

中浦和駅
南浦和駅

東浦和駅

浦和美園駅

●平成28年度補助金要望地区 

・市街地再開発事業５地区 

・土地区画整理事業16地区 

・住宅市街地基盤整備事業６団地 

◎要望地区内訳 

市街地再開発事業 

・組合施行     ４地区 

（うち２地区は準備組合） 

・都市再生機構   １地区 

土地区画整理事業 

・公共団体施行   ６地区 

・組合施行     10地区 

住宅市街地基盤整備事業 

・公共団体施行   ４団地 

・都市再生機構施行 ２団地

★要望の実現による効果 

・数多く施行中の市街地再開発事業及び土地区画整理事業の 

着実な事業推進が図られ、早期の事業完了につながる。 

・災害リスクを軽減する施策のひとつとして、市が進める 

「防災都市づくり計画」にも寄与する。 

・長期的な視点から総事業費の削減も期待できる。 
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[担当：都市局まちづくり推進部市街地整備課長 本多 建雄 ℡０４８－８２９－１４６４] 

③背景・理由 

・ 現在、本市では市街地再開発事業３地区（約７ヘクタール）、土地区画整理

事業27地区（約1,110ヘクタール）を施行中であり、無秩序な市街地を抑制

し、快適で活力ある都市活動を支える都市基盤の整備を推進している。 

・ また、都市再生機構施行におけるニュータウン事業３地区（約373ヘクター

ル）（２団地含む）が施行中であり、「独立行政法人改革等に関する基本的な

方針（平成25年12月閣議決定）」のとおり、工事を早期に完了させるととも

に、平成30年度までの土地の供給・処分完了に向けた取組を促進させる必要が

ある。

・ このため、「安全・安心の確保」、「豊かで利便性の高い地域社会の実現」

等の観点から、平成28年度予算において市街地整備事業及び住宅市街地基盤整

備事業の推進に必要な国庫補助金を確保し、財政支援を行うことを要望するも

のである。 

④参考 

○ 市街地整備事業及び住宅市街地基盤整備事業に係る国庫補助金内示状況 

○ 国における平成28年度予算の概算要求の状況 

 ・ 概算要求状況 

社会資本整備総合交付金 1,057,435百万円 （平成27年度 901,805百万円） 
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２．安心減災都市づくり 



〔要望先〕国土交通省

８ 広域防災拠点都市づくりへの支援 

①要望事項 

１ 本市が広域防災拠点都市づくりを進める「さいたま新 

都心」付近を、早期に国土形成計画（首都圏広域地方計

画）の中で、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の集結拠

点と位置付けること 

２ さいたま新都心周辺において、災害応急部隊の集結拠 

点としても活用可能なオープンスペースの整備を推進す 

るために必要な財源を確保すること 

②要望の実現効果 

新セントラルパーク 

（見沼田圃区域内整備予定 約16ha）
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[担当：都市戦略本部都市経営戦略部副参事 浜崎 宏治 ℡０４８－８２９－１０６０] 

[担当：総務局危機管理部防災課長     西村 徹  ℡０４８－８２９－１１３６] 

[担当：都市局都市計画部都市公園課長   土取 均  ℡０４８－８２９－１４２０] 

③背景・理由 

１ 国の災害応急部隊の集結拠点としての位置付け 

・ 国土形成計画における「新首都圏広域地方計画」の検討が進められ、その中

間整理において「さいたま新都心付近を、TEC-FORCEの進出拠点に位置付け」

と明記されたことに伴い、本市では、都市公園等を整備するまでの間、さいた

ま新都心近郊の大学キャンパスを、国の災害応急部隊の集結拠点として活用す

るため、大学側との協議を終え、緊急輸送道路から大学キャンパスまでの進入

路が整備されたところである。 

・ このことから、本市が広域防災拠点都市づくりを進める「さいたま新都心」

付近を、早期に緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を始めとする国の災害応急

部隊の集結拠点として位置付けることを要望するものである。 

２ オープンスペースの整備を推進するために必要な財源の確保 

・ 本市では、さいたま新都心駅の東側に位置する旧三菱マテリアル社跡地にお

いて、独立行政法人都市再生機構施行による防災公園街区整備事業を活用し、

約１ヘクタールの防災機能を持った都市公園の整備を進めている。また、今

後、当該都市公園の北東に位置する見沼田圃区域内に約16ヘクタールの防災機

能を持った都市公園の整備を計画しており、さいたま新都心の東側エリアに、

約17ヘクタールのオープンスペースを創出していく。 

・ これらオープンスペースについては、被災時に災害応急部隊の集結拠点とし

ても活用することで、さいたま新都心を中心とした広域的な防災拠点を形成す

ることが可能になると考えている。 

・ 以上から、被災時における首都圏の応急復旧及び早期復興を目的とし、災害

応急部隊の集結拠点としても活用可能なオープンスペースの整備に本市が主体

的に取り組むことに鑑み、当該整備を推進するために必要な財源を確保するこ

とを要望するものである。 
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３．教育文化都市の実現 



〔要望先〕文部科学省（・文化庁）

９ 国際芸術祭「さいたまトリエンナーレ2016」の開催 

等に対する支援 

①要望事項 

国際芸術祭「さいたまトリエンナーレ2016」を「文化芸 

術による地域活性化・国際発信推進事業」に係る事業として

採択すること 

②要望の実現効果 

プレイベント（2015年）の一例

「種は船プロジェクト inさいたま」

8月17日～19日、21日～23日 荒川 

8月29日、30日 元荒川

「あなたが誰かを好きなように、誰もが誰かを好き」

10月2日～12日 プラザノース ギャラリー8 他 
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[担当：スポーツ文化局文化部文化振興課長 大西 起由 ℡０４８－８２９－１２２６] 

③背景・理由 

・ 本市では、文化芸術都市さいたま市を目指すために平成26年３月に策定した

「さいたま市文化芸術都市創造計画」の重点プロジェクトとして、国際芸術祭

「さいたまトリエンナーレ2016」（以下「トリエンナーレ」）を位置付け、昨

年７月に選任したディレクターの下、平成28年の第１回開催に向けて準備を進

めている。 

・ 平成27年度は、プレイベントとして、市民との交流やワークショップ開催等

を盛り込んだアーティストによる滞在制作(レジデンスプログラム)を始めとし

た事業を複数実施し、開催に向けた機運の醸成を図っているところである。 

・ このプレイベントについては、文化庁の「文化芸術による地域活性化・国際

発信推進事業」の平成27年度創造都市事業に採択をいただいたが、このこと

は、本市のトリエンナーレが文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振

興等に活用し、地域課題の解決に取り組む「文化芸術創造都市」の事業として

認められたものと深く感謝する次第である。 

・ 平成28年度は、国内外で先進的な活動を展開するアーティストが本市を訪

問・滞在し、「未来の発見！」というテーマの下、子どもや高齢者、障害者な

ども含め、幅広い市民と交流しながら、市内各地で様々なアートプロジェクト

を展開するほか、市民自ら企画・運営を行う市民プロジェクトなどを予定して

おり、市民がアートを通じて自らの未来を探していくという、従来にはない参

加型の試みを計画している。 

・ これは、「Discover Tomorrow 未来（あした）をつかもう」という東京オリ

ンピック・パラリンピック招致活動の国際スローガンとも軌を一にするもので

あり、本市のトリエンナーレは、東京オリンピック・パラリンピックの文化プ

ログラムとしてふさわしいものと認識している。 

・ 以上のことから、国においては、今後も引き続き「文化芸術による地域活性

化・国際発信推進事業」予算の確保を図るとともに、平成28年度に開催予定の

本市のトリエンナーレについて、「文化芸術による地域活性化・国際発信推進

事業」に係る事業として採択することを要望するものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業 3,296百万円 

（平成27年度 2,621百万円） 
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〔要望先〕文部科学省

10 グローバル化に対応した英語教育に対する支援 

①要望事項 

本市が先進的に取り組むグローバル化に対応した英語教育

施策を進めるため、英語専科教員やＡＬＴの人材確保などの

財政支援等を講ずること 

②要望の実現効果 

★先進的な取組により、全国のモデルケースに！ 

大 学 ・ 社会人
専門教養や幅広い知識、キャリア

国際社会で活躍する人材

他自治体に先行した低学年からの新しい英語教育
国際感覚、英語による発信力などの基礎づくり

中等教育学校
グローバル人材を育成する教育

高等学校
ＳＳＨ、理数教育、特色ある教育など

国際バカロレア

英語による

プレゼンテーション
能力の育成

英語力を
求める企業が多数

All Englishの
英語授業が
標準に
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[担当：教育委員会事務局学校教育部指導１課長 加藤 明良 ℡０４８－８２９－１６６２] 

③背景・理由 

・ 国においては、平成25年６月に閣議決定された第二期教育振興基本計画の中

で、「未来への飛躍を実現する人材の養成」を教育行政の基本的方向性の一つ

とし、グローバル人材等の養成を成果目標としている。さらに、英語教育全体

の抜本的充実を図るとした「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」

では、初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育環境づくりを進め、

平成32年度には、小学校３年生からの英語教育を開始することとしている。 

・ 本市においては、「学びの向上さいたまプラン」の中核である「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」など、基礎学力の向上を

目指した施策を展開するとともに、平成17年度から教育特区（その後、教育課

程特例校）を活用し、小学校５年生から「英会話」を実施するなど、英語教育

にも力を入れ、先進的な取組を推進してきた。 

・ 今後、本市では、更なる英語教育の充実を図るため、平成28年度から全ての

市立小学校で１年生からの英語教育を実施することとしており、このような先

進的な取組は、国の計画を更に進める取組であると考えている。 

・ また、大都市である本市は、周辺地域をけん引する役割を担っており、本市

が行う先進的な取組は、周辺地域への波及が図られ、国の取組の拡大・促進に

もつながるものである。 

・ 今後、国の取組を推進するためには、英語専科教員の不足や指導内容の高度

化への対応が課題となり、特に、先進的な取組を進める本市では、英語教育を

進めるための環境づくりを早期に行う必要があるため、ＡＬＴや英語専科教員

の人材確保が課題となっている。 

・ 以上から、国の英語教育全体の改革を踏まえて、本市が先進的に取り組むグ

ローバル化に対応した英語教育施策に対して、英語専科教員の人材確保、ＡＬ

Ｔの配置拡充などの財政支援を講ずるとともに、英語教育における国による研

修を更に充実させるなど、指導力向上に対する支援を講ずることを要望するも

のである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

教員の「質」と「数」の一体的強化 

1,523,275百万円 （平成27年度 1,534,229百万円） 

   小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業 

1,293百万円 （平成27年度       710百万円） 

 ・ 制度改正等の状況 

   グローバル化に対応した英語教育改革実施計画（平成25年12月 文部科学省HP公表） 

   学習指導要領の告示（平成29年予定） 
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〔要望先〕文部科学省

11 教職員定数の戦略的充実 

①要望事項 

「アクティブ・ラーニング等の充実に向けた教職員定数の

戦略的充実」を確実に実施するとともに、学級編制の標準の

引下げを含めた少人数による指導の充実を図っていくため、

教職員定数の改善に係る予算を確保すること 

②要望の実現効果 

アクティブ・ラーニング等の充実

教職員定数の改善による 

アクティブ・ラーニング等の充実 

小学校における 

英語教育等の専科

指導教員の充実

小中一貫校に 

おける専科指導

の充実

特別支援 

教育の充実

少人数による指導の充実 

【実現効果】 

基礎学力の向上やいじめ等の学校教育上の課題等に適切に対応 

いじめ・不登

校等への対応

少人数学級を含めた少人数に

よる指導の充実 
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[担当：教育委員会事務局学校教育部教職員課長 小林 広利 ℡０４８－８２９－１６５３] 

③背景・理由 

・ 本市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊かな地域社会

の形成、21世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行政課題に取り組んでい

る。 

・ また、本市独自に配置している、一人ひとりの子どもたちの教育的ニーズに応

じて授業の補助や生活支援などを行う、スクールアシスタントなどの施策を充実

させ、少人数学級と少人数指導のそれぞれの良さを取り入れ、その効果を最大限

に生かしながら、「日本一の教育都市・さいたま市」の実現に努めている。 

・ 国は、平成28年度予算の概算要求において、アクティブ・ラーニング等の充実

に向けた教職員定数の戦略的充実として、教職員定数の自然減の部分の定数の改

善増について、3,040人を計上している。 

・ 今後、習熟度別学習や個に応じたきめ細かな指導を通して基礎学力の向上を図

り、いじめ等の学校教育上の課題等に適切に対応するためには、少人数学級を含

めた少人数による指導の充実を推進し、教職員定数を改善することが不可欠であ

る。また、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の調査から「世界一多忙」とされる日

本の教員の勤務状況を改善し、負担軽減を図るためにも教職員定数の確実な改善

が必要である。 

・ 以上から、国が示したアクティブ・ラーニング等の充実に向けた教職員定数の

戦略的充実を確実に実施し、教員の「質」と「数」の一体的強化を進めるととも

に、学級編制の標準の引下げを含めた少人数による指導の充実を図っていくた

め、教職員定数の改善に係る予算を確保することを要望するものである。

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

義務教育国庫負担金  教職員定数の改善 ＋6,500百万円（＋3,040人） 

             （平成27年度 ＋5,900百万円（＋2,760人）） 

 ・ 制度改正等の状況 

   平成27年度は「１ 教員の「質」と「数」の一体的強化」における(１)教職員定

数の改善で要求。平成28年度は「教員の「質」と「数」の一体的強化」におけ

る、アクティブ・ラーニング等の充実に向けた教職員定数の戦略的充実のうち

の、教職員定数の改善として要求している。 
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〔要望先〕文部科学省

12 いじめ問題等に対応する専門家の配置拡充 

①要望事項 

いじめ防止等に係る専門的知識を有する者の更なる配置

拡充のため、国において確実な財政措置を講ずること  

②要望の実現効果 

〈スクールカウンセラー等活用事業〉

■平成25年度（62人配置） 総事業経費：107,300千円 
申請額 

市負担 
71,534千円 

国庫補助１/3（100％） 35,766千円 

交付額 国庫補助 
32,536千円

不足額 
3,230千円

■平成26年度（91人配置） 総事業経費：143,266千円 
申請額

市負担 
95,511千円 

国庫補助１/3（100％） 47,755千円 

交付額 国庫補助 
35,069千円

不足額 
12,686千円

■平成27年度（105人配置） 総事業経費：144,874千円 
申請額

市負担 
96,583千円 

国庫補助１/3（100％） 48,291千円 

交付額 国庫補助（予定） 
28,866千円

不足額(予定) 
19,425千円

■平成28年度（121人配置要望予定） 

超過負担が解消されることで、いじめ防止等に係る専門的知識を

有する者の更なる配置拡充が実現します。 

超過負担 

約9％ 
(5.6人分) 

超過負担 

約27％ 
(24.6人分) 

超過負担 

約40％ 
(42人分) 
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[担当：教育委員会事務局学校教育部指導２課長 渡邉 祐子 ℡０４８－８２９－１６６６] 

③背景・理由 

・ いじめ防止対策推進法の施行に伴い、本市では全国に先駆けて、条例により

いじめ防止基本方針を策定し、市を挙げていじめ防止等のための取組を強化し

ている。 

・ 文部科学省が示した「川崎市における事件の検証を踏まえた当面の対応方

策」において、スクールカウンセラーの活用とともに、スクールソーシャルワ

ーカーの配置を一層推進し、課題を抱える家庭に対する、教育と福祉が連携し

た支援の充実が求められている。また、文部科学省は不登校対策の面からも、

スクールカウンセラー等の配置の充実を進めている。 

・ 本市では、スクールカウンセラー(99人)及びスクールカウンセラースーパー

バイザー(６人)を配置することで、教職員や保護者への指導・助言や児童生徒

の心の相談に対応するとともに、悪質ないじめや緊急事案等への迅速な対応を

行うなど、教育相談体制の強化の面で非常に効果が挙がっている。しかし、子

どもたちを巡る様々な課題や問題は多様化しているため、更に多くの専門的知

識を有する者を配置し、対応していく必要がある。 

・ そこで、平成28年度は、スクールカウンセラー16人を増員する予定である。

しかし、全ての市立学校の要望に応じるには、これらの専門的知識を有する者

の配置を更に拡充する必要があるが、現状は国の補助が満額確保されておら

ず、市の超過負担（平成26年度：約1,300万円、平成27年度：約1,9OO万円）が

生じている状況である。 

・ また、いじめの背景にある貧困対策やいじめの未然防止のため、福祉の専門

家であるスクールソーシャルワーカーを必要な全ての市立学校で活用できるよ

うにし、教育と福祉が連携した支援の体制を確立する必要がある。 

・ しかし、本市では、精神保健福祉士（３人）を常勤職員として配置し、「ソ

ーシャルワーカー」として、学校への支援を行っているが、学校の要請に十分

応えられていない。そこで、スクールソーシャルワーカーについて、今後、市

立全中学校に配置していく予定であり、 

 スクールカウンセラーの配置に対する国の補助の現状を踏まえると、市の超過

負担が更に増えることが予想され、スクールソーシャルワーカーの配置が予定

通り進まないことが懸念される。 

・ 国における平成28年度予算の概算要求においては、スクールカウンセラー及

びスクールソーシャルワーカーの配置拡充に係る費用が大幅に増額されている

ことから、市の超過負担を解消するためにも、国の補助を満額確保するよう要

望するものである。

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策等総合推進事業） 6,200百万円 

（平成27年度 4,950百万円）

総額約1億5,486万円の支出が見込まれる。
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〔要望先〕文部科学省

13 義務教育施設等の整備・改修の促進 

①要望事項 

 計画的かつ円滑に義務教育施設等の大規模改造及び増改築

等を行えるよう、必要な予算総額を確保すること 

②要望の実現効果 

必要な予算額の確保 

築40年以上経過した校舎・

屋内体育館が37.5%を占め、 

これらの老朽化した学校施

設の改修等の需要が増大し

ている

全保有棟数

経過年数 保有棟数

50年以上 25 3.8%

40～49年 219 33.7%

30～39年 296 45.5% 45.5%

20～29年 51 7.8% 7.8%

20年未満 59 9.1% 9.1%

割合（％）

37.5%

650棟
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[担当：教育委員会事務局管理部学校施設課長 中村 和哉 ℡０４８－８２９－１６３２] 

③背景・理由 

・ 本市においては、小中学校における全保有棟数校舎・体育館650棟のうち、

昭和49年以前に建築され、築40年以上経過した校舎・屋内体育館が、244棟

（37.5パーセント）を占めており、これら老朽化した学校施設の改修等の需要

が増大している。 

・ 本市では、計画的に学校施設を維持し、改修・建替えの時期を検討・実施す

ることにより、財政負担の平準化を図り、安全安心で持続的な教育環境の確保

を目指す「学校施設リフレッシュ基本計画」を平成26年度に策定した。 

・ しかし、学校施設の大規模改造及び増改築等の整備については、多額の経費

を要することから、市単独で実施するのは非常に困難であり、国庫負担等の支

援を欠くことができない。

・ 平成27年度の国の予算は、当初予算と平成26年度第一次補正予算を合わせた

予算総額において、各地方公共団体が計画する事業量に必要な予算が確保され

ておらず、本市においても、建築計画に計上していた事業2,389,085千円に対

して、内定を受けた補助額は1,203,397千円であった。 

・ 計画的に事業が実施できるよう、国においては、地方公共団体が計画してい

る事業量、事業内容に見合う予算を確保することを要望するものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求状況 

公立学校施設整備費負担金  50,109百万円 （平成27年度  43,068百万円） 

学校施設環境改善交付金  158,667百万円 （平成27年度 156,051百万円）
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４．環境未来都市の実現 



〔要望先〕国土交通省

14 超小型モビリティを活用した新しい社会交通システム 

の構築 

①要望事項  

 超小型モビリティを社会へ実装させるため、新たな社会交

通システムの構築に向けた事業化に対し、初期段階における

支援を行うこと 

②要望の実現効果 

駅(バス停)から 
少し距離があるん
だけどなぁ

ちょっとその辺に行くだけ 
なんだけど・・・ 

電車 バス

そこで超小型モビリティを 
シェアリングやレンタル 

により利用!! 
（初期段階における支援）

＋

＋ 使いたいときに 
使えて便利!!

国土交通省認定 超小型モビリティ導入促進事業 
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[担当：環境局環境共生部環境未来都市推進課長 髙橋 伸一郎 ℡０４８－８２９－１４５５] 

③背景・理由 

・ 本市では、地域活性化総合特区の重点事業の一つである「低炭素型パーソナ

ルモビリティの普及」を推進するとともに、国土交通省の認定制度のもと、平

成25年度から平成27年度までの３年間、従来にはない新たな乗り物である「超

小型モビリティ」を活用し、二酸化炭素排出削減などに向けた、様々な実証実

験を実施している。

・ これまでの実証実験を通じて、扱いやすさ、手軽さといった優位性は確認さ

れているところであるが、今後は、このような車両の「保有」から「利用」へ

の転換を視野に入れた仕組みづくりが課題であり、また、本市とともに取り組

んでいる自動車メーカーからも、超小型モビリティの普及促進には、維持や利

用にあたって軽自動車に優るインセンティブが不可欠であると伺っている。

・ 超小型モビリティは、都市においては、公共交通と目的地とのすき間を埋

め、郊外においては、公共交通空白地域での公共交通を補完する役割を担い、

また、子育て世代や高齢者に対しては、移動支援としての機能を提供すること

などが期待されている。

・ 超小型モビリティを活用した新たな社会交通システムを構築するため、交通

システムとしてのシェアリングの事業化や、子育て世代・高齢者向けのレンタ

ルなどを行う事業者に対する補助制度といった、初期段階における支援を要望

するものである。

※参考 

超小型モビリティ導入促進事業「カーシェアリング」 

利用者アンケート結果（平成26年10月～11月実施） 

①超小型の優位性（複数回答有）      ②超小型の利用意向 

  1位「気軽」と回答      89％     1位「カーシェアリング」と回答   67％ 

 2位「駐車しやすい」と回答  85％     2位「自分で保有」と回答      26％ 

  3位「楽しい」と回答     79％    ◎手軽な移動手段としての利用希望が多い 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

・ 概算要求状況

   地域交通グリーン化事業 621百万円（平成27年度 超小型モビリティ導入促進174百万円）

※超小型モビリティ導入促進は、平成28年度「地域交通グリーン化事業」に統合
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〔要望先〕内閣官房、内閣府 

15 地方創生新型交付金の早期の情報提供と制度設計 

①要望事項 

１ 新型交付金の制度詳細に係る情報提供を早期に行うこと 

２ 地方創生先行型交付金事業を始めとする既存事業につい

ても、その内容に応じ、交付対象に含めるような自由度の

高い弾力的な交付金とすること 

②要望の実現効果 

【地方創生先行型交付金事業の例】 

【本市がこれまで取り組んでいる事例】 

新規 

広域連携を推進し、地域社会の持続的 
成長・発展を目指す、この先駆的取組の 
継続実施のために、新型交付金が必要！ 

参加 

都市 

●さいたま市成長戦略（スポーツ観光・産業都市戦略） 

 スポーツコミッションによるスポーツイベント誘致

＜さいたまクリテリウム＞

●環境課題解決技術の創出 

 市内企業の新技術事業化を目指す実験支援事業

＜新しい水質改善技術の実証実験＞
既存の取組も対象に！

石破茂地方創生担当大臣基調講演
「地方から創生する我が国の未来」 

新幹線沿線の中核的都市の首長による地方創生の連携策を討論するフォーラム

 東日本連携・創生フォーラム  （平成27年10月26日実施）

１ 地域資源の相互活用による、相乗的な地域活性化の
  促進 交流人口 拡大
２ 経済活動促進のための広域的取組の実施 
３ 新たな可能性、地域課題解決に向けた連携 

共同 
宣言 

 函館市、青森市、盛岡市、秋田市、福島市、郡山市、新潟市、 

 長野市、高岡市、氷見市、南砺市、金沢市、さいたま市など 

⇒今後、観光客誘致に向けた共同発信等を実施予定 
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［担当：都市戦略本部都市経営戦略部副参事 浜崎 宏治 ℡０４８－８２９－１０６０］ 

③背景・理由 

１ 新型交付金の制度詳細に係る早期の情報提供 

・ 本市を含む地方公共団体の予算編成事業は、９月～翌１月の期間に行われ、

新年度予算案として地方議会の２月・３月定例会に提出される。現段階では、

新型交付金の交付要件その他の制度詳細が明らかにされていないため、その詳

細が判明した時点で、交付対象事業の選定、事業内容の詳細な検討を行った

上、再度、対象事業の追加及び財源更正が行われるのが一般的である。 

・ このような状況において、地方公共団体による自主的・主体的・効果的な事

業設計に対する十分な時間の確保及び事業効率化を図るため、新型交付金の制

度詳細に関する早期の情報提供を要望するものである。 

２ 自由度の高い弾力的な交付金とすること 

・ 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）を財源とした事

業については、地方版総合戦略において事業として位置付け、５年間継続して

取り組む内容を基本とするため、平成28年度以降の財政支援に当たる新型交付

金の交付対象を「平成28年４月以降の新規事業に限る」などとした場合、地方

創生のキックオフとして行った事業を継続できない恐れがある。 

・ また、本市においては平成26年４月に取りまとめた「さいたま市成長戦略」

等において、人口減少期が到来する前に、新規産業の創出や交流人口の増加対

策などに取り組んできた。これらの既存の取組は、地方創生と目的を同じくす

る取組であるため、当然、本市の総合戦略に位置付けるものであるが、単に事

業の開始時点を持って新型交付金の対象とならないのであれば、国に先駆けて

取り組んだ地方公共団体がかえって国の支援を受けられないという不合理が発

生する。 

・ したがって、地方創生先行型交付金事業を始めとする既存の取組について

も、単に事業の開始時点をもって対象を形式的に決定するのではなく、その内

容に応じ、広く新型交付金の交付対象とすべきである。 

・ 以上から、地方創生先行型交付金事業を始めとする既存事業も、その内容に

応じ、交付対象とするような自由度の高い弾力的な交付金とすることを要望す

るものである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

・ 概算要求状況

   新型交付金 108,000百万円 （内閣府及び関係省庁） 
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〔要望先〕総務省

法人実効税率の 

引下げによる減収額 

90
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取得年度 1年目 2年目 3年目 4年目 ・・・ 将来的には

193

162
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28 31

51

8 6 13

100

130

160

190

Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30以降

更なる
減収!!

16 平成28年度税制改正における税源の確保等 

①要望事項 

１  法人市民税については、法人実効税率の引下げ等に伴う 

減収分に対して必要な税源を確保すること  

２  償却資産に対する固定資産税については、現行制度を堅 

持すること 

②要望の実現効果 
１ 法人市民税（法人税割）額の推移（試算）               

２ 償却資産(機械及び装置)を全額減免すると仮定した場合の固定資産税額の推移(試算) 

固定資産税額

（償却資産） 

の減収額 

固定資産税額 

（償却資産） 

（単位：億円）

（注1）償却資産のうち、新規取得した「機械及び装置」について全額減免する措置が講じられたと仮定した場合で試算。 

（注2）減収額については、平成27年度固定資産概要調書の「機械及び装置」の課税標準額から算出。 

（注1）平成26年度は決算額、27年度は当初予算額、28年度以降は、27年度当初予算額をもとに試算。 

（注2）法人実効税率は、いずれも標準税率を使用。なお、平成30年度は法人実効税率を29.62％と仮定した場合で試算。 

年々減収となり、 

将来的には、 

年19億円減！

（単位：億円）

地方法人税の 

創設による減収額 

法人実効税率の引下げ： 

H28･29：２年で14億円減！ 
H30以降：年13億円減！

地方法人税の創設： 

H28･29：２年で59億円減！ 
H30以降：更なる減！ 

法人実効税率 

34.62％ 

法人実効税率 

32.11％ 
法人実効税率 

31.33％ 
法人実効税率 

20％台 
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[担当：財政局税務部税制課長 鶴田 達也 ℡０４８－８２９－１１５７] 

③背景・理由 

１ 法人実効税率の引下げ等に伴う必要な税源の確保 

・ 法人市民税は、法人が市の行政サービスを享受していることに対する応益負

担であり、市の基幹税目として重要な役割を果たしている。 

・ しかし、平成27年度税制改正で、法人実効税率の引下げが行われたことによ

り、平成28年度と29年度の２年間で約14億円の減収が見込まれる。 

・ さらに、平成27年度与党税制改正大綱において、法人実効税率20％台を目指

した法人税改革を行うことが明記され、いわゆる骨太の方針2015において、こ

の法人税改革を早期に実現することとされたが、法人実効税率を仮に20％台ま

で引き下げた場合には、年約13億円の減収が想定される。 

・ 国の施策として法人実効税率を更に引き下げるための措置を講ずる場合に

は、法人税額が法人市民税法人税割の課税標準となっていることに鑑み、国の

責任において必要な税源を確保することを要望するものである。 

・ また、平成26年10月に、法人市民税（法人税割）の一部を国税化し、地方交

付税原資とする「地方法人税」が創設されたことにより、平成28年度と29年度

の２年間で約59億円の減収が見込まれる。加えて、消費税率10％段階において

は、法人市民税の地方交付税原資化を更に進めるとされていることから、平成

30年度以降には更なる減収が想定される。 

・ 地方公共団体間の財政力格差の是正は、地方税財源を拡充する中で国の責任

において行うべきであることから、「地方法人税」は速やかに撤廃し、法人市

民税へ復元することを要望するものである。 

２ 償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持 

・ 償却資産に対する固定資産税は、償却資産の所有者が事業活動を行うに当た

り、市の行政サービスを享受していることに対する応益負担であり、貴重な安

定財源である。 

・ 仮に、償却資産のうち、新規取得した「機械及び装置」について全額減免す

る措置が講じられた場合、１年目に約５億円、２年目に約９億円の減収とな

り、将来的には、「機械及び装置」に係る固定資産税全額（約19億円）の減収

が想定される。 

・ 償却資産に対する固定資産税については、国の経済対策などの観点から廃止

などの見直しを行うべきではなく、現行制度を堅持することを要望するもので

ある。 
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〔要望先〕総務省
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市債残高（臨時財政対策債除く） 臨時財政対策債残高

17 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

①要望事項 

１ 地方交付税については、歳出特別枠や別枠加算を維持す

るとともに、地方の財政需要や地方税などの収入を的確に

見込むことで、必要な総額を確保すること 

２ 地方交付税原資の不足額は、地方交付税法第６条の３第

２項の規定に従い、法定率の引上げにより対応し、臨時の

制度として導入した臨時財政対策債については、速やかに

廃止すること 

②要望の実現効果 

現  状                 本来あるべき姿

○ 臨時財政対策債市債残高の推移（さいたま市) 

臨時財政対策債

地方交付税

地方交付税 

法定率の引上げ 

廃止 

（単位：億円） 残高増加! 

-33-



[担当：財政局財政部財政課長 佐野 篤資 ℡０４８－８２９－１１５０] 

③背景・理由 

１ 地方交付税必要額の確保について 

・ 地方交付税については、これまで地方が取り組んできた地域経済基盤強化・

雇用等対策に伴い、国において措置されている歳出特別枠や別枠加算を維持す

るとともに、社会保障と税の一体改革に伴う影響を含めて地方の財政需要や地

方税などの収入を的確に見込むことで、標準的な行政サービスの提供に必要な

総額を確保することを要望するものである。 

２ 臨時財政対策債の廃止と地方交付税原資不足への対応について 

・ 平成13年度から導入された臨時財政対策債は、地方の財源不足を補てんする

ため地方財政法の特例として発行されている臨時的かつ特例的な地方債であ

り、当初は３年間の臨時的な措置のはずであったが５度の延長で長期化してい

る。 

・ 他方で、臨時財政対策債は、その元利償還金が基準財政需要額に算入される

ものの、臨時財政対策債の償還を臨時財政対策債で対応している現状から、

年々、地方の臨時財政対策債の残高が増加し続けており、このような借金を前

提とした財政運営を余儀なくされている状況について市民の間でも不安感が募

っている。 

・ 以上のことから、国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方

財源不足額の解消は、地方交付税法の趣旨に則り地方交付税の法定率引上げに

より対応すべきであり、臨時財政対策債は速やかに廃止することを要望するも

のである。 

○ 国における平成28年度予算の概算要求等の状況 

 ・ 概算要求の状況 

   臨時財政対策債（地方債計画（案）より） 

              4,429,000百万円 （平成27年度  4,525,000百万円） 

   地方交付税（概算要求より） 

              16,426,600百万円 （平成27年度 16,754,800百万円） 

・ 制度改正等の状況 

  地方交付税の総額及び臨時財政対策債の発行総額が、共に減少する 

 （地方交付税については要望内容に反する）概算要求状況となっている。 
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〔要望先〕総務省

18 公共施設の集約化・複合化及び転用事業に係る地方債 

の恒久化 

①要望事項 

公共施設の集約化・複合化及び転用事業に係る地方債は、

平成29年度までの時限措置を撤廃し、恒久的な措置とするこ

と 

②要望の実現効果 
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建築後60年で建て替えるとした場合の年度ごと延床面積

㎡

※「さいたま市公共施設マネジメント計画（方針編）」（平成24年６月）より

起
債
可
能
期
間

Ｈ37～

本格化

公共施設の集約化・複合化及び転用に係る地方債は、建替えの
タイミングで施設規模の縮減を誘導するもの。 

しかし、現行の起債可能期間では、具体的な建替え事業が発生
しない。 

事業費抑制のためには、時限措置撤廃による中長期的・持続的
な縮減が有効！ 

-35-



[担当：財政局財政部財政課長       佐野 篤資 ℡０４８－８２９－１１５０] 

[担当：都市戦略本部行財政改革推進部参事 石塚 芳友 ℡０４８－８２９－１１０９] 

③背景・理由 

・ 本市は、平成24年６月に公共施設等総合管理計画に当たる「さいたま市公共

施設マネジメント計画（方針編）」を策定し、平成26年３月には、その実行計

画である「さいたま市公共施設マネジメント・第１次アクションプラン」を策

定した。 

・ 「さいたま市公共施設マネジメント計画」には、施設の更新（建替）につい

ては複合化、施設総量（総床面積）の縮減化等の「ハコモノ三原則」を掲げて

おり、これらの要件を対象とする公共施設の集約化・複合化及び転用事業に係

る地方債の創設は、計画をより推進させ、実効性を高めるものと期待されたと

ころである。 

・ しかしながら、本地方債は平成29年度までの時限措置であり、事業工程を考

慮すると、ほとんどの施設について、事業着手はもとより、施設の集約化・複

合化の方向性すら定まっておらず、実際に起債することは困難である。 

・ したがって、起債可能期間については、平成29年度までの時限措置を撤廃し、

恒久的な措置とするよう要望するものである。

④参考 ○ さいたま市公共施設マネジメント計画・第１次アクションプランから抜粋
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さいたま市 PR キャラクター 
   竜 ヌゥ 

日本最大規模 誇 都心緑地空間“見沼田  ” 主 子孫 
生  育  見沼（ミヌマ）から「ヌゥ」と名づけました。 
ヌゥ＝nu にはフランス語で「飾り気のない」「素」の意味があります。 
そして、    竜        市 魅力 伝  
人々の「つながり」を深める役割を担う意味がこめられています。 

上絵は、               切     。 
平成 27年 11月 15日は「第 1回さいたま国際マラソン」が開催され、 
リオデジャネイロオリンピックを目指したアスリートたちがさいたま市内を駆け抜けます。 



平成２８年度国の施策・予算に対する要望（後期要望） 

平成２７年１１月 

発行 さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

〒330-9588 

埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

０４８－８２９－１０３３（直通） 





さいたま市は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020年    
市民満足度90％以上を目指す「さいたま市 CS90運動」に取り組んでいます。 

  ＊CS…Citizen Satisfaction＝市民満足度


