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平成２８年度国の施策・予算に対する提案・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。 

本要望書は、本市の様々な取組を進めるに当たり、国において制度及び

予算などについて、御検討いただきたい主な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６月 
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１．東日本の中枢都市構想の推進 

-1-



〔要望先〕国土交通省

１ 高速鉄道東京７号線の延伸促進 

①提案・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提案・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

重点 

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

要望 要望

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770億円の大規模プロジェクト、国の補助率は1／３）
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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

た第三者の専門家による「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。 
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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提案・要望事項 

１ 平成28年３月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 

②提案・要望の実現効果 

首都圏の北のゲートウェイ
★都心駅の災害時等代替機能として、「南の品川駅」、「北の大宮駅」 

★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

重点 
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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、上野東京ライン（東北縦貫線）及び北陸新幹線が平成27年３月14日に

開業し、平成28年３月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

されているうえ、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、東北・秋田・山形・上越・北陸新幹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

の乗り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。 

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提案・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、経営的に厳しい鉄道事業者に対する支援の強化

を図ること 

②提案・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３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 東宮原駅（埼玉新都市交通）※施工中 
④ 今羽駅（埼玉新都市交通）※施工中 
⑤ 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26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   490,958 人／日 

 2位（51位）浦和駅   168,460 人／日 
 3位（76位）南浦和駅 118,118 人／日 
 4位（92位）北浦和駅 101,454 人／日 
（参考 5位（95位） 武蔵浦和駅 97,220人／日）  

◆東武鉄道 ※（ ）は東武鉄道管内での順位  
 1位（7位） 大宮駅 134,039 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５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、鉄道事業者の主体的な取組が必要となっ

てくることから、運輸分野における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の厳しい経営状況等を鑑み

ると、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。
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〔要望先〕国土交通省

４ 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提案・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提案・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。 

東北自動車道 

新大宮上尾道路 

首都高速埼玉新都心線 

重点 
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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 

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

がされているものの、詳細な整備計画が未定である。

・ 以上から、市内の国道17号バイパス周辺の渋滞解消を図るために、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、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。 

・ また、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、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。 

④参考 
○上尾道路現況写真 

暫定２車線供用
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〔要望先〕国土交通省

５ 東西交通大宮ルートの構想実現に向けた支援 

①提案・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提案・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。 
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〔要望先〕国土交通省

６ 道路整備事業に対する支援 

①提案・要望事項 

 社会資本整備総合交付金の拡充を図り、道路の新設・改築 

事業を推進するために必要な財源を確保すること 

②提案・要望の実現効果 

(都)大宮岩槻線 

（都）道場三室線（２工区） 
主要地方道さいたま鴻巣線バイパス 

（都）産業道路 
（原山工区） 

（都）産業道路 
（天沼工区） 

浦和ＩＣ 

一般国道 
122号蓮田岩槻バイパス 

さいたま 
スーパーアリーナ 

埼玉スタジアム 
２〇○２ 

浦和ＩＣ 
完成イメージ 

★東北自動車道浦和ＩＣ周辺の利便 

増進に寄与し、オリンピック会場と

なる埼玉スタジアム２〇〇２周辺 

アクセスが向上する。 

★財源確保により、広域幹線道

路の整備が進み、慢性的な渋滞

が解消され、都市活力の向上や

環境負荷の低減に寄与する。 

-12-



[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 

・ 本市は、広域交流を支え、都市の骨格を形成する幹線道路を中心として、重

点的かつ計画的に道路整備を推進している。現在、本市の都市計画道路整備率

は、平成25年度末で約48パーセントであり、大都市（20指定都市）における都

市計画道路の平均整備率約73パーセントに比べ、極めて低い状況にある。 

・ 市内の広域幹線道路の整備が不十分であることから、慢性的な交通渋滞が発

生しており、都市の活力の低下、多大な経済損失及び環境負荷の増大を引き起

こしている。

・ また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の会場として、埼

玉スタジアム２〇〇２とさいたまスーパーアリーナが決定しており、本市では

大会成功に寄与するため、浦和インターチェンジ鶴巻ランプを始めとした、会

場へのアクセス道路網を整備するための財源を確保することが急務となってい

る。

・ 以上から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業を中心とし

た、道路の新設・改築事業に対する社会資本整備総合交付金の拡充を図り、当

該事業の推進に向けて必要な財源を確保することを要望するものである。

④参考 

○ 都市計画道路整備状況（平成25年度末）    ○ 24時間交通量（平日）

資料：平成22年度 道路交通センサス 

順位 都道府県 混雑度

１位 埼玉県 0.94

２位 神奈川県 0.92

３位 大阪府 0.91

４位 東京都 0.88

５位 千葉県 0.83

0.67全国平均
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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提案・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提案・要望の実現効果 

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）

市街地再開発事業 １地区
（補助完了地区）

土地区画整理事業 21地区
（補助金活用中地区）

土地区画整理事業 ５地区
（補助完了地区等）

川越
線

武蔵
野線

東
武
野
田
線

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

東
北
本
線

埼
京
線

高
崎
線

16

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

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

●市街地開発事業の状況（平成２７年３月末日現在）

●平成27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18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１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 

・都市再生機構施行 ２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] 

27.1% 72.9%

住宅市街地基盤整備事業

さいたま市

都市再生機構

53.8%
（1,012百万円）

46.2%
（869百万円）

市街地整備事業(区画整理)

さいたま市（組合含む）

都市再生機構

13.4%
（587百万円）

86.6%
（3,797百万円）

③背景・理由 

・ 現在、本市では市街地再開発事業４地区（約10ヘクタール）、土地区画整理

事業26地区（約1,099ヘクタール）を施行中であり、このように多数の地区で

事業を進めることによ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、国においては市街地整備事業及び住宅市街地基盤整備事業の推進

に向け、平成28年度予算において、国庫補助金その他の必要な財源を確保し、

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 

○ 平成27年度要望額に対する本市と都市再生機構（ニュータウン事業）の割合
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２．安心減災都市づくり 
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〔要望先〕内閣府、国土交通省

８ 広域防災拠点都市づくりへの支援（１） 

～さいたま新都心周辺への災害応急部隊の拠点づくり～ 

①提案・要望事項 

１ 政府業務継続計画において、さいたま新都心を緊急災害

対策本部の代替拠点に位置付けること 

２ 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

周辺地域を、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)をはじめと

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 

②提案・要望の実現効果

重点 

都 心 部

交通網の寸断 

 通信施設の損壊等 

 さいたま市

部隊・物資の 

 広域的拠点 

東北方面 
防災 

拠点 東北道

救援 

復旧等

★応急復旧活動の展開拠点
★救援物資の中継拠点
★医療救護活動拠点

○ さいたま市の位置 ○ さいたま市の交通利便性 

要望の実現により

立川広域防災基地 

東扇島地区 

有明の丘地区 

◆

◆

◆

◆さいたま新都心の地域特性 
・都心部から約26㎞ 
・多様な交通アクセスの充実 
・災害対応のインフラが整備済 
・国の地方支分部局が集積 
・国の被害想定でも軽微な被害に留まる 
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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] 

③背景・理由 

１ 緊急災害対策本部の代替拠点の指定 

・ 国が定めた政府業務継続計画第３章においては、行政中枢機能の代替拠点に

関し、首都直下地震により総理大臣官邸が使用できない事態となった場合に、

①内閣府、②防衛省、③立川広域防災基地の順序により緊急災害対策本部の設

定場所を変更することとされている。

・ また、同章の今後の検討課題においては、被害想定を上回る事態を想定した

更なる代替拠点の候補地にさいたま新都心が挙げられている。

・ さいたま新都心は、都心部から約26キロメートルの位置にあり、国の地方支

分部局が集積し、災害対応のインフラが整備されていること、国の首都直下地

震発生時における被害想定で軽微な被害に留まること等が特徴である。

・ 総理大臣官邸が使用できない事態において、短期間で緊急対策本部を移転

し、官邸の機能回復時において、直ちに緊急対策本部を官邸に戻すことが可能

であり、一時的な代替拠点に非常に適した地域であると本市では考える。

２ 国の災害応急部隊の集結拠点としての位置付け 

・ 本市では、平成26年４月に取りまとめた「さいたま市成長戦略」により、今

後中長期的にさいたま新都心を中心とした広域的な防災体制を構築していく。 

・ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を始めとする災害応急部隊の集結拠点と

して、本市が都市公園等の整備を進めているオープンスペースを活用すること

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。 

・ 現在、国においては、首都圏広域地方計画協議会において「新首都圏広域地

方計画」の検討が進められており、その骨子において、「さいたま新都心付近

を、TEC-FORCEの進出拠点に位置付けることで調整。」と明記されたところで

ある。 

・ なお、都市公園等を整備するまでの間は、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、本市との災害協定

の締結を前提に大学側との協議を終え、既に同意をいただいている。 

・ 以上から、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周辺地域

を、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。 
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〔要望先〕総務省（・消防庁）

８ 広域防災拠点都市づくりへの支援（２） 

～大規模災害等に対応した緊急消防援助隊の活動拠点づくり～ 

①提案・要望事項 

３ 緊急消防援助隊の活動拠点機能に加えて、他機関との合

同訓練に活用できる大規模災害等対応訓練施設を確保する

ための支援の更なる充実を図ること 

②提案・要望の実現効果 

東北道 

緊急消防援助隊 

（東北・北関東） 

東北道 

さいたま市に集結 

（活動拠点） 

首都直下地震被災地 

（進出拠点）

国道17号 国道４号 首都高 

【平常時】 【災害時】

大規模災害等対応訓練施設

・消防職団員の訓練、研修 

・警察、自衛隊等との 

合同訓練 

・消防活動能力の向上 

防災意識の向上 

・効果的な応援活動の展開 ★緊急消防援助隊による被災地への円滑な消防活動 

本市に効果的な受援体制が確立 

【イメージ図】 

発災

本市活動拠点 国道17号 ，首都高 ，国道4号 

重点 
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[担当：消防局総務部消防企画課長 松本 穂高 ℡０４８－８３３－９２５８] 

③背景・理由 

３ 大規模災害等対応訓練施設を確保するための支援 

・ 平成23年に発生した東日本大震災における緊急消防援助隊活動は、災害が広

域で、要救助者が多数であったことなどから、複数の部隊の統率を図り、統一

した活動方針のもとに救出・救護活動を実施する必要があった。 

・ 首都直下地震を想定すると、東日本大震災を超える大規模な緊急消防援助隊

の出動が想定されることから、これらの部隊が野営地の確保等に苦慮すること

なく、また十分な補給を受けて首都圏で活動できることが重要である。 

・ 本市は、広域防災拠点都市づくりを推進し、様々な部隊の集結拠点となるこ

とで首都機能のバックアップを集中的に担うことを考えており、緊急消防援助

隊の集結拠点となり得る施設を市内に確保することが必要と考えている。 

・ この拠点となる施設は、平常時において大規模災害等対応型の訓練施設とす

ることで、消防の合同訓練のみならず、警察・自衛隊等との合同訓練の実施が

可能となり、災害時において緊急消防援助隊による効果的な応援活動の展開が

期待できるものである。

・ 以上のことから、緊急消防援助隊の活動拠点機能に加えて、他機関との合同

訓練にも活用できる施設を確保するための支援の更なる充実を図ることを要望

するものである。

④参考 

○ 緊急消防援助隊の活動拠点施設の必要性 

１ 緊急消防援助隊の効果的な活動 

  ・ 緊急消防援助隊による首都直下地震被災地への円滑な消防活動が可能 

  ・ 本市において多大な被害が発生した場合、本市の効果的な受援体制が確立 

 ２ 都内への中継拠点の確保 

  ・ 東日本の玄関口にあたる本施設を進出及び中継拠点として利用するとともに、緊急

交通路を活用し、緊急消防援助隊が迅速に東京都内に到達可能 

 ３ 医療救護活動 

  ・ 複数の消防ヘリ駐機場確保によりＤＭＡＴとの連携を強化し、負傷した多くの市民

を後方医療機関へ搬送 

 ４ 平常時における大規模災害等対応訓練施設 

  ・ 北関東唯一の政令指定市である本市に整備することにより、首都圏北方及び東北地

方からの緊急消防援助隊・自衛隊・警察等との広域応援部隊派遣を想定した合同訓練

の実施が可能 
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〔要望先〕国土交通省

８ 広域防災拠点都市づくりへの支援（３） 

～さいたま新都心周辺エリアのインフラ整備支援～ 

①提案・要望事項 

４ さいたま新都心周辺において、本市が行う首都機能のバ

ックアップのためのオープンスペース及びその周辺の整備

事業に対し、国が積極的な支援制度を創設すること 

②提案・要望の実現効果 

防災公園と一体的なアクセス道路の整備 

防災機能を持った 

都市公園（約16ha） 

防災機能を持った 

都市公園（約1ha） 

防災機能を持った 

都市公園（約1ha） 

防災機能を持った 

都市公園（約16ha） 

さいたま新都心駅 

さいたま新都心駅 

都市計画道路未整備区間 

都市計画道路の未整備区間が

残ることにより、防災公園間

のアクセス性が損なわれる 

★防災公園と一体的に都市 

計画道路を整備することで、

アクセス性の向上が図れる

重点 
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[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  

４ オープンスペース及びその周辺の整備事業に対する国の支援 

・ 本市では、さいたま新都心の旧三菱マテリアル社跡地に約１ヘクタールの防

災機能を持った都市公園を整備するとともに、今後、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を整備することにより、合計17ヘクター

ルのオープンスペースを創出していく。当該オープンスペースについては、緊

急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を始めとする災害応急部隊の集結拠点として

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。また、首都高速さいたま新都心線へのアクセス

向上のため、緊急輸送道路から都市公園までのアクセス道路を始めとする交通

インフラを整備することとしている。 

・ 以上から、首都機能のバックアップのため、オープンスペース及びその周辺

の整備を行う事業に対して、首都圏の早期復興、復旧のための整備に本市が主

体的に取り組むことに鑑み、特に、これらの事業に対する国の積極的な支援を

要望するものである。
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〔要望先〕国土交通省、厚生労働省

９ 耐震化の促進による安心減災都市づくり 

①提案・要望事項 

１ 市有建築物の耐震化に対する補助について、所要額を確

保すること 

２ 民間建築物の耐震化に対する補助制度について、対象建

築物の規模要件を引き下げること 

３ 高い公益性を持つ公共施設に準ずる民間建築物に対する

補助制度について、補助率を拡充すること 

４ 下水道施設耐震化事業に係る財源を確保すること 

②提案・要望の実現効果 

③背景 

○ 公共施設に準ずる民間施設の耐震化の状況 
（耐震改修促進法第14条第１号特定既存耐震不適格建築物） 

★国の補助適用により市の財政負

担が軽減し、より多くの民間施設

の耐震化への助成が可能となり、 

さらなる耐震化の向上に寄与 

国の補助要件に満たない小規模民間施設
の耐震化工事等に対し、市単独で助成

対象要件の引下げ

★重要な幹線の耐震化を 

優先的に進めることで、 

防災力の向上を図る 

下水道施設耐震化による地震対策のイメージ 
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[担当１：建設局建築部建築総務課長   伊東 弘行 ℡０４８－８２９－１５３９] 

［担当２：建設局建築部保全管理課長   北村 義久 ℡０４８－８２９－１５０６］ 

[担当３：建設局下水道部下水道計画課長 丹羽 朗  ℡０４８－８２９－１５６２] 

③背景・理由 

１ 市有建築物の耐震化に対する補助の所要額確保について 

・ 本市では、「市有建築物耐震化実施計画」を策定し、公共建築物の耐震化を

鋭意進めている。公共建築物は、多くの市民に日常的に利用され、また、災害

時には避難場所や災害対策本部・支部などの応急活動の拠点となるため、利用

者の安全確保、災害時の拠点施設としての機能確保といった観点から、公共建

築物の耐震化の促進を図る必要がある。

・ 以上から、引き続き強力に公共建築物の耐震化を進めるため、補助の所要額

の確保を要望するものである。

２ 民間建築物の耐震化に対する補助対象の拡充 

・ 本市では民間建築物に対する耐震補強等助成事業を、社会資本整備総合交付

金を活用して実施しているが、「住宅以外の建築物」について、延べ床面積、

階数などの規模要件に満たない建築物は国費の補助対象外とされている。

・ しかしながら、小規模な建築物においても地震災害時における安全確保は重

要であり、耐震化の促進は喫緊の課題と捉えていることから、本市では国の補

助要件に満たない民間建築物の耐震補強工事や建替え工事に対する助成事業を

実施している。

・ 以上から、「住宅以外の建築物」の耐震補強工事及び建替え工事に対する補

助の対象要件の引下げを要望するものである。 

３ 公共施設に準ずる民間建築物の耐震化に対する補助率の拡充 

・ 適切な医療提供体制の維持を図る上で重要な役割を果たす「病院等の医療施

設」や、避難場所として活用される「学校」など、高い公益性を持った民間施

設は、首都圏の防災力向上に寄与する極めて重要な建築物であることから、耐

震化の促進は喫緊の課題である。

・ 以上から、公共施設に準ずる民間建築物に対する補助率の拡充を要望するも

のである。

４ 下水道施設耐震化事業に係る財源の確保

・ 本市の下水道事業においては、既存施設を最新の耐震基準に適合させるため

に、優先順位を考慮しながら調査、耐震診断、設計、工事と順次進めている。

・ 現在は、市外・県外からの災害復旧活動の要所となる第一次特定緊急輸送道

路における管きょの耐震化を優先的に実施し、併せて市内防災拠点及び避難所

の流末管きょ等の耐震化を進めている。特に、さいたま新都心地区は『広域防

災拠点都市づくり』においても重点的に耐震化を図るべき地区であり、優先的

に整備を進める必要があることから、当該事業の早期推進のため、財源の確保

について要望するものである。
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〔要望先〕国土交通省

10 河川防災ステーション・さいたま築堤の早期整備 

①提案・要望事項 

１ 河川防災ステーションを早期に整備すること 

２ さいたま築堤の整備について、引き続き推進すること

②提案・要望の実現効果 

①

★堤防を強固にすることによ

り、破堤のリスクが解消される。

★災害復旧時に重要な 

役割を果たす拠点となる。 

（仮）さいたま水防センター

現在の堤防 
改修中の堤防 

現在の堤防 改修中の堤防 

河川防災ステーション 

築堤の整備 
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[担当：建設局土木部河川課長 藤巻 雄幸 ℡０４８－８２９－１５８２] 

③背景・理由 
１ 河川防災ステーションの早期整備 

・ 河川防災ステーションについては、高規格堤防事業の廃止に伴い、事業が凍結

されていたが、平成25年度に事業が再開され、平成26年度末時点で用地買収が

おおむね完了したところである。 

・ 河川防災ステーションは、市民を洪水などの水害から未然に防ぐためだけでは

なく、緊急用河川敷道路を活用することで、震災等の復旧時に重要な役割を果た

す拠点である。 

・ 河川防災ステーションの整備に併せて、有事の際の緊急復旧活動拠点として

「（仮称）さいたま市水防センター」を本市が整備することとなっている。 

・ 当該地区は、ＤＩＤ地区が至近であることや、首都直下型地震の切迫性も高い

ことから、河川防災ステーション、緊急用河川敷道路の整備について、早期に整

備することを要望するものである。

２ さいたま築堤の整備推進 

・ さいたま築堤の整備については、現在、西区部分の整備が進められているとこ

ろであるが、荒川が破堤した場合は、流域である市域西部の大部分が浸水すると

想定されている。

・ 治水安全度向上に向けて、より一層の整備の推進を要望するものである。

④参考 
○ 防災ステーション予定地と現地写真
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〔要望先〕外務省、内閣官房

11 国際危機事案に対処するための迅速な情報確認手段の 

確立 

①提案・要望事項 

国際危機事案に対処するための迅速な情報確認手段を確立

すること 

②提案・要望の実現効果 

事案発生

国 
・市民からの問合せ対応 

・留守家族への支援等 

市

県

情報入手 

・事案の状況：発生日時、場所、事件・事故の具体的内容等 

・被害状況：被害者数、氏名、性別、住所、年齢、被害の程度、

今後の予測 

新規 

★テロ事件や航空機事故などの重大な国際危機事案に対して、 

市民が巻き込まれた場合、素早い情報入手により、 

市民からの問合せ対応や留守家族への支援等を 

迅速に行うことが可能となる。
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[担当：総務局危機管理部安心安全課長 曽根 康治 ℡０４８－８２９－１１３４] 

③背景・理由 

・ テロ事件や航空機事故など重大な国際危機事案に対して、市、県は連携し、

市民の安心・安全を確保する責務がある。

・ 特に、住民に身近な市は、留守家族への支援や市民からの問合せ対応等を迅

速に行わなければならない。

・ そのために、本市では、国際危機事案が発生した際、県と連携し対処すべき

基本的な事項を定めた、対処マニュアルを策定している。

・ 平成27年３月18日にチュニジアで武装集団による観光客を狙った銃撃事件が

発生した。日本人３人が死亡、うち２人は埼玉県在住の方であったが、政府よ

り身元の公表がされるまで、本市でその情報を把握することができず、市民か

らの問合せに対応できない状態が続くことになってしまった。

・ 市の対応には、事案に関する素早い情報入手が不可欠であるが、現在はテレ

ビやインターネットからの情報入手に頼っているのが現状である。

・ 国・県・市、相互の連絡体制を整え、市民の安心・安全を確保するために必

要な情報を、電子メール等で迅速に提供される手段を確立するよう強く要望

するものである。

④参考 

○ さいたま市国際危機事案対処マニュアル 

国際危機事案が発生した場合において、埼玉県と連携し、市として対処すべき基本的な

事項を定め、市民の安全を確保することを目的に、対処マニュアルを策定済み。 

対象とする事案: 

(ア)自然災害（地震、津波、風水害等） 

(イ)重大事故（航空機墜落、列車事故等） 

(ウ)重大事件（テロ・ハイジャック等） 

(エ)武力紛争 

状況の把握： 

・本市との関係：さいたま市民が巻き込まれているのか否か 

・国際危機事案の状況：発生日時、場所、事件・事故の具体的内容等 

・被害状況：被害者数、氏名、性別、住所、年齢、被害の程度、今後の予測   

・対応状況：埼玉県、国、現地機関の対策状況 

応急対策の実施 

（留守家族の支援・相談窓口の設置） 

広報の実施 

記載内容
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〔要望先〕消費者庁

12 消費者ホットライン３桁化に伴う地方支援の強化 

①提案・要望事項 

消費者ホットライン３桁化に伴い、相談件数の増加が見込

まれるため、国民生活センターの地方支援を強化させること 

②提案・要望の実現効果 
<消費生活相談件数の推移予想>

＜現状＞ ＜要望実現効果＞

＜現状＞ ＜要望実現効果＞

8,412

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

３桁化

9,336 9,322

12,118 

３割増試算

相談者 相談員

対応不可話し中

国民生活センターの電話番号をアナウンス 
⇒国民生活センターに電話をかけ直す必要あり 

話し中 自動

転送

さいたま市内 

消費生活センター
さいたま市内 

消費生活センター

国民生活 

センター
相談者

対応不可

対応不可話し中

国民生活センターの電話番号のアナウンスなし 
⇒消費生活センターに電話をかけ直す必要あり 

話し中

さいたま市内 

消費生活センター
さいたま市内 

消費生活センター

国民生活 

センター 
対応不可

◆平日バックアップ相談に自動転送機能を追加

◆土日祝日もバックアップ相談を実施

相談者

相談者

相談員

相談者

相談者

相談者

相談者 相談員相談員

自動

転送

自動転送による支援体制の強化

土日祝日における支援体制の強化

新規 
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[担当：市民局市民生活部消費生活総合センター所長 小池 亮太郎 ℡０４８－６４５－３０２０] 

③背景・理由 

・ 本市では、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、市内３箇所の消費

生活センターに、16人の消費生活相談員を配置し、相談受入れ体制を整備して

いる。

・ この体制のもと、平成24年度8,412件、平成25年度9,336件、平成26年度

9,322件と年間１万件弱の相談を受けており、埼玉県内約５万件の相談件数の

うち約１／５を担っている。

・ 本市は、土曜日開所、並びに埼玉県内唯一の日曜日開所市であるため、市外

県外からの相談も受けざるを得ない状況にある。 

・ 今後、消費者ホットライン３桁化の周知が進み、消費生活センターの認知度

が上がることは大変喜ばしいことだが、それに伴い、件数の増加が見込まれ、

現状の体制では対応が困難になることが想定される。

・ 現在、国民生活センターでは、平日消費者ホットラインに電話をした際に、

各地の消費生活センターの電話が話し中でつながらない場合に、国民生活セン

ターの電話番号をアナウンスする「平日バックアップ相談」や、土日祝日に各

地の消費生活センターが開所していない場合に、消費者ホットラインにかかっ

てきた電話を国民生活センターで受ける「土日祝日相談」を実施している。

・ しかし、「平日バックアップ相談」は、相談者が国民生活センターに電話を

かけ直す手間が掛かることから、十分なバックアップ体制とは言えない。

・ また、「土日祝日相談」の対象となるのは、消費生活センターが閉所してい

る場合に限られているため、本市のような土日開所市においては、電話が集中

した場合には話し中でつながらない状態となり、平日のように国民生活センタ

ーの電話番号のアナウンスはない。相談者は時間をおいて改めて消費生活セン

ターに電話をかけ直す必要があり、相談者からの相談に迅速に対応できていな

い状況である。

・ 以上から、相談者からの相談に迅速に対応できるよう、平日に自動転送機能

を追加するとともに、土日祝日もバックアップ相談を実施するなど、国民生活

センターによる支援体制の強化を要望するものである。 

④参考 

○ さいたま市消費生活相談員１人当たりの相談受持ち件数 

○ 上記に消費者ホットライン３桁化に伴う相談件数３割増試算 

平成26年度相談件数 相談員数 １人当たりの相談件数 

9,322 16 583 

平成27年度相談件数（想定） 相談員数 １人当たりの相談件数 

12,118 16 757 
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〔要望先〕総務省、総務省（・消防庁） 

13 119番緊急通報に係る位置情報の項目の追加 

①提案・要望事項 

消防車や救急車を適切な要請場所に出動させるため、関係

法令について、所要の改正を行い、119番緊急通報時に消防

機関に対して正確な位置を通知するために、位置情報の項目

を追加すること 

②提案・要望の実現効果 

固定電話・ＩＰ電話からの 

119通報件数（年間） 

⇒約４万5,000件【さいたま市】 

約550万件【全国】 

さいたま市

42件 

要望の実現により…

＊約1,000件に１件の割合で発生 
⇒全国に換算すると約5,500件 

正確な 

災害地点の 

通知 

確実・迅速な 

現場到着 

位置情報の誤り 
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[担当：消防局警防部指令課長 林 一浩 ℡０４８－８３３－１４２２] 

③背景・理由 

・ 119番緊急通報については、迅速かつ確実な出動に資するため、消防機関等

に対して、通報者の位置情報等を送信することが事業用電気通信設備規則に

規定され、運用されている。また、送信する位置情報の内容については、事

業用電気通信設備規則の細目を定める件（昭和60年４月１日郵政省告示第228

号）により、電話の種別ごとに定められている。 

・ 携帯電話については、位置情報として、緯度・経度情報を送信することと

されていることから、電波の状況により、精度誤差は生じるものの、119番緊

急通報受信時に、指令センターの電子地図に通報位置が自動的に表示される

仕組みとなっている。 

・ 一方、アナログ電話やＩＰ電話などの固定系電話については、位置情報と

して、住所情報を送信することとされていることから、119番緊急通報受信時

に正確な通報位置を表示できないことがあり、出動場所の誤りが生じてしま

うケースが全国的に発生している。

・ 以上のことから、固定系電話からの119番緊急通報について、正確な緊急通

報位置を把握するため、住所情報のほか、緯度・経度情報を新たに送信情報

に加えるよう事業用電気通信設備規則の細目を変更することを要望するもの

である。 

④参考 

○ 携帯電話からの119番緊急通報に係る位置情報の概要 
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〔要望先〕内閣官房 

14 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決 

①提案・要望事項 

 拉致問題の早期解決に向けて積極的に取り組むこと 

②提案・要望の実現効果 

○ 政府認定17名に係る事案 

★積極的な取組の実施により拉致問題の早期解決へ 

・外国政府及び国際機関との情報交換、国際捜査共助その他国際的な 

連携の更なる強化 

・日朝政府間協議を始めとするあらゆる機会を捉え、北朝鮮による 

拉致問題の解決に向けた具体的な行動について継続した強い要求 
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［担当：総務局総務部総務課長 森山 成久 ℡０４８－８２９－１０８３］ 

③背景・理由 

・ 平成14年９月、北朝鮮は日本人の拉致を初めて認め、謝罪し、再発の防止を

約束している。現在、日本政府は17名の日本人を拉致被害者として認定してお

り、そのうち５名は同年10月に帰国が実現したが、残りの被害者の安否につい

ては、いまだに北朝鮮から納得のいく説明はされていない。また、帰国を待ち

わびる拉致被害者家族の高齢化が進んでいる。 

・ 本市では、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、市報への啓発記事の掲載や10区

役所における啓発用看板の設置など、市民への啓発活動に取り組んでいる。 

・ また、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等による署名活動への協力や拉致

被害者に対する支援等の活動を行う民間団体が開催する事業への後援を行うな

ど、拉致問題解決に向けた取組を行っている。 

・ 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大

な問題であり、国の責任において解決されるべき喫緊の重要課題である。 

・ 外国政府及び国際機関との情報交換、国際捜査共助その他国際的な連携を更

に強化し、日朝政府間協議を始めとするあらゆる機会を捉え、北朝鮮による拉

致問題の解決に向けた具体的な行動について継続した強い要求を行うなど、拉

致問題の早期解決に向けて積極的に取り組む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 
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〔要望先〕文部科学省（・文化庁）

15 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提案・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提案・要望の実現効果 

重点 
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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３月には、会期や開催エリア、事業構成などを盛り込んだ開催計画

について、都内で発表会を開催し、トリエンナーレの開催を市内外に向けて広

くＰＲしたところである。 

・ 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くこととしている。 

・ このプレイベントについては、このたび文化庁の「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していただいたが、

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、東京五輪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。 
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〔要望先〕文部科学省

16 グローバル化に対応した英語教育に対する支援 

①提案・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提案・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

重点 
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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）を申請し、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、英語教育強化地域拠点事業の対象に本市を認定、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。
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〔要望先〕文部科学省、総務省

17 県費負担教職員制度の権限移譲に伴う財政措置 

①提案・要望事項 

  県費負担教職員の給与等の支給に係る権限移譲に対する

地方財政措置の検討に当たっては、移譲に伴う県費負担教

職員（県独自の基準により配置している教職員を含む。）

の給与、退職手当等の所要額について、地方交付税制度の

原則を踏まえて、適切な財政措置を講ずること 

  また、移譲に要する経費についても適切な財政措置を講

ずること 

②提案・要望の実現効果 

財源

未措置

国

負担
需要

地方

負担

県単費
加配等

移譲

経費

財源 国庫

負担金

税源

移譲

地方

交付税

財源

未措置

交付税措置の充実等による適切な財政措置 

⇒ ★地域の実態に即した教育の更なる充実
（例）・市独自の学級編制基準策定

・各学校の実態に合わせた加配教員の弾力的配置

38億円
不足

重点 
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[担当：教育委員会事務局学校教育部教職員課教職員企画室長 山本 順二 

                                                       ℡０４８－８２９－１６９３]  

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

③背景・理由 

・ 県費負担教職員の給与負担事務の指定都市への移譲については、平成25年11

月14日に、個人住民税所得割２パーセントの税源移譲による財政措置が合意さ

れ、財源不足については地方交付税等で措置されることとなった。

・ しかし、地方交付税等の措置が適切に行われなければ、県が提供している教

育行政の水準を維持する上で必要となる財源が確保できず、本市の財政運営に

支障が生じる。

・ 以上から、移譲される税源の基準財政収入額の算入率を、地方交付税の原則

や県の算入状況を踏まえて75パーセントとし、地方に新たな負担が生じないよ

う県単独加配などの超過負担も含めた必要額が適切に財政措置されることを要

望するものである。

・ また、移譲に伴い、条例、規則等の整備、システムの構築・移管等、事務執

行体制の整備が必要となることから、準備に要する経費についても国において

財政措置を講ずるよう要望するものである。

④参考 
○ 県費負担教職員給与負担に係る事務移譲に伴う財政措置 

国庫負担金 

１／３ 

地方負担 

２／３ 

共済組合負担金 

退職手当 等 

県単費

加配等 

移譲に

伴う臨

時経費 

税源移譲 

282億円 

基準財政収入額100％算入の場合 

地方 

交付税等 

55億円 

未措置 

35億円 

未措置 

３億円 

県単分も含めた必要額の一般財源 
372億円 

基準財政需要額 
337億円

・地方交付税制度では、税収見込みの25パーセント分は基準財政収入額に算入しない。 

・地方交付税の算定上捕捉されないこの留保財源は、地方自治体の独自の財政需要に充てられる 
財源であり、税源移譲分の基準財政収入額への算入率も、他の税収と同様に75パーセントとす 
べきである。

県個人住民税所得割 税率２％ 
平成25年11月14日合意 

基準財政収入額の算入率を 
75％とし、留保財源で措置(*) 

* 補足 
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〔要望先〕文部科学省

18 きめ細かな指導体制の整備を図るための教職員定数の 

改善 

①提案・要望事項 

新たな教職員定数改善計画(案)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きめ細かな指導体制の

整備を図っていくため、教職員定数の改善に係る予算を確保

すること 

②提案・要望の実現効果 

教職員定数の 

改善による 

きめ細かな 

指導体制の整備 

★小学校における 

英語教育等の 

専科指導の充実 

★小中一貫教育等 

学制改革への 

迅速な対応

★いじめ等の問題行動への 

適時・適切な対応
★特別支援教育の充実

★少人数教育の推進
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[担当：教育委員会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、独自の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よさを取り入れ、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27年度予算において、教育の質の向上やチーム学校の推進等を目

的として、教職員定数を500人増加したものの、文部科学省が「新たな教職員定

数改善計画（案）」の中で初年度分として掲げている2,760人とは大きな隔たり

が生じている。 

・ 今後、習熟度別学習や個に応じたきめ細かな指導をとお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、国が示した新たな教職員定数改善計画(案)を確実に実施し、教員

の質と数の一体的な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

きめ細かな指導体制の整備を図っていくため、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。

④参考

○ さいたま市の実態（平成26年４月６日現在における１学級当たりの児童生徒数の割合 

通常学級のみ） 

●小学校第２学年～中学校第３学年 

「40人学級（現在）」の場合

・小学校第２学年  33.6人 

・小学校第３学年  33.3人 

・小学校第４学年  34.1人 

・小学校第５学年  33.9人 

・小学校第６学年  34.0人 

・中学校第１学年  36.2人 

・中学校第２学年  36.4人 

・中学校第３学年  36.4人 

○平  均     34.7人 

◎小学校第２学年～中学校第３学年 

「35人学級（標準の引下げ）」の場合

・小学校第２学年  30.1人 

・小学校第３学年  29.9人 

・小学校第４学年  30.5人 

・小学校第５学年  29.9人 

・小学校第６学年  30.3人 

・中学校第１学年  32.6人 

・中学校第２学年  32.0人 

・中学校第３学年  31.8人 

○平  均     30.9人 
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〔要望先〕文部科学省

19 いじめ問題等に対応する専門家の配置拡充 

①提案・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提案・要望の実現効果 

※高等・特別支援学校は２校に１人配置→１校１人の配置へ（現在の中学校と同じ体制） 

スクールカウンセラー（ＳＣ）の増員 ＊99人 → 115人

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置     ＊0人 → 57人 

小学校 

月１回程度の勤務 

小学校 

月２回の勤務が実現！ 

・相談件数の増加 
・ケースの複雑化 
→ ＳＣの支援が不十分

★教育相談体制の強化が実現 
→ いじめの撲滅へ！

中学校 

・少人数での対応 
→ 学校への支援体制が不十分 

精神保健福祉士（３人）が、「ソーシ
ャルワーカー」として各学校を支援 

１校１人体制が実現！ 

★個別の家庭状況等に応じたきめ細かな

対応が実現 

★教育と福祉が連携した支援が実現

→ いじめの撲滅へ！

増 員 

増 員 
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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 ℡０４８－８２９－１６６３] 

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。 

・ 川崎市において発生した事件を受け、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、いじめはもとより、「被害

のおそれ」がある児童生徒に対して、学校の早期対応が求められている。その

具体策として、スクールカウンセラーやスクールサポーターの活用とともに、

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。 

・ 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)を積極的に活用しているが、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、さら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：本市歳出額約１億4,326万円、超過負担額約

1,500万円、平成27年度：本市歳出額約１億4,487万円、超過負担額約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、その

精神保健福祉士が「ソーシャルワーカー」として、学校への支援を行っている

ところであり、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５年間で段階的に市立全

中学校に配置していく予定であり、総額約１億5,390万円の支出が見込まれ

る。しかし、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、更に市の超過負担が増えることが予想され、スクールソーシャルワーカー

の配置が予定どおり進まないことが懸念される。 

・ 以上から、いじめの防止等に係る専門的知識を有する者の更なる配置拡充を

行えるよう、国において確実な財政措置を講ずるよう要望するものである。
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〔要望先〕文部科学省

20 義務教育施設等の整備・改修の促進 

①提案・要望事項 

１ 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 夏休み等、工事を予定している時期に円滑に実施できる

よう、速やかに認定、内示等の措置をすること 

②提案・要望の実現効果 

１ 必要な予算額の確保 ２ 速やかな認定、内示等の措置 

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 

１ 義務教育施設等の大規模改造及び増改築等における必要な予算の確保 

・ 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年度の国の予算においては、当初予算及び平成26年度第一次補正予算

分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

算が確保されていない。 

・ 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。

２ 速やかな認定、内示等の措置について 

・ 学校施設に係る工事の多くは、学校運営に支障を来さないためにも夏休み期

間を利用しなければ実施が困難であり、認定、内示等が遅くなると、契約や起

工が遅れ、工事の円滑な実施に支障を来すこととなる。 

・ 夏休み期間の工事を円滑に進めるためには、市の事務処理上、５月中には認

定、内示等が出ていることが望ましい。

・ 平成27年度は非常に早期の認定、内示等をいただいているが、今後も引き続

き速やかな認定、内示等の措置をとることを要望するものである。 
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４．環境未来都市の実現 
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〔要望先〕内閣官房、経済産業省、国土交通省、環境省、警察庁 

21 「スマートシティ・さいたまモデル」の実現に向けた 
総合的な取組の推進 

～「スマートシティ・さいたまモデル」構築による国際モデルの実現～ 

①提案・要望事項 

１ 規制改革実施計画の着実な推進 

２ 需要家目線に立った電力システム改革の推進 

３ エネルギーの地産地消に向けた支援 

４ 水素社会の実現に向けた国策の更なる推進 

５ 低炭素型ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨの社会実装に向けた法整備等 

②提案・要望の実現効果 

重点 

さいたまイノベーション・エコシステム＝（仮称）アーバンデザインセンターみそのを協働の場として、多種多様な関係者（民間

企業＜大企業・ベンチャー＞、学識、研究機関、自治体等）が、業界の枠を超えて協働し、かつ、競争と補完関係の中でイノ

ベーションの創出を加速していくとともに、地域資源を活用しながら、その地域にあった自律的な発展を継続していく仕組 
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③背景・理由 

スマートシティの実現に向けた総合的な取組の推進 

・ 本市は、持続可能で活力のあるまちを創造し「未来を担う次世代へ繋ぐ」と

ともに、我が国の様々な優れた技術・ノウハウを海外へ展開していくため、本

年度に開設する（仮称）アーバンデザインセンターみそのを核として、全力で

「世界に通じるスマートシティ・さいたまモデル」の構築に取り組んでいる。 

・ また、（仮称）アーバンデザインセンターみそのには、特定のデバイスやメ

ーカーに依存せず、データの収集・管理・活用を可能とする情報共通基盤「共

通プラットフォームさいたま版」を導入し、民間力を集結し、利用者の利便性

を格段に高めるだけではなく、イノベーションによる新たな産業・サービスの

創出を進めていく。

・ 「さいたまモデル」では、エネルギー・環境分野はもとより、少子高齢化、

新産業の創出、スマート化、移動手段の確保等の社会課題を全体として捉え、

情報通信技術（ＩＣＴ）を核とした様々な技術やノウハウを「公民＋学の連

携」により統合することで、「新たなタウンサービスの開発」や「民間投資」

を促進する。

・ また、「共通プラットフォームさいたま版」を導入することで、住民が「自

分のライフスタイルやステージ」に応じて、民間事業者が提供する「様々な生

活サービスをワンストップで自由に選択して利用できる」、全国に例を見ない

取組である。

・ さらに、世界が日本に目を向ける平成32年までに（仮称）アーバンデザイン

センターみそのから「さいたまモデル」を海外へアピールすることで、我が国

の様々な優れた技術・ノウハウを製品単体ではなく「スマートシティ」といっ

たパッケージ型で海外展開を図ることも可能となる。 

個別要望事項 

１ 規制改革実施計画の着実な推進（内閣官房） 

・ 「世界に通じるスマートシティ・さいたまモデル」の構築を早期に実現する

ためには、①エネルギーの安定供給、②エネルギーの地産地消、③次世代自動

車の世界最速普及、④低炭素社会・循環型社会の推進といった「規制改革実施

計画（平成25年６月14日閣議決定）」における環境分野について、より一層、

省庁間の壁を取り払い、着実、かつ効率的、集中的にスピード感をもって実行

される必要がある。 

・ また、今後、スマートシティに係る技術が、実証段階から社会への実装段階

に進むに当たっては、新たな課題も出てくることが考えられることから、国

は、常に民間や地方といった現場の声を取り入れ、必要な時期に必要な規制緩

和を速やかに実施できる仕組みの構築を図ること。 
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２ 需要家目線に立った電力システム改革の推進（経済産業省） 

① 安定供給と料金の抑制を前提とした制度設計

電力小売の全面自由化を控え、貯めること(保管)が困難である電力は、市場

の自由化に伴う価格上昇が懸念される。電力は生活に必要不可欠なエネルギー

であることから、安定供給と料金の抑制を前提とした制度設計を行うこと。 

② 電力データを解析・利活用できる仕組みの構築 

電力小売の全面自由化により、様々な業種・業態による新たな生活支援サー

ビスの提供が期待される。更なる競争を促進することで、市民生活の質を向上

させるためにも、誰もが電力データを解析・利活用できる仕組みを構築すると

ともに、事業者参入の手助けとなる支援を講ずること。 

③ 電源構成の開示 

需要家である国民には、電源種別や構成割合などを「知る権利」、ニーズに

合う小売事業者のサービスを「選ぶ権利」がある。このため、電力小売の全面

自由化の際には、全小売事業者に対し、電源構成の開示を義務化すること。 

３ エネルギーの地産地消に向けた支援 

① 自家消費する太陽光発電設備に限定した補助制度の創設（経済産業省） 

太陽光発電は、都市部の重要な分散型電源であることを踏まえ、系統に負担

をかけずにレジリエンスとの両立が可能な、例えば、系統に逆潮流せずに蓄電

して自家消費する太陽光発電設備に限り、補助を復活するといった財政措置を

講ずること。 

② 国内メーカー製大型蓄電池の導入支援（経済産業省） 

大型蓄電池は、地産地消や系統の安定化に資するものであり、また、今後、

世界各国で導入が進むことが予測されているなかで、我が国の提案に基づくレ

ドックスフロー電池の国際標準化が、ＩＥＣ（国際電気標準会議）で検討され

ている現状に鑑み、現時点では価格面で海外メーカーとかい離が大きい国内メ

ーカー製大型蓄電池の導入を積極的に支援すること。

エネルギーの地産地消（ｵﾌﾗｲﾝ化）に向けた総合的な支援（経済産業省・環境省）

再生可能エネルギーを活用した分散型の電源や熱などのエネルギーを導入

し、地域内において効率よく地産地消することは、系統への負担を軽減し、か

つ、災害時等のエネルギーセキュリティの向上に寄与することから、技術開発

への支援、コージェネレーションシステムや大型蓄電システム、エネルギーマ

ネジメントシステム導入支援、省エネ住宅・省エネ事業所の普及加速化など、

スマートコミュニティの実現に向けた総合的な支援を講ずること。 
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４ 水素社会の実現に向けた国策の更なる推進（経済産業省） 

① 水素の社会的な受容性確立 

水素は再生可能エネルギー由来の電気を「ためる」「はこぶ」「つかう」こ

とができるため、社会構造を変えうる大きな可能性を持つ。しかし、国民感情

としては、まだまだ水素への不安感は払拭できておらず、また、水素のエネル

ギーとしての有用性も十分に認識されているとは言えない。水素社会を現実の

ものとするには、水素ステーションの整備等に対して、需要家ともなる国民の

理解が必要となるため、国が、水素の化学的・物理的特性や、安全対策に係る

技術等に関する正確な情報、水素のエネルギーとしての有用性や、活用する意

義等について積極的な普及啓発を行うこと。 

 ② 水素製造技術開発支援 

将来的に化石燃料が枯渇する危険性や、近年の地球温暖化等のエネルギーを

巡る問題が深刻化する中で、製造方法が多様であり、利用段階で二酸化炭素を

排出しない水素エネルギーは、次世代エネルギーとして積極的に活用していく

べきである。しかし、太陽光など都市に賦存する再生可能エネルギーを活用し

た水素製造を実用化するには、更なる技術開発を進める必要があることから、

必要な規制の見直しや技術開発に向けた支援策を戦略的に進めること。 

③ 燃料電池自動車導入及び水素ステーションに対する総合的な支援 

水素エネルギーの普及初期においては、高額な燃料電池自動車への導入支

援、水素ステーションの需要創出、初期費用や運営費に対する財政支援が必要

であることから、水素エネルギーの活用に向けた総合的な支援を講ずること。 

５ 低炭素型パーソナルモビリティの社会実装に向けた法整備等 

① 新たな車両区分の創設、安全基準の明確化等の法整備（国土交通省） 

超小型モビリティは、本市の実証により、子育てママ・パパ、高齢者、ペー

パードライバーで、これまで車を利用しなかった（又はしたくなかった）方に

も利用しやすい車両と言える。また、軽自動車でもデッドスペースとなってい

た部分を駐車場として活用することも可能である。そのため、公共交通を補完

するモビリティとして活用していくために、商用車両として社会に実装させる

べく、経済的、規格的にも負担の少ない新たな車両区分の創設や、子どもの同

乗も前提とした安全基準等の法整備を行うこと。 

② 超小型モビリティの社会実装に向けた活用策の検討（警察庁） 

超小型モビリティの社会実装に向けて、例えば、保育園のお迎えなどの子ど

もの乗り降りを認めることにより、子育て世代に対する優位性を確保するな

ど、超小型モビリティの特性を活かした利活用について検討すること。

[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] 

[担当：環境局環境共生部地球温暖化対策課長  池田 智二  ℡０４８－８２９－１３２１] 
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〔要望先〕財務省、国土交通省

22 緑地を保全する制度の拡充 

①提案・要望事項 

１ 緑地を保全するため、相続税の納税猶予制度の創設

や評価減の拡充など、税負担の軽減措置を拡充するこ

と 

２ 緑地の保全に必要な財源を確保するとともに、緊急

に用地を取得することを可能とするよう制度を拡充す

ること 

３ 市民の身近にある、首都圏の貴重な緑地を保全する

ため、近郊緑地保全制度を堅持するとともに、見沼田

圃の保全と活用に向け、現行の近郊緑地保全制度の指

定要件を緩和すること 

②提案・要望の実現効果 

１・２について              ３について 

5,500

5,750

6,000

H24 H25 H26 H27～

緑地面積の年別推移

ha

★実現すれば、相続により喪失

される緑地の保全が可能に！ 

★近郊緑地空間の堅持により、貴

重な緑地を保全でき、広域的な緑

のネットワークを形成することが

可能に！ 

★要件緩和により指定が実現すれ

ば、首都圏に数少ない大規模緑地

空間である見沼田圃を効果的に保

全することが可能に！ 
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[担当：都市局都市計画部みどり推進課長    金子 正史 ℡０４８－８２９－１４１４] 

[担当：都市局都市計画部見沼田圃政策推進室長 秋谷 陽一 ℡０４８－８２９－１４１２] 

③背景・理由 

１ 税負担の軽減措置の拡充 

・ 本市では、身近な緑を増やす「みどり倍増プロジェクト」を実施するな

ど、地球環境への負荷の軽減及び低炭素型都市づくりを進め、環境先進都

市を目指している。 

・ しかしながら、土地所有者の相続に伴い、高額な相続税の納付等のた

め、緑地を売却しなくてはならない状況が多々発生しており、緑地減少の

要因の一つとなっている。 

・ そこで、緑地の持つ公益的機能確保の観点から、都市緑地法に基づく

「特別緑地保全地区」などの緑地について、相続税の納税猶予制度の創設

や評価減の拡充により、地権者が緑地を持ち続けられるよう、税負担の軽

減措置を拡充することを要望するものである。 

２ 財源の確保 

・ 首都圏近郊の緑地を保全し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地の

用地取得、整備を行うために必要な財源の確保を要望するものである。 

・ また、相続により、緊急に保全が必要となる緑地の用地取得について

は、都市計画決定を経て補助申請を行う時間的な猶予がないことから、都

市計画決定前に用地の取得を可能にするよう制度の拡充を要望するもので

ある。 

３ 近郊緑地保全制度の堅持及び指定要件緩和

・ 市内を流れる荒川は、広大な河川空間であるとともに、首都圏における

重要な緑地として「近郊緑地保全区域」に指定され、当市を代表する広域

的緑地となっている。 

・ そこで、これまでの近郊緑地保全区域の指定による取組などを踏まえ、

引き続き、法に基づく広域的な緑地の保全を積極的に推進するため、首都

圏の近郊緑地保全制度を堅持することを要望するものである。 

・ 併せて、本市の中央部に広がる見沼田圃は、良好な田園風景を残した首

都圏に数少ない大規模緑地空間であり、水とみどりのネットワークを形成

している。また、「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」にお

いて保全すべき自然環境区域として選定されている。 

・ そこで、現行の近郊緑地保全制度の指定要件を緩和し、見沼田圃の保全

と活用に向けた支援を要望するものである。
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５．健幸都市づくり 
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〔要望先〕内閣府、厚生労働省、文部科学省

23 小規模保育事業所の連携施設確保に関する支援 

①提案・要望事項 

 子ども・子育て支援新制度の円滑な実施のため、小規模保

育事業所の卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の確保に向

けて、連携施設として受入れを行う教育・保育施設（認定こ

ども園・認可保育所・幼稚園）に対して、地域の実情に合わ

せた十分な財政措置を講ずること  

②提案・要望の実現効果 

新規 
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[担当：子ども未来局幼児未来部幼児政策課長        青木 淳一 ℡０４８－８２９－１８８７] 

[担当：子ども未来局幼児未来部のびのび安心子育て課長 加藤 治 ℡０４８－８２９－１９２６] 

③背景・理由 

・ 平成27年４月より施行された「子ども・子育て支援新制度」により、原則と

して３歳未満児を受入れの対象としている「小規模保育事業所」に対して、卒

園後の受け皿の役割を担う連携施設を設定することが認可の要件のひとつとな

っているが、連携施設の確保が困難な状況にある。 

・ 小規模保育事業所を卒園した後、確実な受け皿（転園先）があることが保護

者の安心感や事業の安定性を確保していく上で、極めて重要であると考える。 

・ 連携をお願いする側（小規模保育事業者）には、連携施設を設定するために

必要な経費は基本的に公定価格上算入されているが、連携先となる側（認定こ

ども園・認可保育所・幼稚園）には、公的な支援補助がない状況から、同じよ

うな公的支援補助が必要と考える。 

・ 以上のことから、新制度の円滑な実施を図るため、国は責任を持って、連携

施設に対して、地域の実情に合わせた十分な財政措置を講ずることを要望する

ものである。
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〔要望先〕厚生労働省 

24 児童養護施設等の小規模化、ユニット化に対する支援 

①提案・要望事項 

児童養護施設の小規模化を図るための施設整備費につい

て、補助限度額や交付基礎点数の更なる引上げなど財政措

置を拡充すること 

また、一時保護所のユニット化を図るための施設整備費

について、早急に財政措置を講ずること 

②提案・要望の実現効果 

:

転換

期待される効果

・ 一般家庭に近い生活体験を持ちやすい

・ 子どもの生活に目が届きやすく、個別の状況にあわせた対応がとりやすい

・ 近所とのコミュニケーションのとりかたを自然に学べる

・ 集団生活によるストレスが少なく、子どもの生活が落ち着きやすい

・ 安心感のある場所で、大切にされる体験を提供し、自己肯定感を育める

・ 少人数のため行動しやすい

等

一時保護所は補助対象外

転換を推進していく

ためには充分な

財政措置が必要

既存の

児童養護施設等

小規模化 小規模化 ユニット化 ユニット化
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［担当：子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課長 小田嶋 哲 ℡０４８－８２９－１９０７］ 

［担当：子ども未来局子ども育成部児童相談所長    町田 孝良 ℡０４８－８４０－６１０７］ 

③背景・理由 

・ 本市における社会的養護を必要とする児童については、児童虐待相談の件数

が平成25年度に過去最多となるなど、その数は増え、ますます深刻な状況とな

っている。

・ 本市ではこうした課題の解決に向けて、一時保護所の定数増やユニット化を

計画するなど、様々な施策に取り組んでいる。

・ 一方で、国では「少子化社会対策大綱」において、児童養護施設等について

できる限り小規模で家庭的な養育環境に転換すること等を推進しているもの

の、次世代育成支援対策施設整備交付金においては、補助率の上限を総事業費

の１／２としており、交付金の基礎点数の単価が依然として低い状況である。

また、一時保護所のユニット化がそもそも補助対象とされていない。

・ このため、小規模化を行おうとする施設設置者の財政負担が大きいことから

施設整備が困難となっており、社会的養護を必要とする児童へのケア強化に対

する支援が不十分である。

・ 以上から、児童養護施設の小規模化を図るための施設整備費について、補助

率や交付基礎点数の更なる引上げを行うなど財政措置を拡充し、また、一時保

護所のユニット化を図るための施設整備費について、早急に財政措置を講ずる

ことを要望するものである。

④参考 

○ 児童相談所における児童虐待相談受付の推移

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

さいたま市 322 389 520 541 547 

全  国 34,472 37,723 40,639 42,662 44,211 

埼 玉 県 

(本市分除く） 
1,813 1,898 1,905 2,116 2,118 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

さいたま市 640 997 1,067 1,103 1,366 

全  国 55,152 59,919 66,807 73,765 

埼 玉 県 

(本市分除く） 
2,809 3,507 3,702 4,255 

※平成22年度の全国の件数は、東日本大震災の影響により、被災地３自治体を含んでいない 

※平成26年度の埼玉県及び全国は集計中 
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〔要望先〕総務省（・消防庁）、環境省、厚生労働省 

25 外国人来訪者に対する熱中症予防等に関する広報 

①提案・要望事項 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

を踏まえ、外国人来訪者に対して、開催時期に発症率が高ま

る熱中症等に関する注意喚起を始めとした情報提供や取組へ

の支援をすること 

②提案・要望の実現効果 
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平成２６年 熱中症による救急搬送状況（週別推移）
（人

▲出典：総務省消防庁 熱中症情報 

情報提供の充実により

日本の気候に慣れて
いない外国人来訪者
の発症予防や、早期
の病院受診により、
重症化を防ぐことが期
待できる 

熱中症等の未然防
止、早期の病院受診
による症状の悪化防
止を図ることにより、 
救急要請件数の 
軽減につながる 

健康面にも配慮した
広報 行     
日本への安心感を 
持ってもらい、快適な
観光を楽しんでもらう 
ことができる 

真夏の大会で日本の気候に 

慣れない外国人来訪者が 

熱中症になる危険性が高い！ 

オリパラ開催期間（７月24日～ 
９月６日）と熱中症による救急搬
送者の多い時期が重なっている

重点 

新規 
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[担当：消防局警防部救急課長      村越 正文 ℡０４８－８３３－７９８１] 

[担当：保健福祉局保健部健康増進課長 今野 弘美 ℡０４８－８２９－１２９４] 

③背景・理由 

・ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催期間は、日本にお

いて最も熱中症が発生しやすい時期と重なっており、特に近年では、35℃を超

える猛暑日日数も増加傾向であり、脱水をはじめ熱中症等の患者も増加するこ

とが懸念される。 

・ とりわけ、日本の気候に慣れていない外国人来訪者が熱中症になる危険性が

高いことから、医療対応や救急搬送が必要になる前の段階での対策として、熱

中症になること自体を予防するための啓発強化について取り組むことが必要不

可欠である。 

・ 先般、本市は九都県市首脳会議において、外国人来訪者に対する熱中症予防

啓発の強化として、多言語による熱中症予防啓発や効果的な予防啓発方法、情

報発信方法を検討していくことについて提案を行い、九都県市共同で今後取り

組むことになったところである。

・ また、外国人来訪者については、オリンピック・パラリンピック開催地のみ

ならず、観光名所をはじめ全国各地に足を運ぶことが予想されることから、よ

り広域的、多角的な視点からも予防啓発強化に取り組むことが必要である。 

・  以上のことから、オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、日本の気

候に慣れていない外国人来訪者に対する予防啓発強化の取組に関し、本市や前

述の九都県市共同の取組との連携や財源の確保等の支援について要望するとと

もに、国においても、外国人来訪者が安心して全国各地に滞在できるよう、熱

中症等に関する注意喚起を始めとした情報提供等を行うことについて提案する

ものである。 

④参考 
○ 平成26年夏季（６～９月）の都道府県別救急搬送状況 

出典：総務省消防庁 平成26年９月及び夏期の熱中症による救急搬送の状況より 
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〔要望先〕厚生労働省

26 予防接種制度の見直し 

①提案・要望事項 

１ 有効性、安全性が確保されたワクチンは、早期に定期接

種化すること 

２ 予防接種法に基づき実施する定期予防接種については、

国の責任において、全額国庫負担とすること 

②提案・要望の実現効果 

◎Ｂ型肝炎  ◎おたふくかぜ  ◎ロタ 

子どもの予防接種法に

基づかないワクチン（有料）
全ての子ども達に 

安全なワクチンを 

無料で！！ 

★実現すれば、

保護者の経済

状況に関わら

ず、全ての子ど

もが、ワクチン

で防げる病気

を予防できる 

※３ワクチンが定期接種化された場合 

市費負担（推計） 

７億5,000万円
※平成２７年度当初予算

定期接種化した場合の市費負担（推計） 

２億7,000万円
※対象者、回数等の条件により増減 

◎ＢＣＧ    ◎４種混合  ◎麻しん・風しん     

◎日本脳炎   ◎ヒブ        ◎小児用肺炎球菌 

◎子宮頸がん予防           ◎水痘 

◎高齢者インフルエンザ      ◎成人用肺炎球菌 

（現状）自己負担無し 
（成人対象のワクチンは、一部自己負担あり） 

（現状）予防接種法に基づく定期接種 

◎Ｂ型肝炎 

◎流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

◎ロタウイルス 

（現状）全額自己負担 

（現状）予防接種法に基づかない任意接種 

○財政負担

○子どもの安全 定
期
接
種
化

約10億2,000万円の財政負担 

全額国庫負担 ★実現すれば、自治体の
財政状況によらず、安定
的な実施が可能に！ 
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[担当：保健福祉局保健所疾病予防対策課長 嘉悦 明彦 ℡０４８－８４０－２２１１] 

③背景・理由 

１ 早期の定期接種化 

・ 平成26年３月に「予防接種に関する基本的な計画」が公布され、「予防接

種・ワクチンで防げる疾病は予防する」との基本理念が明示された。 

・ 国の責任において、有効性・安全性・公平性の確保されたワクチンは、早期

に定期接種化し、保護者の経済状況に関わらず、全ての子どもが、ワクチンで

防げる疾病を予防できるようにしなければならない。 

・ 以上から、全ての子ども達に安全なワクチンを無料で接種するために、有効

性、安全性が確保されたワクチンは、早期に定期接種化することを要望するも

のである。 

２ 定期予防接種に係る財源確保 

・ 予防接種法に、定期予防接種の実施主体は市町村であり、それに要する費用

は市町村の支弁とするとされており、支弁した費用に対しＡ類疾病では９割、

Ｂ類疾病では３割程度が地方交付税により措置されている。 

・ しかし、近年の定期予防接種の対象疾患の拡充により市町村の財政負担が重

くなったことに加え、１に挙げた早期の定期接種化が実現した場合は、その財

政負担がさらに加重されることとなり、本市においては毎年約10億円の負担が

発生する試算である。 

・ そもそも、予防接種法に基づく定期予防接種は、伝染のおそれがある疾病の

発生及びまん延を予防し、国民の健康の保持に寄与するため、国の責任におい

て実施すべきものである。 

・ 以上から、予防接種法に基づく定期予防接種に要する経費は全額国庫負担と

することを要望するものである。
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〔要望先〕厚生労働省

27 さいたま北部医療センターの耐震化の促進及び運営の 

  維持等 

①提案・要望事項 

１ さいたま北部医療センターの耐震整備に速やかに着手す

ること 

２ さいたま北部医療センターは、本市として地域医療に欠

かすことのできない医療機関であり、独立行政法人地域医

療機能推進機構において、引き続き公的病院としての運営

維持及び医療機能の充実を図ること 

②提案・要望の実現効果 

○ さいたま北部医療センターの施設の現状 

築60年以上が経過しており、老朽化が見て取れる。 

屋上や外壁にひび割れが目立

ち、雨漏りが発生している 
内壁の塗装も剥がれ落ちている 

建替えを行い、 

耐震整備が整えば… 

★患者が安心して受診できることはもちろん、 

勤務医も医療行為に専念できるようになる。 
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[担当：保健福祉局保健部地域医療課長 永田 翔 ℡０４８－８２９－１２９５] 

③背景・理由 

１ さいたま北部医療センターの耐震整備 

・ さいたま北部医療センターについては、昭和27年築（昭和49年改修）と老朽

化が著しく、耐震改修促進法の期限である平成27年度末に向けて、耐震化が喫

緊の課題となっている。 

・ 平成26年3月、さいたま北部医療センターの耐震整備に向けて、独立行政法

人年金・健康保険福祉施設整理機構から、現病院所在地と市有地との土地交換

を行ったところであるが、工事の着手・完了までには一定の期間を要すること

が考えられる。 

・ 以上のことから、国において速やかに耐震整備が進むよう、特段の配慮を要

望するものである。 

２ 独立行政法人地域医療機能推進機構における公的病院としての運営の維持及

び医療機能の充実 

・ さいたま北部医療センターについては、救急告示病院として本市の地域医療

に欠かすことのできない医療機関であるため、引き続き公的病院として独立行

政法人地域医療機能推進機構において着実に運営されるよう、特段の配慮を要

望する。 

・ また、次の医療機能が維持及び充実されるよう、特段の配慮を要望する。 

① 休日夜間急患センターを設置し、現在実施している深夜帯の小児救急をはじ

めとする初期救急医療（小児科、内科、耳鼻咽喉科及び眼科）を継続するこ

と。深夜帯の小児初期救急医療の実施に当たっては、市内の医師会や中核病院

からの小児科医等の派遣を受け入れ、良好な連携協力体制のもとに実施するこ

と 

② さいたま北部医療センターの現在の一般病床163床及び診療科目を維持する 

こと 

③ 第二次救急医療に輪番病院として参加すること 

④ 小児医療及び産科医療（正常分娩等を含む）の入院治療を行うこと 

⑤ 開放病床を整備し、市内の医療機関との地域医療連携を実施すること 

⑥ 現在、さいたま北部医療センターが実施している特定健康診査や特定保健指 

導、人間ドックなどの市民の健康管理事業の充実強化を図ること 
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〔要望先〕厚生労働省 

28 基準病床数の算定方式の見直し 

①提案・要望事項 

 基準病床数の算定方式については、各地域における将来

的な人口動態等を踏まえ、全国一律の算定方式を次のよう

に見直すこと 

全国都道府県をいくつかの地域グループに分け、厚生

 労働大臣がグループごとの係数等を設定すること 

係数等の設定に当たっては、現在の各都道府県におけ

る人口当たり病床数等の格差や、各都道府県の病床に関

する意見を勘案すること  

②提案・要望の実現効果 

〔国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 （平成25年3月推計）〕 

●入院患者数の増加      

●救急搬送件数の増加 

必要な病床が不足！ 

さいたま市は人口が増える。 さいたま市は高齢人口が増える。

現行の算定式では・・・

★入院患者数や救急搬送件数の 

増加に対応が可能！ 

全国一律の方法ではなく、 
地域グループごとの係数設定を 
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[担当：保健福祉局保健部地域医療課長 永田 翔 ℡０４８－８２９－１２９５] 

③背景・理由 

・ 病院・診療所の病床数は、都道府県が医療法に基づく医療計画において医療

圏域で必要とされる「基準病床数」を全国一律の算定方式により算定してお

り、単独で医療圏域を構成している本市では、既存病床数（7,776床）が基準

病床数（7,776床）と拮抗しているため、基準病床数を超えて整備を行うこと

ができない状況となっている。

・ そもそも、人口が増加しているさいたま市を含む東京大都市圏は、西日本と

比較して、人口当たりの病床数の格差が大きくなってしまっていることに加

え、今後、急速な高齢化が見込まれる本市にあっては、高齢者人口の急増に伴

う入院患者数の増加が予想される。

・ 将来的な医療需要の見込みを勘案した方法により病床数を算定しないと、医

療機関による新規参入又は増床整備などが期待できず、病床の整備が遅れるこ

とにより、必要な時点で必要となる病床数を確保できない。

・ 以上のことから、基準病床数の算定方式については、各地域における将来的

な人口動態等を踏まえ、全国一律の算定方式を地域の実情に合った方式に見直

すよう要望するものである。

④参考 

○ 係数設定の具体的な例

○各都道府県の人口当たりの病床数等の格差 

○各都道府県の病床に関する意見

人口増加が 

見込まれる地域 
人口があまり 

変わらない地域 

人口減少が 

見込まれる地域 

厚生労働大臣 

各都道府県の地域グループごとに係数等を設定 

勘案 

意見 
各都道府県知事 

現行の

算定式 

地域グループ 

ごとの係数等 

将来的な人口動態を踏まえた 

地域ごとの基準病床数 
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〔要望先〕内閣府、厚生労働省

29 困難を有する子ども・若者に対する支援 

①提案・要望事項 

 困難を有する子ども・若者の総合的な自立支援施策を展開

する施設（居場所）整備について、社会福祉施設として位置

付け普及を図るとともに必要な支援を行うこと 

②提案・要望の実現効果 

（義務教育）

 部分について、公的な支援制度がない状況

 公的な支援施設を制度化することで、円滑な自立支援が可能になる！！

　　（さいたま市では、独自に若者の居場所を設置し、自立支援プログラムを実施）

スクール
カウンセラー等

教育相談室・適応指導教室

ひきこもり状態にある者保健センター等相談窓口、各支援機関　等

生活リズムが乱れている者
他者との関わりが苦手・持てない者

意欲があるが、方法がわからない者
うまくいかない者

自立（就労・復学）の準備が整って
いる者

（義務教育）

自　立

ハローワーク等

地域若者
サポートステーション（義務教育後）

支援制度なし

（義務教育後） 支援制度なし

支援制度なし

例）復学 例）就労

★
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[担当：子ども未来局子ども育成部青少年育成課長 岸 聖一 ℡０４８－８２９－１７１３] 

③背景・理由 

・ 本市では、困難を有する子ども・若者に対する取組として、困難を有する

子ども・若者の支援ネットワークの構築、日常生活支援や社会生活支援等の

総合支援プログラムを提供・支援する若者自立支援ルームの整備など、より

円滑な社会的自立支援が可能となるよう、市独自の支援策を充実させ、様々

な施策に取り組んでいる。 

・ 国では、困難を有する子ども・若者の居場所づくりとして、非行少年や要

保護児童の居場所づくりについて支援しているが、非行や保護に至らないが

社会生活支援の必要な若者の居場所づくりに対する支援は不十分な状況であ

る。 

・ 以上から、困難を有する子ども・若者全般に対する国の支援策の充実を図

り、地方が独自で行っている社会的生活支援を必要とする若者の居場所づく

りとなる支援施設について、社会福祉施設と位置付け普及を図るとともに必

要な支援を行うことを要望するものである。

④参考 

○ さいたま市若者自立支援ルーム

・開  設  平成25年８月 

・事  業  30歳代までの自立を目指す若者を

対象に、集団・共同作業、就労・

復学等準備作業等の自立支援プラ

グラムを実施し、より円滑に自立

を果たせるよう支援している。 

・利 用 料  無 料 

・利用人数  １日30人程度 
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〔要望先〕厚生労働省

30 無料低額宿泊所等に対する法的整備 

①提案・要望事項 

いわゆる貧困ビジネスを排除するため、無料低額宿泊所及

び法的位置付けのない施設等に対し、設備・運営基準に関す

る新たな法律を制定し、かつ、社会福祉法に基づく届出制を

許認可制に見直すこと 

②提案・要望の実現効果 
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[担当：保健福祉局福祉部生活福祉課長 清水 恒男 ℡０４８－８２９－１８４２] 

③背景・理由 

・ 無料低額宿泊所の事業開始に当たっては、事業者に対し社会福祉法の規定に

よる届出を義務付けているものの自治体の許可・認可を必要としないため、事

業開始時または届出の段階で不適切な事業を排除できない。また、同法には、

届出を怠った場合の罰則規定もなく、さらに５人未満の事業においては、届出

の義務すら課せられていない。

・ 無料低額宿泊所の設備・運営等に関する基準が法令に規定されていないた

め、各自治体においては、平成15年に国から示された「無料低額宿泊所の設

備、運営等に関する指針」に基づきガイドラインを制定し、事業者に対し行政

指導を行っているが、実効性の担保が十分とはいえない。

・ 近年、市内においては、元ホームレスの生活保護受給者を主な利用者とする

施設を開設し、無料低額宿泊所と類似する行為を行う、社会福祉各法に法的位

置付けのない施設（以下「無届施設」という。）が急激に増加した。

・ 無届施設については、届出義務もないため事業実態を把握することが困難で

あり、さらに一部の事業者においては、劣悪な居住環境を提供したり、利用者

の弱い立場につけこんだりする悪質な行為が見受けられ、大きな社会問題とな

っていた。 

・ そのため本市では、「さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス

提供事業の適正化等に関する条例」を制定し、社会福祉法に基づく届出の義務

のない５人未満の事業や無届施設の事業者に対し、届出の義務や施設の設備・

運営等に関する規制、調査及び指導権限、さらに違反した場合の制裁措置を規

定し、事業の適正化及び利用者の権利擁護と自立支援に努めている。

・ 条例制定後、無届施設の実態の把握、悪質な事業者の排除及び条例の規定に

合致したサービス内容への改善が図られるなど、一定の効果を上げている。そ

の反面、現行の届出制では、基準等に適合しない施設においても形式要件の整

っている届出がなされた場合、受理せざるを得ず、より一層の悪質な貧困ビジ

ネスを排除するためには、事業開始についての規制が必要である。

・ 無料低額宿泊所及び無届施設は全国的に存在し、また、最近のホームレス数

が減少傾向にあること等を踏まえ、施設の必要性等を各自治体が判断できる制

度の創設や、これら施設の開設当初から適切な事業運営を確保する観点等か

ら、社会福祉法に基づく届出制を許認可制に見直し、また、施設の定義及び位

置付けを明確にした上で設備・運営基準などの法整備を早急に行うことを要望

するものである。
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〔要望先〕厚生労働省

31 地域若者サポートステーション事業の安定的継続実施 

①提案・要望事項 

若年無業者の就労を支援するため、国が地方公共団体と協

働して実施している「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、十分な財政措置を講ずること  

②提案・要望の実現効果 

31 

117 

0

50

100

150

平成25年度 平成26年度

地域若者サポートステーションさいたま実績

就職等進路決定者数（人）
平成25年度：9月～3月の実績 

平成26年度：4月～3月の実績 

1,578 1,260

2,700 2,516

1,257 1,688

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成17年 平成22年

さいたま市における若年・中年無業者の推移

（カッコ内は、市内年齢階層別人口に占める無業者の割合）

15～24歳 25～39歳 40～49歳

計 5,535人（人）

（0.95%） 

（0.80%） 
（0.92%） 

（0.94%） 

（0.98%） 

計 5,464人 

4,278 人 3,776 人

資料：国勢調査

★結果として、 

無業者全体を縮小 

（1.22%） 

（人） 
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[担当：経済局商工観光部労働政策課長 池田 一江 ℡０４８－８２９－１３７０] 

③背景・理由 

・ 本市の若年無業者（15歳から39歳）は、平成22年時点で3,776人おり、平成

17年時点の4,278人より減少しているものの、中年無業者（40歳から49歳）の

割合が0.80パーセントから0.92パーセントへと増加し、無業状態が長期化する

傾向がみられる。 

・ これを踏まえ、本市では、若年者への就労支援を最重要課題と捉え、「地域

若者サポートステーションさいたま」の受託団体と連携し、就労に向け必要な

支援を強化するために「若年者職業的自立支援事業」を実施し、平成26年度に

は就職等進路決定者数が117人と高い実績をあげている。

・ 一定期間無業の状態にある若者の職業的自立を支援するためには、職業意識

の啓発や社会適応支援を含む包括的な支援が必要である。本市においては、こ

うした支援を、各人の置かれた状況に応じて、一度限りの支援に留まらず継続

的に行っており、平成25年度の実施時からの登録者470人のうち46人が平成27

年度も継続登録を行い、引き続き支援を望んでいる現状から、単年度で就職に

つなげることは難しい状況となっている。

・ しかしながら、国からの委託が単年度であることから、複数年にわたる支援

が必要な若者への継続支援が担保できず、若年無業者への長期的な支援計画が

立てられないことや、受託団体職員の短期雇用により当該事業の安定的な運営

体制の構築が困難な状況にある。

・ 以上から、地域若者サポートステーション事業の安定的継続実施及び職業的

自立に向けた計画的就労支援を進めるため、十分な財政措置を講ずるととも

に、国の委託期間を複数年度に改めるよう現行制度の見直しを要望するもので

ある。

④参考 
○ 地域若者サポートステーションさいたまの利用実績 

平成26年度 平成27年3月末現在

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

来所者数（人） 363 383 408 421 400 392 407 355 330 209 240 295 4,203

新規登録者数（人） 20 23 26 28 22 17 21 15 10 12 16 13 223

相談件数（件） 103 128 168 189 145 168 201 153 149 124 130 235 1,893
就職等進路決定者数（人） 15 8 7 9 7 9 12 14 12 10 6 8 117

セミナー受講者数（人） 161 176 160 147 168 147 145 148 111 70 71 87 1,591
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〔要望先〕厚生労働省

32 厚生労働省関連システムの社会保障・税番号制度に 

係る費用の全額国庫負担 

①提案・要望事項 

 社会保障・税番号制度に係る事務の経費、システム改修

費用については、人口規模等を想定した事業費に対しての

補助金ではなく、全額国庫負担とすること 

②提案・要望の実現効果 

〔厚生労働省関連システムの改修費用の全額国庫負担について〕 

国庫補助分

自治体負担分

人口規模等による

標準的な改修費用
実際の改修費用

約１億7,200万円

国庫補助分

自治体負担分

補助不足分

約４億7,000万円

約１億1,900万円

約5,300万円

約３億5,100万円

国庫

補助金

人口規模等による標準

的な改修費用と実際の

改修費用が大幅に乖離

しており、補助不足分

を含めると、自治体の

費用負担はとても大き

くなる 

社会保障・税番号制度

は、国の制度であるこ

とから、全額国庫補

助金とすべき 

標準的な改修費用と

実際の改修費用の差
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[担当：市民局市民生活部ＩＣＴ政策課番号制度整備室長 吉田 治士 ℡０４８－８２９－１０４７] 

③背景・理由 

・  社会保障・税番号制度の導入について、市町村は個人番号の付番等の業務に

対応するため、新たな情報システムの構築、現行システムの改修などの作業が

必要であり、平成28年１月の利用開始までの限られた期間の中で、万全を期す

には、改修作業など早期に着手していく必要がある。 

・  本市における厚生労働省関連システムの改修費用は、約４億7,000万円とな

っている。 

・  しかし、厚生労働省から示された補助金は、人口規模等による標準的な費用

の２／３で算出されているため、実態に見合った所要額となっておらず、本市

の負担が約３億5,100万円となっている。 

・ 一方、総務省関連システムについては、各自治体から提出された積算根拠に

基づき、補助金を算出して実態に見合った補助がされており、同一制度におけ

る対応は統一すべきと考える。 

・  また、各自治体には、申請書の刷新など、システム改修費用以外にも経費が

生じ、自治体の負担は更に大きくなる。 

・  以上のことから、社会保障・税番号制度については、国家的な情報基盤を整

備するためのものであることから、制度に係るシステム改修費用や新たに生じ

る事務の必要経費は、全額国庫補助金とすることを要望するものである。 

④参考 

○ さいたま市における厚生労働省関連システム改修費用に対する補助割合
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６．スポーツ観光都市づくり 
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〔要望先〕農林水産省、文部科学省（・文化庁）、経済産業省 

33 世界盆栽大会及び関連事業の開催に対する支援 

①提案・要望事項 

１ 世界盆栽大会及び関連して実施する文化振興、地域経済

活性化を図る本市の取組に対し、国の補助制度への採択な

ど積極的な支援を行うこと 

２ 世界盆栽大会をきっかけに盆栽文化の海外への普及を推

進するため、大会会場における検疫済み盆栽の販売及び輸

出検査の実施などの措置について検討すること 

②提案・要望の実現効果 

文化普及交 流 

市場拡大 地域振興 

第8回世界盆栽大会 

★「盆栽ファン」の裾野拡大！文化芸術の強化、文化振興に寄与！ 

★観光コンテンツとしての「盆栽」の確立！外国人観光客の増加に寄与！

写真左）第7回世界盆栽大会会場にて、 

次回大会がさいたま市に決定 

写真右）第7回世界盆栽大会歓迎レセ 

プションにて、加治屋農林水 

産副大臣が安倍首相の第8回 

大会さいたま招致に向けた応援 

メッセージを代読

重点 
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[担当：経済局観光商工部観光国際課長 金子 博志 ℡０４８－８２９－１２３５] 

③背景・理由 

１ 世界盆栽大会開催に当たり実施する本市の取組への国の支援について 

・ 国では、成長戦略の柱として、世界に誇る魅力あふれる観光立国の実現に向

けた取組を推進するとともに、クールジャパン戦略や、文化芸術分野による地

域活性化の取組を進めている。 

・ 本市では、本市が有する豊かな自然や固有の生活文化・伝統を活かした「さ

いたま市観光振興ビジョン」を策定し、観光振興へ向けた主要施策として、盆

栽関連施設を活用した魅力あるまちづくりに取り組み、地域資源を活用した地

域活性化や文化振興を進めている。 

・ 現在、盆栽は、「bonsai」として様々な国の辞書に訳されるほど浸透してお

り、特に欧州では、各国に盆栽クラブが組織されるなど人気が高まっている。

また、植木・盆栽類の輸出額は増加傾向にあり、平成24年の輸出額は平成13年

の約12.8倍となっているなど、盆栽はグローバルなコンテンツとなっている。 

・ 本市には、高い技術力を継承する盆栽園が軒を連ねる「大宮盆栽村」や、世

界唯一の公立盆栽美術館である「さいたま市大宮盆栽美術館」などの特徴的な

地域資源があり、海外からの関心も高く、平成26年度の外国人来場者は3,000

人を超え、平成21年開館時からの５年間で２倍に増加した。 

・ このような背景を持つ本市では、平成29年に「第８回世界盆栽大会」の開催

が決定し、大会開催を契機とした盆栽文化の更なる普及・振興を図るため、本

大会及び関連事業の準備を進めているところである。 

・ 本大会は、盆栽を地域資源とする地方都市との連携を図り実施することとし

ているが、世界各国の盆栽業者・愛好家ら多数の参加が見込まれており、国内

はもとより海外への波及効果も高いと考えられる。 

・ 以上から、世界盆栽大会及び関連して実施する文化振興、地域経済活性化を

図る本市の取組に対し、「文化芸術グローカル推進事業」に係る事業として採

択するなど、積極的な支援を行うことを要望するものである。 

２ 世界盆栽大会開催時における盆栽の販売及び輸出検査の実施について 

・ 第１回大会開催時には、会場内に即売所を設置し、海外からの来場者が容易

に盆栽を持ち帰ることができるような輸出検査の配慮をいただいた。 

・ 第８回大会においても、日本の盆栽の国内外への更なる普及を促進するべく

即売所を設置する予定であるが、各盆栽園で検疫を受けた盆栽の移動が伴うた

め、即売所での販売の可否が懸案となっている。 

・ 以上から、即売所での検疫済み盆栽の販売を可能にするため、大会開催時に

限り検疫や輸出検査の取扱いについて、第１回大会開催時と同様の特例的な措

置を講ずるよう検討いただくことを要望するものである。
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〔要望先〕内閣官房、文部科学省

34 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

開催の支援準備の強化 

①提案・要望事項 

 国は、大会に参加する各国・各地域の選手団が実施する

事前キャンプの誘致が円滑に国内で実現できるよう、各

国・地域が事前キャンプに求める内容と、地方自治体が提

供できるサービス等を集約し、参加国と地方自治体のマッ

チングを行い、事前キャンプ誘致を積極的に支援すること 

②提案・要望の実現効果 

重点 

新規 

スムーズな事前キャンプの誘致

各国、各地域の要望 地方自治体が提供できるサービス 国による 

マッチング 

地方自治体もそれぞれ
 強  良  活  
  観光競争力    
グ９位となった日本の魅
力向上 寄与     
できる

事前キャンプ誘致・大会開催の成功で期待される効果 

市民 間近  各国 
各地域の選手団の事
前     大会 行
われることで、感動を実
感するとともにスポーツ
への関心が深まる

選手団  交流   市
民 交  企画 実施
    官民 協働 国
際交流 推進     
できる 

地域活性化 地域交流   寄与  取組    
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[担当：都市戦略本部オリンピック・パラリンピック部参事 高根 哲也 ℡０４８－８２９－１０２２] 

③背景・理由 

・ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、本市はサッカー及

びバスケットボールの開催都市となることが既に決定している。また、大会組

織委員会が公募した事前キャンプ誘致の候補地としての応募も行ったところで

ある。

・ 本市での競技開催に加え、事前キャンプを誘致することが成功すれば、大会

機運の醸成はもとより、地域の一層の活性化に資することができる。

・ しかしながら、事前キャンプの誘致は、地方自治体が過去の経験や既存のネ

ットワークを活かしながら試行錯誤を重ね、個別に取り組むしかないのが現状

であり、大変苦慮しているところである。

・ 各国・各地域が実施する事前キャンプ誘致の実現は、本市の優位性を国外に

発信するだけでなく、市民のスポーツ振興や国際交流に対する関心を高める絶

好の機会である。

・ 全国知事会では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け

て、推進本部を設立し、大規模イベント開催に対する各地での事前キャンプの

誘致促進支援等を目的とした事業を進めている。

・ 全国知事会の取組については、本市としても活用したいと考えているが、国

として、各国・各地域における関係省庁及び競技団体が事前キャンプに求める

情報を集約するとともに、地方自治体における事前キャンプ誘致の実現事例や

提供できる施設、サービス情報等とをマッチングすることなど、積極的な事前

キャンプ誘致の支援を要望するものである。

-85-



-86-



７．地方分権・地方税財政 
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〔要望先〕総務省

35 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

①提案・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提案・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）

2,625 2,677 2,653 2,617 2,568 2,495 2,501 2,512 

1,020 1,152 1,361 1,511 1,680 1,823 1,942 2,036 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度

市債残高（臨時財政対策債除く） 臨時財政対策債残高

残高増加! 
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[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。 

④参考 

○ 地方財政計画（平成26年度）との比較 

    【 地方財政計画 】                【 さいたま市 】 

     ３   ：   １               １   ：   ３ 

交付税 
16.9 
兆円 臨時財政 

対策債 
5.6兆円 

普通交付税 
49億円 

特別交付税 
17億円 

臨時財政 
対策債 
186億円 
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〔要望先〕総務省

36 公共施設最適化事業債の恒久化 

①提案・要望事項 

公共施設最適化事業債は、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提案・要望の実現効果 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H27H29H31H33H35H37H39H41H43H45H47H49H51H53H55H57H59H61

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

公共施設最適化事業債は、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！ 

新規 
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[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最適化事業債の創設は、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、本事業債は平成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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〔要望先〕総務省

37 公的資金補償金免除繰上償還制度の復活・拡充 

①提案・要望事項 

企業債の金利負担を軽減し、上下水道事業の健全化を図

るため、公的資金補償金免除繰上償還制度について、諸要

件を緩和して復活させること 

②提案・要望の実現効果 

約11.4億円

約0.7億円

約17.3億円

約1.1億円

0
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25

借換前 借換後

水道事業

下水道事業

借換えによる企業債利息比較 
（単位：億円）

★金利４％以上の企業債が補償金免除繰上償還の対象となった場合、 

水道事業では約10.7億円、下水道事業では約16.2億円の支払利息の節減が見込まれる。 

要望実現 

※借換後の想定利率は

平成２６年度の市場公募

地方債の発行実績を 

参考にしたもの
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[担当：水道局業務部水道財務課長   田村 篤司 ℡０４８－７１４－３０７４]  

[担当：建設局下水道部下水道財務課長 吉原 栄二 ℡０４８－８２９－１８７４] 

③背景・理由 

・ 本市の水道事業は、市民生活や経済活動を支えるライフラインとして、先般

の東日本大震災を教訓に耐震化事業、さらには今後増大する老朽水道施設の更

新事業を強力に推進していくことが急務となっている。耐震化事業等の実施に

当たり、財源の確保は必須であり、企業債の金利負担の軽減を図っていかなけ

ればならない。

・ 一方、下水道事業は、集中豪雨による浸水被害の軽減や下水道普及率の向上

に向けて下水道整備を積極的に推進しているところであるが、建設事業費の財

源として過去に借り入れた企業債の金利負担が下水道事業経営を圧迫している

状況である。

・ 以上のことから、企業債の金利負担の軽減を図り、上下水道事業の推進と財

務の健全化を図るため、公的資金補償金免除繰上償還制度の諸要件（利率５パ

ーセント以上・将来負担比率・公営企業資本費）を緩和したうえで復活させる

ことを要望するものである。

④参考 

（水道事業） 

平成２６年度末の企業債残高 

⇒約６０２．５億円 

（下水道事業） 

平成２６年度末の企業債残高 

⇒約１，７６３億円 

平成26年度末企業債残高

金利４％未満

金利４％以上

約88.7億円

約513.8億円

約602.5億円

平成26年度末企業債残高

金利４％未満

金利４％以上

約181億円

約1,582億円

約1,763億円
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memo



さいたま市ＰＲキャラクター 

つなが竜 ヌゥ 

日本最大規模を誇る都心緑地空間“見沼田んぼ”の主の子孫。 

生まれ育った見沼（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。 

「つなが竜」には、さいたま市の魅力を伝え、 
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、大宮盆栽で遊ぶ「盆栽ヌゥ」です。 
世界盆栽大会の開催に向けて、ヌゥも張り切っています！ 
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