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令和３年２月定例会 提出議案

令和３年２月定例会 ２月２日開会

提出議案数 ６５件

（内訳）
専決処分報告議案 ２件

予算議案 ３４件
条例議案 １４件
一般議案 １件
道路議案 ２件
人事議案 １２件



１．令和３年度当初予算案の特徴

新たな総合振興計画の計画初年度として、「上質な生活都市」、
「東日本の中枢都市」を目指すための重点戦略事業や分野別事業
等を着実に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
る難局を乗り越え、さいたま市の新時代へ前進するための予算

難局を乗り越え、

さいたま市の新時代へ前進するための予算

令和３年度当初予算案のキャッチフレーズ



①新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策

②さいたま市誕生２０周年を契機に新たな未来を拓く取組

③新しい時代に対応した行政運営とＤＸの推進

２．令和３年度当初予算案における３つの柱



３．予算規模
（前年度比）

一般会計 6,117億8,000万円 (8.7%増)

特別会計 3,188億8,600万円 (0.7%増)

企業会計 1,249億6,326万7千円 (1.1%減）

合計 1兆556億2,926万7千円 (5.0%増)

◆新型コロナウイルス感染症対策等については、国の動向を注視し、今後も機
動的かつ弾力的に対応

※国の令和2年度補正予算（第3号）等に対応した予算を想定

一般会計、全会計予算総額ともに
過去最大の予算規模



４．３つの柱

１ 新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策

［新型コロナウイルス感染症対策］
・ワクチン接種体制の整備及び予防接種の実施
・病床確保や患者の受入れを行った医療機関等への補助
・ＰＣＲ検査を行う地域外来・検査センターの設置
・保険適用された検査費用及び入院医療費の公費負担
・自宅療養する患者への食料品の配送
・保健所における感染症患者の移送や個人防護具等の調達
・行政検査のために必要な試薬等の購入
・高齢者施設の新規入所者や従業員等の検査費用の補助 等

【１１３億１０７万７千円】

［自然災害への対策］
・市立中学校６校の体育館への空調機設置に向けた設計の実施
・防災情報等の的確な伝達のための防災アプリの構築
・油面川排水機場の整備などの災害に強い都市基盤整備

【 ６９億９，６８２万１千円】



［さいたま市誕生２０周年事業］
・２０周年記念式典の開催
・２０周年を契機とした本市の魅力発信
・市民憲章及び市民の日の制定

［ＳＤＧｓの主な取組］
・再生可能エネルギーの利活用等のゼロカーボンシティに向けた取組
・東日本連携・創生フォーラムによる連携事業等の開催
・福祉丸ごと相談センターの設置

［スマートシティの取組］
・スマートシティさいたまモデルの推進
・シェア型マルチモビリティ実証実験の実施

【２億４，７８６万７千円】

［東京２０２０大会に向けた事業］
・祝祭感を創出するために都市装飾を実施
・本市の魅力を発信するための動画上映等を実施 等

【３億６，７９９万６千円】

２ さいたま市誕生２０周年を契機に新たな未来を拓く取組



［行政のデジタル化の更なる推進］
・窓口手続のオンライン化の拡充
・スマートフォン決済の導入による市税の納付方法の拡大
・生活保護業務に係るタブレット端末の拡充
・ＩＴを活用した「スマート部活動」の推進
・全ての市立中学校に大型提示装置（プロジェクタ）の設置
・ＡＩチャットボットを活用した保育サービス情報提供 等

［市内企業への支援］
・市内企業に対するＡＩ・ＩｏＴなどの実装支援の実施

【１２億４，２３０万４千円】

３ 新しい時代に対応した行政運営とＤＸの推進



５．総合振興計画

１ 重点戦略事業 重点戦略１ 関連

［戦術１ 先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創造］
・見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進
～地域のニーズに対応した次期アクションプランを策定～ 【６，３０８万７千円】

・ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築
～脱炭素社会に向けた持続可能なまちづくりの推進～ 【１，６４６万円】

・Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔの推進
～次世代自動車の普及と国内外へ本市の取組の発信～ 【７，２９９万１千円】

・スマートシティさいたまモデルの推進
～「共通プラットフォームさいたま版」の利活用促進～ 【１億１，０２１万７千円】

［戦術２ 一人ひとりが“健幸”を実感できるスマートウエルネスシティの創造］
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
～医療・介護のデータを活用した保健指導や健康相談～ 【４，２７４万７千円】
・運動習慣の獲得に向けた健康マイレージの推進
～楽しく歩いて生活習慣病等を予防～ 【１億４，４４５万９千円】



１ 重点戦略事業 重点戦略１ 関連

［戦術３ 笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造］
・「さいたまスポーツシューレ」の活用推進
～スポーツビジネスの創出・ＩＣＴを活用したスポーツ指導の実施～ 【２，５４７万１千円】

・誰もがスポーツに親しむことのできる生涯スポーツの振興
～スポーツ能力測定会や体力測定会の開催～ 【７００万円】

・次世代型スポーツ施設の誘致・整備
～持続可能なスポーツ環境の提供に向けて～ 【１，００７万円】

［戦術４ 子どもたちの未来を拓く日本一の教育都市の創造］
・ＩＣＴを活用した学びの改革
～ＧＩＧＡスクール構想を更に加速させるため大型提示装置を整備～ 【９億１，３０３万３千円】

・スポーツを科学する生徒の育成
～「スマート部活動」さいたまモデルの構築～ 【９９６万９千円】

・小中学校における水泳授業の民間委託化事業
～民間活力を活用した学習活動の充実～ 【４１９万９千円】

・就学援助オンライン学習通信費の支給
～子どもたちの家庭での学びを保障～ 【６，５７７万２千円】

・武蔵浦和駅周辺地区新設校建設事業
～学校規模の適正化・教育の質の向上を図るために義務教育学校を整備～

【２，３７６万円】



１ 重点戦略事業 重点戦略１ 関連

［戦術５ ヒト・モノ・情報を呼び込み、東日本の未来を創る対流拠点都市の創造］
・大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進
～個別プロジェクトの都市計画決定に向けて～ 【１億３，４９１万３千円】

・東日本連携の推進による地域経済活性化
～インターネット等を活用した東日本商材の新たな販路拡大～ 【７，２６５万７千円】

・産学連携等によるイノベーション創出の支援
～産学官金連携事業の推進～ 【５，１２７万５千円】

・大規模公園の整備推進
～個性豊かで潤いのある都市空間の形成～ 【８，３９６万２千円】



２ 重点戦略事業 重点戦略２ 関連

［戦術１ 子どもから高齢者まで、あらゆる世代が輝けるまちづくり］
・保育需要の受け皿及び保育人材の確保
～幼児教育・保育環境のさらなる充実を目指して～ 【４９億５，２７０万８千円】

・送迎保育ステーションの整備
～働きながら幼稚園を利用できる環境づくり～ 【１，５６０万円】

・私立幼稚園入園料補助事業の創設
～子育て家庭の支援と幼児教育の振興～ 【１億２，２８２万円】

・地域づくりを通じた介護予防の推進
～「ますます元気教室」の開催や介護予防ボランティアの育成～ 【１億４，４３６万３千円】

・福祉丸ごと相談センターの設置
～福祉の複合的な地域生活課題の解決に向けて～ 【９０８万２千円】

・生活保護業務に係るタブレット端末の全区導入
～市民サービスの向上とケースワーク業務の効率化～ 【１，４０８万３千円】

・ＩＣＴを活用した身近な公共交通
～ＡＩを活用したデマンド交通の導入に向けて～ 【１，８２１万６千円】



２ 重点戦略事業 重点戦略２ 関連

［戦術２ 激動する新時代に「未来技術」で躍動する地域産業づくり］
・中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援
～ニューノーマルに対応したビジネスモデルへの変革促進～ 【２億６，３０１万円】

・効率的かつ安定的な農業経営の実現
～先進技術の導入等による農業経営の安定化～ 【６４３万９千円】

・ワンストップ就労支援の充実
～就労の推進と誰もが働きやすい環境づくり～ 【６，７５４万８千円】

［戦術３ 災害に強く、市民と共につくる安全・安心なまちづくり］
・治水対策施設の整備推進
～頻発化・激甚化する水害に対する治水安全度の向上～ 【１４億８，８５０万３千円】

・地域と共に取り組む防災対策の推進
～防災情報一元化に向けたスマートフォンアプリの構築～ 【１，７２２万６千円】

・安心して暮らせる安全なまちづくりの実現に向けた防犯対策の推進
～地域の防犯活動や防犯カメラの設置等を支援～ 【３，２７３万５千円】

・犯罪被害者等相談・支援事業
～犯罪被害者相談体制の強化と支援の創設～ 【１，２５３万３千円】



２ 重点戦略事業 重点戦略２ 関連

［戦術４ 環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現］
・食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進
～リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの啓発～ 【１，８５４万７千円】

・環境美化推進事業の推進
～ごみ拾い情報共有アプリの導入～ 【１８２万６千円】

・サーマルエネルギーセンターの整備
～廃棄物処理施設の安定的な稼働に向けて～ 【１８億２９４万４千円】

・スマートシティに向けたモビリティサービスの充実
～多様なサービスによる快適な移動を目指して～ 【１，２１０万円】

［戦術５ 絆で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくり］
・ノーマライゼーションの更なる普及・啓発
～ブラインドサッカーの国際親善試合を開催～ 【１，０７４万３千円】

・自治会への加入促進
～自治会運営及び情報発信の支援～ 【３億５，４２６万７千円】

・コミュニティ・スクールの推進
～未来を担う子どもたちの成長を支え、よりよい地域社会を構築～ 【４３０万７千円】



３ 質の高い都市経営の実現

・「さいたま市ＣＳ９０＋運動」の推進
～市民満足度向上に向けて～ 【５２万９千円】

・マッチングファンド制度による協働事業の促進
～地域課題解決に向けた協働事業への支援～ 【５６１万２千円】

・Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による公園のにぎわい創出
～公共空間の新たな価値の創造～ 【４３１万４千円】

・市民に分かりやすい情報発信
～動画等の活用による情報発信の強化～ 【１５２万８千円】

・スマートフォン決済の導入
～新たな納付方法による利便性の向上～ 【６６９万円】



主な条例議案

さいたま市民の日条例の制定

◆ 魅力ある本市を将来にわたって創っていくことを

期する日としてさいたま市民の日を設けるもの

・５月１日をさいたま市民の日と制定

・市は、条例の趣旨にふさわしい取組を実施

・さいたま市民の日には、一定の公の施設の使用料等を免除



主な条例議案

さいたま市犯罪被害者等支援条例の制定

◆市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会

の実現を図ることを目的

◆犯罪被害者等の支援に関する基本理念や市、市民等、

事業者の責務を規定

◆犯罪被害者等の支援に関する施策を策定


