
１　基本方針

２　主な取組
（１）　市民が主役のさいたま市づくり

（２）　さいたま市らしさを生み出す都市づくり

　　③  さいたま新都心第８－１Ａ街区の整備促進を図ります。

（３）  指定都市としての積極的な情報収集・発信

（４）  電子市役所の構築

　　②  本市の自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的事項等を定める｢自治基本条例｣の
　　　制定に向け、検討を行います。

　　②  市内(近隣を含む)にある大学間の連携組織(大学コンソーシアム)との包括協定締結に向
　　　けた検討を行います。

　　①  本市誕生10周年を機に、新たな時代の幕開け、さらには絆で結ばれたひとつのさいたま
　　　市を市内外に強くアピールするため、｢さいたま市誕生10周年記念事業｣を推進します。

　　①  情報システムの最適化及び情報セキュリティの維持・向上に向け、情報システム関連プ
　　　ロジェクトに対する支援等に取り組みます。

　　② 中央省庁等から迅速に情報を入手し、政策立案のため関係部局へ情報提供を行います。

　　③  さいたま市誕生10周年記念事業として、｢(仮称)さいたま市１００年構想フォーラム｣を
　　　実施します。

　　④  ｢しあわせ倍増プラン２００９｣の進捗状況及び成果を客観的に検証するため、外部評価
　　　を行うとともに、市民参加の市民評価報告会を開催します。

　　①  指定都市市長会や九都県市首脳会議等と連携し、地域主権や大都市制度などについて、
　　　本市の意見を積極的に発信します。

　　②  基幹系及び情報系システムの運用を整理統合し、標準化した業務実施体制を整備すると
　　　ともに、市民サービスの充実に向けて第三次情報化計画に基づく電子市役所の構築に取り
　　  組みます。

　　③  更なる情報システムの安定運用及び住民情報の安全性を確保するため、新情報センター
　　　への移設手順を策定します。

政策局　平成23年度局運営方針(案)

　本市誕生10年という節目を迎えるにあたり、新たな時代の幕開け、さらには絆で結ばれたひと
つのさいたま市を市内外に強くアピールするとともに、総合振興計画｢さいたま希望(ゆめ)のま
ちプラン｣に掲げられた将来都市像や｢しあわせ倍増プラン２００９｣の実現に向け、重要施策や
特命事項等の調査研究・企画・実施など、市民生活向上のための諸施策を推進します。

　　①  平成24年度末までに都市鉄道等利便増進法の申請手続きに入ることを目標に、埼玉県と
　　　共同で地下鉄７号線の延伸促進に取り組みます。

-37-



３　行財政改革への取組

４　政策局予算額
<一般会計> (単位：千円)

4,813,554 6,595,329 △ 1,781,775

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

　①　業務所管課と連携した情報システム関連プロジェクトに対する管理支援の拡充、情報シス
　　テム調達担当職員への仕様書作成や見積書の精査方法等に関する研修等、｢現場の視点｣に重
　　点を置いた施策に取り組みます。

　④　東京事務所の機能・役割を検討・再構築し、関係する他部局と連携を図りながら、新たに
　　シティセールスを実施します。

　②　電子市役所構築推進事業の情報化計画評議会については、職員が運営し、外部専門家の支
　　援を取りやめます。

　③　しあわせ倍増プラン２００９市民評価委員会について、平成22年度の実績を踏まえ、開催
　　回数等を見直します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

85 2款 1項 13目 1 -

＜主な事業＞

１　埼玉高速鉄道(株)への出資

　埼玉高速鉄道(株)の経営基盤強化のために出資を行

う。

２　埼玉高速鉄道(株)への資金の貸付け

　埼玉高速鉄道(株)の資金繰りの円滑化のために貸付

を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

85 2款 1項 13目 2 18款

-

＜主な事業＞

 １　地下鉄７号線延伸線基本計画調査　　

　埼玉県と共同して、延伸に向けての調査等を行う。

２　沿線まちづくり関連調査

　産業集積拠点の整備に向けた検討を深度化し、中間駅

周辺の住宅系と産業系を合わせたまちづくりについて調

査を行う。

市債

＜事業の目的・内容＞

543,200
局/部/課 政策局/政策企画部/地下鉄７号線延伸対策課

事務事業名 埼玉高速鉄道線支援事業 予算額

407,000

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 交通対策費 一般財源 136,200

連絡先 電話:048-829-1871 E-mail:chikatetsu7go-taisakuka@city.saitama.lg.jp

  埼玉高速鉄道株式会社の経営安定化を図るため、引き続き、県及び沿線市と共
同で経営支援を行います。(平成22年度から平成31年度まで)

前年度予算額 574,233

増減 △ 31,033 

10,000

267,200

276,000

事務事業名 地下鉄７号線延伸促進事業 予算額 29,361
局/部/課 政策局/政策企画部/地下鉄７号線延伸対策課

財産収入 116

連絡先 電話:048-829-1871 E-mail:chikatetsu7go-taisakuka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 交通対策費

県支出金

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,245

　地下鉄７号線の延伸について、経済性等を十分に考慮し、まちづくりと連動さ
せたうえで、平成24年度末までに事業着手することを目標に、埼玉県と共同で取
り組んでいきます。

前年度予算額 31,586

増減 △ 2,225 

20,000

7,800
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 1

＜主な事業＞

　効率的な情報システムを適正な経費で導入し、適切に 　情報セキュリティ対策を充実・強化し、情報セキュリ

管理していくとともに、ＩＴに関する全庁統制を行うた ティレベルの維持・向上を図るため、以下の業務を継続

め、以下の事業を実施する。 的に実施する。

・情報システム最適化ガイドラインの改定,普及 ・情報セキュリティポリシーの改定、普及

・当初及び補正予算要求時の見積額等の精査 ・情報セキュリティ内部監査、外部監査

・大規模随意契約の見積額等の精査 ・情報セキュリティ自主点検

・情報システム経費調査 ・情報セキュリティ研修(所属長研修、区役所職員

・情報システム調達支援 　研修、e-ラーニング研修等)

・情報システム運用プロジェクトの支援 ・情報資産台帳整備

・情報資産管理状況確認

・事件・事故対策、指導

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

89 2款 2項 1目 2 -

＜主な事業＞

１　大学コンソーシアムの構築 ４　ＰＲキャラクターの利活用

　大学コンソーシアムの仕組み構築に向け、大学との連 　本市誕生10周年を契機に、各区の個性を表現したＰＲ

携を強化するため、座談会や検討協議会を開催する。 キャラクター｢ヌゥ｣の着ぐるみを制作するなど市や区の

魅力のＰＲ効果を高めるため、キャラクターの利活用を

２　庁舎整備検討委員会の運営 促進する。

　将来の庁舎の整備に関して必要な事項を検討するため

の庁舎整備検討委員会を開催する。

３　ユニバーサルデザインの推進

　ユニバーサルデザイン推進基本指針に基づき、総合的

にユニバーサルデザインを推進する。

連絡先 268財産収入電話:048-829-1033 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp

事務事業名

総務費 企画費

E-mail:it-tokatu@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

１　情報システム最適化 

情報システム最適化事業

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 企画総務費

　情報システムの企画から運用までの業務プロセスを標準化し調達の公平性･透明
性を高めていくことで、効率的な情報システムの構築・運用を図るとともに、予
算編成時及び調達時の見積額等を精査し、ＩＴ経費の適正化を推進します。ま
た、情報セキュリティ研修や情報セキュリティ監査等を継続的に実施することに
より情報セキュリティ対策のさらなる向上を図ります。 増減

前年度予算額

一般財源

政策局/ＩＴ統括課

電話:048-829-1893 32,594

33,344

8,827

２　情報セキュリティ

企画調整事務事業

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

前年度予算額

△ 750 

29,748

29,480一般財源予算書Ｐ. 総務費 企画費

　政策局の筆頭課となる企画調整課が所掌する事務事業が円滑に行われるように
するとともに、大学コンソーシアムの構築、ＰＲキャラクターの利活用等を推進
します。

企画総務費

予算額

政策局/政策企画部/企画調整課

事務事業名

32,594予算額

112

24,442

20,921 

301

1,388

増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

89 2款 2項 1目 3 -

＜主な事業＞

１　大都市企画主管者会議 ３　首都圏県都市長懇話会

　19政令指定都市の企画行政及び都市問題に関し、協力 　首都圏県都(７市)として共通する諸問題を提起し、長

して調査研究等を行う。 期的展望のもと個性と活力ある地域づくりを図るため、

諸問題について積極的に取り組む。

２　首都圏業務核都市首長会議

　多極分散型国土形成促進法における業務核都市の育成 ４　九都県市首脳会議首都機能部会

・整備を促進し、自立都市圏の形成を先導するため、首 　九都県市で共同して、長期的展望のもとに、共有する

都圏の業務核都市21市の首長が意見交換、連絡調整を行 膨大な地域活力を生かし人間生活の総合的条件の向上を

う。 図るため、首都機能に関する諸問題及び東京湾に関する

諸問題について検討を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 4

＜主な事業＞

１　自治基本条例検討委員会による検討 ４　議会へ議案提出

　検討委員会において条例案の検討を継続して進め、平 　平成23年度末までに、議案を議会へ提出する。

成23年７月頃を目途に最終報告をとりまとめる。

２　条例案の検討

　検討委員会の最終報告を踏まえ、条例案を作成する。

３　パブリック・コメントの実施

　条例案について、市民意見を更に反映するため、パブ

リック・コメントを実施する。

614

1

局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

事務事業名 広域行政推進事業 予算額

一般財源 613

連絡先 電話:048-829-1035 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

諸収入

＜事業の目的・内容＞

　様々な行政課題に対応していくため、国・県・政令市等と連携し、広域行政を
推進します。

前年度予算額 1,010

増減 △ 396 

事務事業名 自治基本条例制定事業 予算額 6,500

330 74

119

42

局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

連絡先 電話:048-829-1035 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp 一般財源 6,500

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

　本市の自治の基本理念や市政運営の基本的事項等を定める自治基本条例の平成
23年度末までの制定に向けて検討を進めます。
　なお、条例案の検討に当たっては、公募市民、関係団体代表者、学識者で構成
する自治基本条例検討委員会（平成22年４月設置)を中心に進め、パブリック・コ
メントなど様々な市民参画の手法を活用します。

前年度予算額 14,270

増減 △ 7,770 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

89 2款 2項 1目 5

＜主な事業＞

1　合併振興基金への積立 [参考]

　合併振興基金を金融機関で運用することにより生じた 　運用益の推移

預金利子を、さいたま市民の連帯の強化や一体感の醸成 　　・平成17年度運用益 1,278,482円

や地域振興のための歳出事業に充当するため、同基金に 　　・平成18年度運用益 8,943,109円

積み立てる。 　　・平成19年度運用益 21,189,150円

　　・平成20年度運用益 20,896,890円

　　・平成21年度運用益 11,698,400円

　充当先事業

　　・平成17年度～18年度：シティマラソン開催事業

　　・平成19年度～22年度：咲いたまつり開催事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

89 2款 2項 1目 6 -

＜主な事業＞

１　庁舎整備基金積立金への積立

　庁舎整備基金への積み増しを行い、併せて基金を金融

機関で運用することにより生じた預金利子を、同基金に

積み立てる。

[参考]

　基金残高の推移

　　・平成21年度末残高 501,647,722円

　　・平成22年12月31日時点残高 968,054,846円

事務事業名 合併振興基金積立金 予算額 16,000
局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

連絡先 電話:048-829-1033 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp 財産収入 16,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

　合併振興基金の運用から生じる預金利子により、市民の連帯強化や一体感の醸
成、地域振興のための事業展開を図ります。

前年度予算額 28,000

増減 △ 12,000 

事務事業名 庁舎整備基金積立金 予算額 505,876
局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

連絡先 電話:048-829-1033 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp 財産収入 5,876

一般財源 500,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

　老朽化等による庁舎の更新の時期に備え、庁舎(本庁舎又は区役所)整備に係る
資金を積み立てます。

前年度予算額 471,767

増減 34,109 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 7

＜主な事業＞

１　次期基本計画策定のための基礎調査 ４　総合振興計画策定本部の設置・運営

　次期基本計画策定における基礎資料とするため、将来 　次期基本計画策定のための庁内検討組織を設置し、

人口推計の算出、分野別の基礎データや現行計画成果の分 ｢各種基礎調査｣や｢総合振興計画あり方懇話会｣「市民ワー

析、市民アンケート調査などを実施し、各種報告書を作 クショップ｣での意見を参考に｢(仮称)総合振興計画次期

成する。 基本計画策定方針｣を平成23年度末までに策定する。

２　(仮称)総合振興計画あり方懇話会の設置・運営

　学識経験者からなる懇話会を設置し、次期基本計画等 ５　新実施計画[改訂版]の中間見直し

の枠組みや主な論点・あるべき方向性などを検討する。 　新実施計画[改訂版]の中間見直しを平成23年度末まで

３　市民ワークショップの開催 に行う。

　市民意見を取り入れた次期基本計画とするため、市民

ワークショップを開催する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 8

＜主な事業＞

１　さいたま新都心第８－１Ａ街区の整備促進　9,887

　当街区の新たなまちづくりに向け、検討調査等を実施

する。

事務事業名 総合振興計画策定事業 予算額 18,540
局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

連絡先 電話:048-829-1035 E-mail:kikaku-chosei@city.saitama.lg.jp 一般財源 18,540

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

事務事業名 さいたま新都心第８－１Ａ街区整備促進事業 予算額 9,887
局/部/課 政策局/政策企画部/企画調整課

連絡先 電話:048-829-1041 E-mail:shintoshin-seibi@city.saitama.lg.jp 一般財源 9,887

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

　さいたま新都心第８－１Ａ街区の土地所有者である埼玉県、本市、独立行政法
人都市再生機構の三者で連携しながら、さいたま新都心に相応しい、賑わいのあ
るまちづくりを進めます。

前年度予算額 0

増減 皆増 

増減 皆増 

　市政運営の最も基本となる総合振興計画のうち、基本構想に基づき、各行政分
野における施策を総合的、体系的に示す次期基本計画(計画期間(予定):平成26～
32年度)を平成25年度末までに策定します。また、基本計画に定められた施策を展
開するため、個別の実施計画事業を定めた｢新実施計画[改訂版](計画期間:平成21
～25年度)｣の中間見直しを平成23年度末までに行います。 前年度予算額 0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 9

＜主な事業＞

１ 電子市役所構築事業 ３　情報システム保守運用事業

　電子申請による手続きの簡素化、コンビニエンススト 　平成22年度にオープン化が終了した基幹系システムを

アでの各種証明書の発行、公金収納のオンライン化など 継承する。情報システムの安定稼動を確保するため、点

による市民サービスの推進を積極的に支援し、電子市役 検、改修及び情報セキュリティ対策等を行う。

所の構築を推進する。

４　新情報センター整備事業

２　地域ＩＴ人材育成事業 　情報システムによる市民サービスの継続性を確保する

　情報格差の解消、ＩＴ利活用による地域コミュニティ ため、老朽化している現情報センターから民間データセ

活性化を市民・ＮＰＯ・行政の協働により推進する。 ンターを活用した新センターへの移行手順を作成する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 10

＜主な事業＞

１　｢(仮称)さいたま市１００年構想フォーラム｣の実施 ３　指定都市市長会運営事業

　　【新規】 　全国の指定都市の緊密な連携のもとに、国に対する制

　さいたま市の｢これからの１００年｣をテーマに市民、 度の改廃・創設の提言などを通して、大都市行財政の円

市民活動団体、大学、企業の代表者によるフォーラム等 滑な推進と伸張を図る。

を実施する。

４　九都県市首脳会議

２　｢しあわせ倍増プラン２００９｣の進行管理及び評価 　春と秋の年２回開催される九都県市首脳会議を通じ、

  ・検証 長期的展望のもとに、共有する膨大な地域活力を生か

　｢しあわせ倍増プラン２００９｣の進行管理を行うとと し、人間生活の総合的条件の向上を図るため共同して広

もに、その進捗状況及び成果を客観的に検証するため、 域的課題に積極的に取り組む。

公募市民や有識者等による外部評価を行い、市民参加の

市民評価報告会を開催する。

15,956

増減 2,423 

事務事業名 政策調査事務事業 予算額 18,379

＜事業の目的・内容＞

連絡先 18,379一般財源

総務費 企画費 企画総務費

　｢じょうほう快適都市・さいたま市｣の実現を目指し、政令指定都市に相応しい
行政運営の効率化や質の高い市民サービスの提供を行う電子市役所の構築を推進
するとともに、情報システムの効率的・安定的な管理運用を行います。

増減

局/部/課 政策局/政策企画部/情報政策課

1,685

前年度予算額

5,464

2,582

108

　｢しあわせ倍増プラン２００９｣の進捗状況及び成果を客観的に検証するため、
外部評価を行うとともに、市民参加の市民評価報告会を開催します。また、指定
都市市長会や九都県市首脳会議等と連携し、地域主権や大都市制度などについ
て、国に対して本市の意見を積極的に発信します。

局/部/課 政策局/都市経営戦略室

予算書Ｐ.

電話:048-829-1064 E-mail:toshi-keiei@city.saitama.lg.jp

前年度予算額 2,819,878

772,870 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

連絡先 電話:048-829-1102 E-mail:jyoho-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 3,592,748

事務事業名 情報化推進事業 予算額 3,592,748
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

89 2款 2項 1目 11

＜主な事業＞

１　市政に関連する情報の収集 ３　市政情報の発信及びさいたま市の魅力のＰＲ

　市政運営に有益な情報・資料を効率的・効果的に入手 　企業誘致、都内の各種メディアに対する市政情報の提

し、所管課に迅速に提供する。 供、さいたま市の魅力に関する情報の発信、ふるさと応

援寄附の募集など、関係する他部局と連携を図りなが

２　国会、各省庁その他関係機関との連絡調整 ら、対外的なシティセールスを実施する。

　効率的・効果的な市政運営のため、各関係機関との連

絡調整を行い、良好な関係を保持する。

事務事業名 東京事務所管理運営事業 予算額 10,107
局/部/課 政策局/東京事務所

連絡先 電話:03-5215-7561 E-mail:tokyo-office@city.saitama.lg.jp 一般財源 10,107

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 企画総務費

　市の政策立案、施策・事業の推進及び市政の発展に寄与するため、市政に関連
する情報の収集、国会、各省庁その他関係機関との連絡調整を行うとともに、市
の都市イメージや存在感を高めるシティセールスを実施します。

前年度予算額 10,107

増減 0 
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