
基本政策
「市民と共に明日を創る」

中間報告会

民主改革さいたま市議団



会派基本政策評価の概要
について

三神 尊志



市議団基本政策（会派マニフェスト）とは？

2007年から毎回策定会派活動の方向性示す



なぜ政策評価を続けているのか？

●公約を「言いっぱなし」にしない

●評価可能な形で市民へお示しする

●評価していただく機会を、任期中間年と最終年につくる

●市民・有識者（外部）と、所属議員（内部）の評価を突き合わせ、
政策活動の修正を行う

（計画）

市議団マニフェスト策定

（点検）

基本政策報告会

（実行）

議会質問・提案
条例策定

（改善）
市民ニーズ把握

議会・政策活動へ反映

・内部評価発表

・外部評価発表

・市民評価をお願いします！



皆様の評価をお願いします！

基準 点数 備考（判断基準）

会派で質問、要望して、
行政（もしくは議会）が着手し
実現している

５点
（優）
質問か予算要望、提案をして行政（もしくは議会）が
着手し、何かしら結果を導き出している場合

会派で質問、要望した結果、
行政（もしくは議会）が着手した ４点

（良）
質問か予算要望、提案をして行政（もしくは議会）が
何かしら着手したと判断される場合

会派で検討して、
質問、要望をした ３点

（可）
とりあえず質問か予算要望、提案をしている場合

会派で検討したが、
質問、要望はしなかった ２点

（不可）
会派で検討した経過は見られるが、
議会（定例会や委員会等の公式の場で）質問か
予算要望、提案をしていない場合

会派で（まったく）検討していない １点
（評価に値しない）
会派でまったく検討していないと判断される場合

●内部評価・外部評価の報告を聞きながら、項目ごとに採点をお願いします。
●YouTubeは概要欄、ZOOMはチャットに、評価シートWeb版のURLがあります。
●評価シートは事前にご送付した案内メールにも添付されています。
●本日評価しきれない場合は、5/10までに入力あるいはご送付ください。

評価シート
Web版



明日のために改革を！

冨田 かおり



１．行政の透明化推進と情報発信の充実強化

コロナ禍をきっかけに・・・

▶緊急時の広聴広報機能・情報発信力の強化

▶自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進

目的ではなく手法

▶市役所の業務見直しと区役所の機能強化

内部評価６６％



２．市民・事業者等との協働・連携を活かした公共サービスの拡充

▶ＳＤＧｓの推進と「グリーンリカバリー」の視点

再生エネルギーの活用、温室効果ガス削減、生物

多様性の維持など環境面への投資による経済刺

激を公民連携で

▶Ｐａｒｋ-ＰＦＩ（公募設置管理制度）の導入

公共空間の魅力度向上と施設改修等管理運営を

公民連携で

内部評価７４％



３．持続可能な行財政運営とコンプライアンスの徹底

▶市民に信頼される開かれた行財政運営とは？

（２月定例会予算委員会での質疑）

法令遵守の徹底や内部統制の強化とともに、全庁

的な情報収集力と市民に対する情報発信力の精度

を挙げていく必要!

内部評価７２％



明日の世代を育みます！

佐伯 加寿美



▶2020年は、GIGAスクール構想が大きく前進！
◎GIGAスクール構想とは？
◎文教委員会で強力に前進を支持・
議会での質問

◎このコロナで一気に前倒しで実現

ギ ガ

・貧困家庭へのWi-Fi貸し出し、通信料補助の意見書

・教職員の研修、学校施設整備促進

・不登校への対応

４．すべての子どもと若者に夢とチャンスを 内部評価７５％



▶若者自立支援ルーム

地域で孤立する子ども・若者のための

居場所づくり

▶特別支援学級と特別支援学校

令和２年度末までに地域にある全小中学校に

支援学級を整備、市内での特支の増設

５．社会全体で子育てを支えるまち 内部評価７９％



▶大人の学びを保証する

◎コロナ禍の状況、休館・主催講座軒並み中止

◎Youtube配信始める発信のキーステーションへ

公民館の課題

◎専門職員が各館にいない

◎Wi-Fiがない

◎パソコンがない

６．生涯にわたって学びたいときに学べる場の提供 内部評価６８％



明日に向かっていきいきと！

松本 翔



７．歳を重ねても障害あっても地域で暮らせるまち

▶PCRセンターの設置とドライブスルー方式を提案

→導入され、実際に運営

▶在支・包括支援センター事業廃止、ケアラー支援を提案

→事業・予算(約7000万円)の削減を提案

ケアラーの実態調査へ

▶無料低額宿泊所の簡易・狭小個室の解消強化を提案

→さいたま市は埼玉県よりも厳しい条例へ、解消進む

内部評価８２％



８．働きたいと希望する全ての人が働けるまち

▶制度の狭間だった重度障がい者就労支援制度を提案

→国や他自治体に先駆けて、さいたま市が導入

▶新型コロナによる失業者に対する就労支援を提案

→県の事業の周知、ワークステーションさいたまで実施中

▶ひとり親の自立支援を提案

→ひとり親家庭への臨時特別給付金を実施。

各区ジョブスポットなどの専門機関と連携し

就業支援を実施中。

内部評価６７％



９．さいたま市の特徴・強みを生かした経済活性化

▶コロナ禍における東日本連携事業の推進を要求

→新しい生活様式を踏まえた事業展開、東日本全体の

経済活性化、交流人口の拡大に向け取り組む。

▶コロナ禍の中小企業・個人事業主・NPOへの支援を提案

→「臨時資金融資、小規模企業者・個人事業主給付金」

を実施済み。NPO支援は新たに実施。

▶歴史資源としての「太田資正」の積極的活用を提案

→市立博物館で特別展示を実施予定。

内部評価６５％



明日のまちをつくります！

武田 和浩



▶電力の入札評価に価格以外の再生可能エネルギー利用率や利用量など
の視点を評価する総合評価方式を取り入れること。

（回答）環境創造政策課
市有施設への再生可能エネルギーの導入については、ゼロカーボンシティ実現への共創
推進に向けた事業スキームの検討において、電力の調達手法も含めた検討をしていく。
・地球温暖化対策事業（ゼロカーボンシティ実現への共創推進） １６，４６０千円

▶再エネ 100 宣言 RE Action を進めていくためにも東日本連携等で広域的再生可能エ
ネルギー電力供給 100％のまちづくりを目指す。

（回答）環境創造政策課
再エネ１００宣言 ＲＥ Ａｃｔｉｏｎの推進に向けては、ごみ焼却施設での発電電力や卒ＦＩＴ電
力等を市域内で活用するとともに、東日本連携も含めた都市間連携による再生可能エネ
ルギー導入のための事業スキームを検討・構築していく。
・地球温暖化対策事業（ゼロカーボンシティ実現への共創推進） １６，４６０千円

１０．エネルギーの地産地消の推進とみどり豊かな都市の創造

▶緑地空間の保全・活用および公園、多目的広場の充実について

（回答）都市公園課
・都市公園等整備事業（公園施設の新設・改修その他） ５７５，６０２千円の内数

内部評価７１％



１１．災害時に命を暮らしをまもる地区防災力の強化向上

地域防災からより身近な地区防災へ・・・地区防災計画

災害時の要支援者個別支援・・・要支援者個別支援計画及び訓練に助成金

感染症パンデミックを避ける対策・・・パーソナルテントの配備

台風19号被害を教訓に・・・さいたま市版マイタイムライン

内部評価７８％



１２．暮らしを支え活力を生み出す交通体系の構築と都市基盤整備

▶国土交通省の踏切安全通行カルテや地元から要望された危険な踏切、乗馬踏切、工場裏
踏切、末広踏切における改良道促進協議会を積極的に開催し、早急な安全対策の実施。
（回答）道路環境課 踏切については、拡幅等の整備が必要である歩道が狭い踏切について
優先的に整備を進めている。 乗馬踏切（野田線第４号踏切）、工場裏踏切、末広踏切につい
ては、踏切道改良協議会を通じ、安全対策の検討を進めていく。
・交通安全施設整備事業（踏切改良事業） ４３６，３７０千円の内数

▶高齢者・障害者等の移動支援の拡充。
（回答）高齢福祉課等 令和元年度から、日常生活に必要な買い物や通院等の移動が困難な
高齢者の外出を支援することを目的に、「高齢者等の移動支援モデル事業」を実施している。
モデル事業の実施成果も参考にし、高齢者・障害者等の移動支援の拡充について調査、検討
を進める。
・生涯現役のまち推進事業（高齢者等の移動支援モデル事業） ２，４００千円

令和元年度モデル事業を実施→令和３年度 対象地域を市内全域に拡大し本格実施。

内部評価６６％



浜口 健司

明日の力は市民の力！



明日の力は市民の力！

１３、多様な個性・価値観と人
権が尊重されるまち

１４、誰もが健康で心豊かに文
化・スポーツにふれあえるまち

１５、お互い様に助け合える
地域づくり



１３．多様な個性・価値観と人権が尊重されるまち

▶ジェンダーの平等
男女統一名簿、選択的夫婦別姓 etc.

▶LGBTQ対応
同性パートナーシップ制度、制服の選択制、
みんなのトイレの増設 etc.

▶日本に居住の外国の方への対応
学校での教育サポート、外国語表記 etc.

内部評価７４％



１４．誰もが健康で心豊かに文化・スポーツにふれあえるまち

１５、お互い様に助け合える地域づくり

▶自治会への加入促進

▶災害に強いまちづくり

▶福祉避難所の整備 etc.

▶国際芸術祭を核とする市民参画の芸術都市づくり

▶スポーツに親しめる身近な施設整備 etc.

内部評価７８％

内部評価６９％



市民とともに！
～議会の「見える化」の推進を～

出雲 圭子



市民との双方向コミュニケーションの機会の拡充①

2020年 春の緊急事態宣言下に登園自粛に協力した方へ

保育料の一部助成が実現

Twitterを通じ市内の

認可外保育施設に通う保護者の方から

市の登園自粛要請に伴い、通園を中止しているが、

保育料の負担は減額されず、そのまま全額負担しているとの声。

政務活動費のインターネット公開の推進

2019年5月から政務活動費の使途について、透明性を確保する

ため領収書等の写しがインターネットで公開開始

内部評価７５％（3項目総合）



４月28日 会派単独の緊急要望書

・ＰＣＲセンターを整備する

・旧市立病院病棟のほか市有施設を活用し、医療提供体制の確保

・認可外保育施設と放課後児童クラブの利用者負担の軽減

３項目に加え、市長に提出した。

5月14日

感染防止のためzoomを利用し、

「さいたま市認可外保育施設の

自粛対象者に返還を求める会」

がオンラインで集めた署名と

要望書を代理で市へ提出した。



５月８日 認可保育施設・ナーサリールーム等の

登園自粛した利用料の一部補助が国と市の補助を得て実現

６月定例会において、

待機児童問題への対応、及び認可外保育施設の保育料の還付を提案

市の単独負担で補正予算案に5097万円が可決成立

市民との双方向コミュニケーションの機会の拡充②

2021年3月17日 さいたま市立大原中学校

市議会のインターネットの録画中継を利用し、地方自治への興味・関心

を高めるとともに、若い世代が政治や選挙に関心を持ち、積極的に社会

参画するための方策について考える。

４８人の生徒会本部役員や各部長が参加した。



評価シートweb版

←スマートフォンでこちらのQRコードから
評価シートWeb版にアクセスしていただくこともできます

https://bit.ly/3tvFRUV



アンケート

https://bit.ly/3x8YKQ3

←スマートフォンでこちらのQRコードから
中間報告会へのアンケートにアクセスしていただく
こともできます


