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狭  山  市

狭山市行財政改革指針

具体的実施項目の実施結果



狭山市行財政改革指針の推進について

　平成２８年４月に策定した「狭山市行財政改革指針（以下、「指針」と言
う。）」においては、「①　協働の推進」、「②　積極的な情報発信と情報活用
の促進」、「③　効率的・効果的な行政運営の推進」、「④　健全な財政運営の
推進」、「⑤　公共施設等の計画的な管理と統合・廃止」、「⑥　機能的で活力
のある組織運営の推進」の６つの「基本的視点」から、実効性のある行財政改革
に取り組むこととしており、具体的には、それぞれの「基本的視点」ごとに改革
の内容を体系的に示し、改革の内容ごとに「推進項目」を設定するとともに、具
体的な取組内容である「具体的実施項目」を単年度ごとに定めることにより具現
化を図ってきました。
　一方で、指針の策定以降の社会情勢の変化や取組の進捗等により、当初設定し
ていた「推進項目」と実態が合わないものが生じてきました。
　そこで、平成３１年４月の指針の一部改正により、既存の「推進項目」を削除
し、指針における「基本的視点」に対する改革の内容を新たな「推進項目」とし
て位置付けるとともに、それに基づいて市が実施している取組を「具体的実施項
目」に設定することとしました。
　これにより、市の取組が市民に対してこれまで以上にわかりやすく伝わること
が期待できるとともに、各取組の統合や相乗効果の検討が可能となりました。
　なお、「具体的実施項目」については、単年度ごとに設定することとし、その
実施状況や社会情勢を踏まえて、必要な見直しを行ったうえで、翌年度の設定を
行うこととしています。
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19 人材リストの各種団体への情報提供 協働自治推進課

20 乳幼児健康診査時のボランティアの活用 保健センター

17
パラリンピックに向けた機運醸成イベントの

開催

政策企画課
(オリンピック準備室)
 スポーツ振興課

プロボノ活動の促進

18 スポーツ連携事業の開催
政策企画課
(オリンピック準備室)
 スポーツ振興課

15 市民カメラマンの活用 広報課

16 ボランティアを活用したイベントの運営
政策企画課
(オリンピック準備室)
 地区センター

(2)
協働によるまちづくりに関
する情報提供の推進 14

地域を元気にする「コロナに負けない気運

醸成」事業
協働自治推進課

12
性的少数者（LGBTQ等）の見えない

違いに目を向ける「まちづくり」

政策企画課
男女共同参画ｾﾝ
ﾀｰ

13
ふるさと狭山の遺産「広瀬斜子織の普及

啓発と復元」事業
社会教育課

7 犯罪被害者等支援事業の推進 交通防犯課

8 食のセーフティネットの仕組みづくり事業 福祉政策課

提案型協働事業の推進 10
障がいのある方が教える「ボッチャ教室」

事業
障害者福祉課

11
障がいのある人もない人も楽しめる「ビリ

ヤード教室」事業
障害者福祉課

9 シンサヤマミューラル事業 商業観光課

6 市民、団体との協働事業を実施 協働自治推進課

入曽地域交流ｾﾝ
ﾀｰ

(1)
協働によるまちづくりを推
進する仕組みの整備 4

自治会、NPO、市民団体、企業等の多

様な主体の連携を促進
協働自治推進課

2 損害保険会社との連携
政策企画課
(総合戦略推進室)

中間支援機能の充実

3
入曽地区の防災力向上と災害時対応

力の強化

アダプト制度の拡充 5
アダプト・プログラム（まち美化プログラ

ム）の拡充
環境課

令和3年度　具体的実施項目　一覧

1　協働の推進

   ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課

1 市内郵便局との連携
政策企画課
(総合戦略推進室)
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21 地域課題解決に向けた担い手の養成 協働自治推進課

(3)
協働によるまちづくりを担う人
材の育成と人材を活かす仕
組みづくりの推進

協働の担い手育成の充実

22 ボランティア等の人材リストの登録と活用 協働自治推進課
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オープンデータライブラリの充実 情報政策課

(4)
効果的な広聴活動の推
進

団体等交流機会の拡充 38 まちづくりに関する意見交換会の開催 協働自治推進課

魅力ある地域資源のブランド
化の推進

36 「本物づくりのまち　狭山」ブランドの確立 産業振興課

(3) オープンデータ化の推進 公共データの活用促進 37

(2)
シティプロモーション活動
の推進

34
オリンピック開催会場としてのシティプロ

モーション活動

政策企画課
(オリンピック準備室)

35 観光ＡＲマップの活用の促進 商業観光課

32 ふるさと年賀はがきの作成販売 広報課

市の知名度とイメージ向上の
推進

33 オリジナルナンバープレートの交付
広報課
市民税課

30 届出挙式の挙行 広報課

31 婚姻記念証の贈呈
広報課
市民課

28 情報公開制度の推進 総務課

情報公開の推進

29
情報提供に関する施策の拡大(情報公

開コーナーの利用促進)
総務課

26
避難情報等電話一斉配信サービスの活

用の促進
危機管理課

(1)
積極的な情報発信の推
進 27 外国人への防災情報の発信 危機管理課

24 ＳＮＳなどを活用した情報発信
広報課
政策企画課
(オリンピック準備室)

各種媒体を活用した情報発
信の推進

25
プッシュ型情報配信システムの活用の推

進
危機管理課

2　積極的な情報発信と情報活用の促進

　　～　市民と情報を共有し、市の知名度とイメージを向上させるために　～

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課

23 パブリシティ活動の充実 広報課
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(5)
情報セキュリティ対策の
推進

ＩＣＴ部門業務継続計画
（ＩＣＴ-ＢＣＰ）の充実

56
ICT部門の業務継続計画(ICT-BCP)

の見直し・訓練の実施

(4) 電子自治体の推進
マイナンバーカード多角的利
活用の推進

54
各証明書等のコンビニ交付サービスの拡

充

情報政策課

ＰＦＩ活用の検討 53
民間活用による公共サービス提供の促

進

行政経営課
（関係課）

情報政策課
市民課

個人情報漏えい対策の強化 55
特定個人情報に係る安全管理措置の

遵守
総務課

50
道路施設等管理業務の包括委託の推

進

行政経営課
道路雨水課

民間委託等の推進 51 事務事業等の民間委託等の推進
行政経営課
（関係課）

(3) 民間活力の導入

52
受付業務・窓口業務の民間委託等の推

進

行政経営課
市民課
地区センター
（関係課）

(2) 広域連携の推進 近隣市との連携の推進 49
埼玉県西部地域まちづくり協議会活動

の推進

47 eLTAXを利用した課税資料の照会 市民税課

48
e-Taxを利用した国への確定申告書等

データの引継
市民税課

政策企画課
（関係課）

45 施設管理・警備業務等の見直し
財産管理課
（関係課）

46
電気需給契約及び電気設備維持管理

に関する見直し

財産管理課
交通防犯課
（関係課）

43 事務量削減に向けた業務委託の見直し 財政課

事務の効率化とコスト削減の
推進

44
公共施設予約サービス用ロビー端末の見

直し
情報政策課

41 各部庶務事務等の一元化の推進
行政経営課
職員課
会計課

(1) 計画行政の推進

42
各種イベント・講座の見直し・統合の推

進

行政経営課
(関係課)

事務事業の総点検と外部評
価の実施

39
SWOT分析の活用による行政評価の実

施
行政経営課

40
会議の運営方法の見直し、資料のペー

パーレス化

政策企画課
行政経営課

3　効率的・効果的な行政運営の推進

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課
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67
専門的な見識を活用した電子自治体の

構築

情報政策課
行政経営課

68 税務地図情報システムのクラウド化
情報政策課
資産税課

65
RPA(Robotic Process Automation)

の導入による業務効率の向上
情報政策課

行政情報システムの最適化

66
マイナポータルを活用した子育てワンストッ

プサービスの拡充
情報政策課

福祉政策課

63 庁内データ利活用についての検討
政策企画課
(総合戦略推進室)
情報政策課

64 統合型GISの構築・拡充 情報政策課

(6)
行政情報システムの最適
化

ワンストップ窓口の拡充

62 包括的な福祉相談窓口の充実

60
市民向け問合せ自動応答システムの導

入

行政経営課
情報政策課
(関係課)

61 地区センターの総合窓口化の検討

行政経営課
地区センター
市民課
(関係課)

自治体クラウドの活用拡大 59 自治体クラウドの導入に向けた検討 情報政策課

57 職員認証基盤の構築 情報政策課

共通基盤システムの構築

58 電子文書化の推進
総務課
情報政策課
行政経営課

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課

3　効率的・効果的な行政運営の推進

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
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財政課(4) 財政の「見える化」 財政の「見える化」の推進 86 財政の見える化の推進

財産運用の推進 84 普通財産の有償貸付 財産管理課

85 公金管理運用基準の一部見直し等 会計課

(3) 財源の確保 82 クラウドファンディングの活用
財政課
（関係課）

83 補助金の積極的な活用 政策企画課

有料広告の掲載促進と媒体
拡充

80
狭山市駅東西自由通路広告使用の周

知拡大
管理課

81 ふるさと納税制度のさらなる活用 財政課

ふるさと納税の促進

企業立地の推進 78
産業の活性化と雇用創出の拡大による

安定的な税収の確保
産業振興課

受益者負担（使用料・手数料
等）の適正化

79
使用料・手数料等の適正化に係る見直

し

財政課
（関係課）

収税課

市税等税率の適正化 77
国民健康保険税の税率及び賦課限度

額の見直し
保険年金課

市税等滞納者の行政サービ
ス利用制限の検討

75
市税等滞納者に対する行政サービス利

用制限の効果的な実施方法の検討

行政経営課
（関係課）

(2) 市税等収入の確保

市税等徴収の強化 76

口座振替納税の推進 73 奨学金返還金の口座振替推奨

市税等の効果的な徴収方法の検討

学務課

市税等の納付環境の拡充 74 電子納付等の拡充の検討 収税課

財政課
（関係課）

サマーレビュー（事務事業の
総点検）の実施

72 事務事業の総点検の実施
行政経営課
（関係課）

(1) 計画的な財政運営 補助金の適正化 71 補助金等の適正化に係る見直し

69 財政収支計画の策定 財政課

財政収支の均衡化

70 医療費の適正化 保険年金課

4　健全な財政運営の推進

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課
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93
狭山市学校施設の長寿命化計画の策

定
教育総務課

(2)
公共施設等の計画的な
統合・廃止

公共建築物等の統合・廃止の
推進

92 学校の規模と配置の適正化の推進 教育総務課

保育幼稚園課

90 旧狭山台幼稚園跡地の活用事業 保育幼稚園課

91
公共施設の長寿命化と維持管理コスト

の削減
行政経営課

(1)
公共施設等の計画的な
管理

公共施設等の有効活用の検
討

89 水野保育所の移転

87 奥富地区の公共施設再編の検討 行政経営課

88
入曽地区子育て支援拠点施設等整備

事業

入曽地区子育て
支援拠点等整備
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

5　公共施設等の計画的な管理と統合・廃止

　　～　公共施設等の有効活用を推進するために　～

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課
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101 職員研修の強化
職員課
(関係課)

99 職員提案制度の活性化 行政経営課

(2)
活力のある組織を支える
人材育成

人材育成の推進 100 人事評価制度の活用 職員課

97 職員の長時間労働の是正に関する取組 職員課

職員給与適正化の推進 98 職員給与の適正化と各種手当の見直し 職員課

95 市民ニーズを考慮した休日開庁の実施
行政経営課
市民課
（関係課）

(1)
機能的な組織運営の推
進と定員管理の適正化

機能的組織運営の推進 96
職員の勤務時間の弾力的運用に関する

取組
職員課

推進項目 区分 具体的実施項目 所　管　課

適正な定員管理の推進 94
狭山市定員管理指針に基づく適正な定

員管理
行政経営課

6　機能的で活力のある組織運営の推進

　　～　柔軟で機動性のある組織を創るために　～
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1

市内郵便局との

連携

地域における協力を盛り

込んだ狭山市内郵便局

との包括連携協定を締

結し、協定内容を実施す

る。

狭山市内郵便局との包

括連携協定に基づく取

組を実施する。

狭山市内郵便局との包括連

携協定に基づき、新型コロナ

ウイルスワクチン接種に係るチ

ラシを市内郵便局に設置し、

市の情報発信を連携して実

施した。

政策企画課

(総合戦略推

進室)

2

損害保険会社と

の連携

損害保険会社ならではの

知見・ノウハウを活かすこ

とで地方創生の実現を図

ることを目的とした、損害

保険会社4社と地方創

生推進に関する包括連

携協定を締結し、協定

内容を実施する。

損害保険会社4社との

協定に基づく取組を実施

する。

損害保険会社との包括連携

協定に基づき、地方創生の

推進に関し、意見交換を行う

とともに、中小企業向け

SDGsセミナーなどの事業を連

携して実施した。

政策企画課

(総合戦略推

進室)

3

入曽地区の防災

力向上と災害時

対応力の強化

入曽地区防災計画実行

委員会を中心に、入曽

地区防災計画の具体的

な防災活動の策定及び

見直し等を行う。

各避難所の運営等につ

いて、施設管理者及び

地域自治会と協議を行

い、実行委員会に諮る。

水害時における各避難所の

運営について、関連する自治

会役員への説明会を実施す

るとともに、地区担当職員が

避難所となる学校との開設に

ついての協議を行った。

入曽地域交

流センター

4

自治会、NPO、

市民団体、企業

等の多様な主体

の連携を促進

継続的な活動を推進す

るため、必要とする人材、

活動拠点及び活動資金

などの情報を蓄積し紹介

する仕組みづくりに取り組

む。

市民活動を継続的に行

うため、市民活動団体が

情報交換や連携を図る

ことを目的とした交流会を

開催する。

年5回の開催のうち新型コロ

ナ感染拡大により第1回～3

回は、オンラインによる交流

会、第4回は対面での交流

会が行えたが、第5回は新型

コロナ感染拡大により、延期と

なった。

協働自治推

進課

5

アダプト･プログラム

(まち美化プログラ

ム)の拡充

アダプト・プログラム登録

団体数を増やすとともに、

実効性のある仕組みを

構築し、市民と行政の役

割分担によって進める「ま

ち美化プログラム」を拡充

する。

「まち美化プログラム」の

拡充を目指し、活動団

体への支援を継続する。

活動団体と連携し、支援を

継続した。

環境課

【中間支援組織機能の充実】

【アダプト制度の拡充】

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

(1)　協働によるまちづくりを推進する仕組みの整備

10 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

6

市民、団体との協

働事業を実施

市民が市と協働で実施し

たい事業を自由に提案す

る市民提案型事業と、

協働事業に相応しい事

業テーマを市が提案し、

そのテーマを募集する行

政提案型事業を実施す

る。

市民提案型協働事業5

事業、行政提案型協働

事業3事業を実施する。

市民提案型協働事業を5事

業、行政提案型協働事業を

3事業実施し、市民と市が一

体となってテーマに向けて取り

組んだ。

協働自治推

進課

7

犯罪被害者等支

援事業の推進

市民へ啓発、支援の輪

を広げるために講演会を

開催する。また、彩の国

犯罪被害者ワンストップ

支援センター等関係機

関と連携を深め、犯罪被

害者等に寄り添った取組

を行う。

市民へ啓発、支援の輪

を広げるため、協働事業

により講演会等を開催す

る。

犯罪被害者、交通被害者等

を支援する市民団体との協

働事業により、講演会やオン

ライン配信による交流会などを

実施し、犯罪被害者等に寄

り添う支援の輪を広げた。 ま

た、埼玉県警察本部及び狭

山警察署の担当者と、支援

を推進するネットワークの構築

についての協議を行った。

交通防犯課

8

食のセーフティネッ

トの仕組みづくり

事業

食品ロス削減を周知し、

地域団体と連携のうえ、

生活困窮世帯に対する

食糧支援実施のための

拠点を確保し、緊急時に

対応できる仕組みを作

り、継続して支援可能な

体制を確立する。

継続的な食のセーフ

ティーネットの構築のた

め、物資確保から支援を

要する世帯につながる仕

組みを構築する

行政提案型協働事業の活

用により、物資の保管場所の

確保、月1回の庁内フードド

ライブの継続、フードドライブ

拠点が８から１９へ増加で

きた。

大口の受け入れ支援物資に

対して子ども食堂への配布等

により有効活用するルートが

構築できた。

福祉政策課

9

シンサヤマミューラ

ル事業

地域の人がアートに触れ

る機会をつくり、まちに対

する愛着の醸成を目的

に、美大生や市民、地域

に縁のあるアーティストが

まちづくりの当事者となっ

て、商店街のシャッターや

壁にアートを描く。

壁塗りワークショップや店

舗へのシャッターアートを

商店街や地域の人と連

携をとりながら実施する。

空き店舗やバスロータリーの壁

塗りワークショップ、店舗の

シャッターアートをあわせて年

間4件を実施し、約80名が

事業に関わった。

商業観光課

(2)　協働によるまちづくりに関する情報提供の推進

【提案型協働事業の推進】

11 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

10

障がいのある方が

教える「ボッチャ教

室」事業

行政提案型協働事業と

し、ボッチャ競技を通じて

共生社会への理解を広

める。

障がい当事者が企画、

事業の進行等に参加さ

れることで、それぞれが役

割を担い社会参加への

推進を図る。

教室（全３回）

定員：各回１８名

会場：新狭山公民館

教室（１回実施）

参加者：１７名

※緊急事態宣言により、教

室２回は中止

※新型コロナによる影響を考

慮し、障がい当事者は別会

場にてオンラインによる司会進

行等を実施

障害者福祉

課

11

障がいのある人も

ない人も楽しめる

「ビリヤード教室」

事業

市民提案型協働事業と

し、ビリヤード競技を通じ

て、障がいのある人と無い

人の共生社会への理解

を広め、交流の場に参加

することによって社会参加

への推進を図る。

体験会（全４回）

定員：６名※各回

教室（全１０回）

定員：１２名

体験会（４回実施）

参加者：合計１５名

教室（６回実施）

参加者：８名※各回

※緊急事態宣言により、教

室４回は中止

障害者福祉

課

12

性的少数者

（LGBTQ等）の

見えない違いに目

を向ける「まちづく

り」inSAYAMA

事業

性的少数者（LGBTQ

等）に関する理解啓発

と、ダイバーシティとインク

ルージョンの醸成に関する

活動を行い、誰もが安心

して、地域で自分らしく暮

らせるまちづくりを目指す

事業を実施する。

性的少数者に関する正

しい知識と理解の普及・

啓発のための情報発信

や啓発リーフレットの作

成・配布及び交流会や

講演会、意見交換会等

を開催する。

性的少数者に関する正しい

知識と理解の普及・啓発のた

め、LGBTQの基礎知識を内

容とした啓発リーフレットを

1500部作成し、公共施設

等に配布した。また、オンライ

ン講演会や意見交換会を実

施した。

政策企画課

男女共同参

画センター

13

ふるさと狭山の遺

産「広瀬斜子織

の普及啓発と復

元」事業

狭山遊糸会との協働によ

り、狭山の文化遺産「広

瀬斜子織」を、広く市民

に知ってもらい、実際に織

りを体験してもらうことで

郷土愛の醸成を図る。団

体は普及啓発イベントを

運営し、市はその広報を

担う。

広瀬斜子織の復元のた

めの調査を行い、その調

査結果を基にして普及

啓発活動を行う。

感染症対策を講じた上で、

織りの体験会と展示会を協

働事業として開催した結果、

広瀬斜子織について周知す

ることができた。また、市民から

自発的な広瀬斜子織に係る

情報提供等もあり、郷土に対

する興味関心の向上に繋げ

ることができた。

社会教育課

12 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

14

地域を元気にする

「コロナに負けない

気運醸成」事業

新型コロナウイルス感染

症の影響による先の見え

ない閉塞感を解消し、市

民 の 「 コ ロ ナ に 負 け な

い！」という意識の醸成を

図る。

ダストレスチョークを用いた

親子参加型のお絵かきイ

ベントを開催する。

市民提案型協働事業とし

て、狭山市駅西口市民広場

において、ダストレスチョークを

用いたお絵かきイベントを市

民と市が一体となって開催し

た。

協働自治推

進課

13 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

15

市民カメラマンの

活用

市民カメラマン制度を設

定し、公募により委嘱さ

れた市民カメラマンによる

地域のイベントなどの取

材内容を、広報さやまの

「ひと・まち写真館」に掲

載する。

市民カメラマン制度によ

り、市民カメラマンの視点

によるまちの情報を掲載

する。

令和３年度は、計９名

の市民カメラマンが活動

予定。

９名の市民カメラマンが地域

のイベントなどを取材した。取

材記事は、広報さやまの「ひ

と・まち写真館」に掲載し、

SNSでも配信した。

広報課

16

ボランティアを活用

したイベントの運

営

①NPO法人や学生ボラ

ンティアと協働して複数の

事業を実施する。

②東京2020大会期間

中に活動するボランティア

の育成を実施する。

①NPO法人や学生ボラ

ンティアと協働して複数の

事業を実施する。

②東京2020大会期間

中の”狭山流おもてなし”

事業における活動に向け

て、本市独自の研修を実

施する。

①・NPO法人狭山歴史ガイ

ドの会会員を講師として、「健

康ウォーキング」を実施し、市

内の史跡や文化財についての

案内と解説を行った。

・NPO法人地域教育ネット

ワークと共催で、子ども食堂

発展型事業を実施し、子ども

同士や地域の大人との世代

間交流を促進した。

・NPO法人さやま環境市民

ネットワークと共催で、環境講

座「入間川の魅力再発見」を

実施し、環境問題への意識

向上を図った。

②大会期間中における活動

に必要な諸知識の習得を図

るため、ボランティアに対して書

面や映像による研修を実施し

た。

政策企画課

(オリンピック準

備室)

地区センター

【プロボノ活動の促進】

14 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

17

パラリンピックに向

けた機運醸成イベ

ントの開催

共生社会への理解を深

めるため、パラリンピックの

競技体験を主とした事業

及びパラリンピック競技の

普及事業を実施する。

①パラリンピック競技の体

験事業を実施する。

②パラリンピック競技「ボッ

チャ」を活用した普及事

業を実施する。

①市内企業との協働により義

足体験の実施を予定していた

が、まん延防止等重点措置

の発令により翌年度に延期と

なった。

②市民や市内施設等にボッ

チャ用具の貸出を行うとともに

指導者を派遣した。

政策企画課

(オリンピック準

備室)

スポーツ振興

課

18

スポーツ連携事業

の開催

①市内事業所のスポーツ

チームと連携し、体験教

室を開催したり、スポーツ

少年団の指導者を対象

とした指導者養成講座

等を開催する。

②東京オリンピックに関す

るスポーツ体験事業を実

施する。

①タグラグビー体験及び

指導者養成講習会を各

1回程度実施する。

②ゴルフ体験事業を１回

程度実施する。

①新型コロナウィルス感染症

拡大防止の観点から、事業

の実施はなかった。

②市内小学校の出前講座に

おいて、ゴルフ競技の説明と、

ゴルフ体験を実施した。

政策企画課

(オリンピック準

備室)

スポーツ振興

課

19

人材リストの各種

団体への情報提

供

さやま市民大学の受講

生に対して、人材バンク

への登録を促すとともに、

人材を求める各種団体

への情報提供を行う。

新型コロナウイルス感染

症の影響を考慮し、人材

バンクの活動は最小限に

とどめ、コロナの収束状況

に応じて、活動を検討す

る。

人材バンクの活動は行わな

かった。

協働自治推

進課

20

乳幼児健康診査

時のボランティアの

活用

乳幼児健康診査におけ

る付き添いの兄弟、姉妹

の対応について、市民団

体にボランティア派遣を依

頼する。

市民団体へボランティア

派遣を依頼する。

乳幼児健康診査の際、毎回

１～３名のボランティアに、会

場での誘導やソファーの消

毒、来所者へ声をかけるなど

サポートをしていただいた。

保健センター

21

地域課題解決に

向けた担い手の養

成

協働の担い手である各種

市民活動団体との連

携、及びさやま市民大学

修了生を地域に繋ぐため

の仕組みを構築し、協働

による地域力のさらなる

拡充を図る。

新型コロナウイルス感染

症の影響を考慮し、対面

での講座や施設見学等

の校外学習は行わず、オ

ンラインでの講座を実施

する。

さやま市民大学で、10月よ

り、オンラインで通期講座を5

講座、協賛講座として1講座

を実施した。オンライン講座の

開催にあたり、Ｚｏｏｍ研修

も実施した。また、1～3月の

間にオンラインで、公開講座を

3回開催した。

協働自治推

進課

【協働の担い手育成の充実】

(3)  協働によるまちづくりを担う人材の育成と人材を活かす仕組みづくりの推進

15 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

1　協働の推進 （基本的視点）
    ～　連携と協働による地域社会を創るために　～

22

ボランティア等の人

材リストの登録と

活用

さやま市民大学の受講

生に対して、人材バンク

への登録を促し、人材の

活用を図る。

新型コロナウイルス感染

症の影響を考慮し、人材

バンクの活動は最小限に

とどめ、コロナの収束状況

に応じて、活動を検討す

る。

人材バンクの活動は行わな

かった。

協働自治推

進課

16 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

23

パブリシティ活動の

充実

報道機関と地域メディア

を対象に、市の取組を

はじめ、市民活動や地

域のイベント、学校の取

組などの情報を戦略的

にリリースし、シティプロ

モーション効果の最大化

とシビックプライドの醸成

を図る。

市の施策やイベント等の

情報について、パブリシ

ティ活動を実施する。

所沢記者クラブに137件のパ

ブリシティを提供した。

広報課

24

ＳＮＳなどを活用

した情報発信

各媒体(フェイスブック、

ツイッター、ラインなど)の

特性を活かした情報発

信を行う。(投稿時間、

利用者層など)

また、東京2020大会

に係る市の取組を情報

発信する。

SNSなどを活用した効

果的な情報発信に努め

る。

①各媒体による情報発信を

365日行った。

②オリンピック準備室公式

Twitterによる情報発信を定

期的に行った。（434フォロ

ワー）

広報課

政策企画課

(オリンピック

準備室)

25

プッシュ型情報発

信システムの活用

の推進

地震、台風、豪雨等の

災害に備え必要な情報

を迅速に提供するため、

「メール配信サービス」や

「Yahoo!防災情報」な

どのプッシュ型の情報配

信システムの周知を図

る。

転入者向けの資料配

付とともに、防災講座や

防災イベント等で市民

に周知し、「メール配信

サービス」等の登録者数

を増やしていき、プッシュ

型情報配信システムの

活用の促進を図ってい

く。

転入者を対象とした配付物に

よる周知や、防災講座等の

機会を捉えて、活用の促進を

図った。

危機管理課

26

避難情報等電話

一斉配信サービス

の活用の促進

新たに避難行動要支

援者になった方を対象

に本サービスを通知する

とともに、配信の希望を

確認し、本サービスの活

用の促進を図る。

浸水想定区域や土砂

災害警戒区域内に居

住し、新たに避難行動

要支援者となった方を

対象に本サービスを案

内するとともに、配信の

希望を確認し、本サー

ビスの活用の促進を図

る。

新たに避難行動要支援者と

なった155世帯を対象に本

サービスを通知し、令和3年

度新規登録は58世帯であ

り、合計778世帯となった。

危機管理課

　　～　市民と情報を共有し、市の知名度とイメージを向上させるために　～
2　積極的な情報発信と情報活用の促進 （基本的視点）

(1)　積極的な情報発信の推進

【各種媒体を活用した情報発信の推進】

17 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　市民と情報を共有し、市の知名度とイメージを向上させるために　～
2　積極的な情報発信と情報活用の促進 （基本的視点）

27

外国人への防災

情報の発信

市公式ホームページに

お い て 、緊 急地 震速

報、気象特別警報等を

通知するプッシュ型情報

発 信 ア プ リ 「 safety

tips 」について周知す

る。埼玉県が作成した

「7ヶ国語 防災ガイド

ブック」を外国人転入者

へ配付し、外国人への

防災情報の発信を推

進する。

ホームページへの掲載や

外国人の転入者へ防

災資料を配付するな

ど、引き続き防災情報

の発信に努める。

ホームページへの掲載や外国

人の転入者へ防災資料を配

付するなど、引き続き防災情

報の発信に努めた。

危機管理課

28

情報公開制度の

推進

情報公開制度の適正

かつ円滑な運用を進

め、市政へのさらなる理

解と信頼による市民の

参画を促進する。

情報公開に係る利用

環境の向上を図る。

利用者が必要とする情報を

正確に把握するとともに、ス

ムーズな手続きを行えるよう、

関係各課とのより一層の情報

連携を図った。

総務課

29

情報提供に関す

る施策の拡大(情

報公開コーナーの

利用促進)

市政情報等を迅速、か

つ容易に取得・閲覧で

きるよう、行政刊行物

等の整理・充実を行

い、情報公開コーナーの

効果的な利用促進を

図る。

情報公開コーナー利用

者の利便性向上を図

る。

閲覧用図書や頒布資料の整

理を行い、適切な管理を継

続することで、利用者が必要

な情報を提供した。

総務課

30

届出挙式の挙行 市内大学、市内企業と

の協働により、婚姻届け

を提出した後に、市役

所で簡易的な挙式セレ

モニーを行う届出挙式を

実施する。

年に2日の挙行を予定

している。

コロナウイルス感染状況の観

点から、実施を見合わせた。

広報課

31

婚姻記念証の贈

呈

童絵作家・池原昭治さ

んが描いた狭山市の原

風景に、狭山市ゆかり

の詩人・吉野弘さんの

祝婚歌を挿入した婚姻

記念証を贈呈する。

婚姻記念証の贈呈を

行う。

婚姻届提出者に婚姻記念

証の贈呈を行った。

広報課

市民課

【市の知名度とイメージ向上の推進】

【情報公開の推進】

(2)　シティプロモーション活動の推進

18 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　市民と情報を共有し、市の知名度とイメージを向上させるために　～
2　積極的な情報発信と情報活用の促進 （基本的視点）

32

ふるさと年賀はが

きの作成販売

童絵作家・池原昭治さ

んが描き下ろした童絵と

市のイメージキャラクター

七夕の妖精「おりぴぃ」

がデザインされた年賀は

がきを作成し販売する。

25,000部を作成し、

販売する。

25,000部を完売し、狭山市

の魅力を市内外にPRした。

広報課

33

オリジナルナンバー

プレートの交付

市の魅力アップにつなが

る方策として、童絵作

家・池原昭治さんが描

き下ろした童絵をモチー

フにした、原動機付自

転車のオリジナルナン

バープレートを交付す

る。

オリジナルナンバープレー

トを交付する。

オリジナルナンバープレートを

399枚交付した。通常のナン

バープレートの交付が341枚

であり、オリジナルナンバープ

レートの交付率は53.9%と

対前年度比-3ポイントであっ

た。

広報課

市民税課

34

オリンピック開催会

場としてのシティプ

ロモーション活動

オリンピック統一デザイン

を用いたフラッグ等の装

飾を市内各所で行うとと

もに、東京2020大会

が市内で開催されたこと

を未来に継承する。

①狭山市駅西口及び

稲荷山公園駅周辺、

市内各所で、統一デザ

インを用いた旗や横断

幕による装飾を行う。

②東京2020大会を未

来に継承するため、銘

板・記念品展示コー

ナー・スペクタキュラーを

展示する。

①狭山市駅西口及び稲荷

山公園駅周辺、市内52施

設等で、統一デザインを用い

た旗や横断幕による装飾を

行った。

②銘板・記念品展示コー

ナー・スペクタキュラーの設置を

行った。

政策企画課

(オリンピック

準備室)

35

観光ARマップの

活用の促進

掲載されている専用

マーカーをアプリで読み

取ることで、約30種類

の動画を再生することが

できる観光ARマップを

活用し、狭山市のPRを

行う。日本語、外国語

版を増刷予定。

イベント時に観光ARマッ

プを配布するなどして狭

山市のPRを行う。

ダイア5市のイベントにて配

布、県庁やところざわサクラタ

ウンのPRブースにて配架し、

観光PRを図った。

商業観光課

19 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　市民と情報を共有し、市の知名度とイメージを向上させるために　～
2　積極的な情報発信と情報活用の促進 （基本的視点）

36

「本物づくりのまち

狭山」ブランドの確

立

市内高等学校等と連

携し、「本物づくりのまち

狭山」というブランド意

識を確立するため、モノ

づくり企業フェア等を行

う。

ものづくり企業フェアや企

業フェスの開催等を通じ

て、市内企業の優れた

製品や技術、働く人々

の熱意等の紹介を通じ

て市の魅力を広く市内

外へ向けてＰＲし、地

元企業への就職や地域

の活性化を図る。

新型コロナウイルス感染症拡

大により、予定していたイベン

トは中止となったが、ものづくり

企業フェスの代替事業として、

「市内企業ＰＲ資料」を作

成し、市内の工業高校をはじ

め、就職率の高い近隣高校

へも配付し、市内企業のＰ

Ｒ活動を行った。

産業振興課

37

オープンデータライ

ブラリの充実

市が保有する様々な

データを、二次利用可

能な形で積極的に提供

する仕組みを構築し、

産学官民連携の推進と

ともに、公共的サービス

を創出する。

庁内のデータを調査・整

理し、対象とするデータ

の拡充を図る。

庁内データを調査・整理し、

既存のオープンデータが最新と

なるよう更新した。また、拡充

するための調査・研究を行っ

た。

情報政策課

38

まちづくりに関する

意見交換会の開

催

市が重点課題としてい

るテーマについて、市民

や事業者等と市職員が

情報を共有し、協働に

よるまちづくりを推進する

ため、意見交換会を開

催する。

協働によるまちづくりに

関する理解を深める機

会を提供する。

自治会連合会研修として、

「持続可能な自治会」「役員

の成りて不足」等の課題につ

いてワークショップを実施した。

市民団体等の理解、連携を

深めるため、交流会を行った。

（オンライン、対面）

協働自治推

進課

【団体等交流機会の拡充】

【魅力ある地域資源のブランド化の推進】

(4)　効果的な広聴活動の推進

(3)　オープンデータ化の推進

【公共データの活用促進】

20 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

39

SWOT分析の活

用による行政評

価の実施

SWOT分析の導入によ

る、狭山市の行政評価

に沿った評価フレームを

用いて事務事業評価を

実施することで、より効

率的で効果的な行政

サービスの提供及び行

政運営を推進する。

SWOT分析を活用した

評価フレームを改良する

とともに、より効果的な

手法について検討する。

令和3年度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により事

務事業評価を実施しなかっ

た。一方で、SWOT分析を活

用した手法については、3年

間実施したことで概ねの成果

は得られたことから、コロナ禍と

いう現状も含め、今後の行政

評価のあり方についての検討

が必要であり、行財政改革

推進委員から意見徴取を行

いながら進めていく方針とし

た。

行政経営課

40

会議の運営方法

の見直し、資料の

ペーパーレス化

紙使用量削減のため、

様々な会議の資料につ

いて、段階的にペーパー

レス化を進めるとともに、

改善点を洗い出し、効

果的な会議の運営を目

指す。

ペーパーレス化を図って

いくとともに、会議の運

営方法や必要性、統

合化等についても検討

していく。

庁議をはじめ、複数の会議に

おいてプロジェクターの投影に

よる資料説明を実施するな

ど、ペーパーレス化を図った。

また、庁議においては、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止

の観点から庁内のオンライン

会議システムを活用し、数度

に渡り会場を分散して実施し

た。さらに、職員提案に係る

事務においては、職員ポータ

ルサイトの「スペース」を活用

し、非対面により職員提案審

査委員会、事務改善委員会

を実施した。

政策企画課

行政経営課

41

各部庶務事務等

の一元化の推進

「イベント・講座・庶務

事務等の統合見直し

方針」に基づき、庶務

事務等の一元化の推

進を行う。また、効率化

できた作業量を分析

し、他の作業も委託が

可能か検討する。

「公振くん」による支払

業務の効率化を図る。

引き続き「公振くん」による支

払い業務の効率化を図った。

行政経営課

職員課

会計課

(1)　計画行政の推進

【事務事業の総点検と外部評価の実施】

【事務の効率化とコスト削減の推進】

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

21 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

42

各種イベント・講

座の見直し・統合

の推進

「イベント・講座・庶務

事務等の統合見直し

方針」に基づき、各種イ

ベント・講座の見直し・

統合の推進を行う。

事務事業評価により事

業の見直しを推進する

とともに、必要に応じ指

針の見直しを行う。

令和3年度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により事

務事業評価を実施しなかった

ことから、見直しの検討には至

らなかった。コロナ禍により、実

施が困難となったイベント・講

座が数多くあったことから、今

後の各所管の方向性を注視

しつつ、改めて検討していく方

針とした。

行政経営課

(関係課)

43

事務量削減に向

けた業務委託の

見直し

起債管理システムの更

新に伴い、事務の効率

化と事業費の削減が図

られるよう契約内容等

を見直す。

令和4年度予算編成に

対応できるよう、財務会

計システムの更新を行

う。また、起債管理シス

テムの次回更新時等の

機を捉え、見直しを検

討する。

財務会計システムについて、さ

らなる事務の効率化に向けて

見直しを行い、令和3年10

月から、電子決裁機能を備

えた新しいシステムを導入し

た。起債管理システムについ

ては、現行のシステムが令和

2年1月導入であり、月額の

利用料が低額であることから、

更新契約を締結した。

財政課

44

公共施設予約

サービス用ロビー

端末の見直し

一部施設において公共

施設予約サービス用とし

て、マイナポータル用端

末を活用する。

マイナポータル用端末を

活用することで、利用者

の利便性向上を図る。

公共施設予約サービス用とし

て、マイナポータル用端末を活

用し、利用者の利便性向上

を図った。

情報政策課

45

施設管理・警備

業務等の見直し

施設管理業務等に係

る委託内容、日数等を

確認し、精査を実施す

る。

委託内容等について検

討を行う。

委託内容等について発注数

量等を精査し、見直しを行っ

た。

財産管理課

(関係課)

46

電気需給契約及

び電気設備維持

管理に関する見

直し

電力供給契約の入札

を実施し、特定規模電

気事業者を相手方とす

る契約を進め、公共施

設の電気料金削減を

図る。

また、民間活力（リース

事業）を導入し、LED

灯化を進めることで、防

犯灯、街路灯等の維持

管理費や電気使用量

削減を図る。

①ESCO事業による道

路照明灯のLED化を

実施する。

②令和3年9月以降の

特定電気事業者との電

力供給契約について検

討する。また、庁舎内の

LED化の推進を図る。

①ESCO事業により、現地調

査や電気契約の照合等を行

うとともに、市内全ての道路照

明灯のLED化工事を完了し

た。

②令和3年9月以降の特定

電気事業者との電力供給契

約について検討し、単年度契

約から2年間の複数年契約

への見直しを行い、電気料金

の見直しを図った。また、庁舎

内のトイレ改修等において

LED化の推進を図った。

財産管理課

交通防犯課

(関係課)

22 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

47

eLTAXを利用した

課税資料の照会

他市町村分の課税資

料の確認を、eLTAXを

利用して照会する。

eLTAXを利用した照会

方法を実施する。

eLTAXを利用したことで、即

時照会が可能となり費用と時

間の削減ができた。

市民税課

48

e-Taxを利用した

国への確定申告

書等データの引継

市区町村の申告書等

作成システム等で作成

された所得税の確定申

告等について、国税庁

へ専用回線にてe-Tax

を通してデータを引継

ぐ。

e-Taxを利用したデータ

の引継を実施する。

１割弱程度のデータ引継ぎを

実施できた。

(362件/4,236件)

市民税課

49

埼玉県西部地域

まちづくり協議会

活動の推進

埼玉県西部地域まちづ

くり協議会による広域連

携を活用し、各種事業

の成果と課題や社会経

済環境の変化等を踏ま

えつつ、圏域の特性や

資源を有効に生かした

魅力と活力あるまちづく

りを目指す。

①ダイアプラン構成5市

による公の施設の相互

利用を行う。

②各専門部会で様々

な行政課題についての

調査・研究を行う。ま

た、イベントや啓発活動

を共同で実施する。

③第3次埼玉県西部

地域まちづくり構想・計

画を策定する。

➀ダイアプラン構成5市による

公の施設の相互利用につい

ては、新型コロナウイルス感染

症の影響下、各市のガイドラ

イン等に基づき行われた。

②新型コロナウイルス感染症

の影響により、イベントなどの

多くの活動が中止となった。

③第3次埼玉県西部地域ま

ちづくり構想・計画を策定し

た。

政策企画課

(関係課)

50

道路施設等管理

業務の包括委託

の推進

道路施設等管理業務

の包括的民間委託に

向けて、各所管の課題

等を把握し、導入に向

けた検討を行う。

令和3年度から令和4

年度にかけて、道路施

設等の維持管理を包

括的民間委託するた

め、検討業務委託を行

い、実施している業務の

精査や、民間活力を活

用する検討を行う。

道路施設等の維持管理に係

る業務資料・決算資料・職

員へのヒアリングにより実施し

ている業務の分析を行い、包

括的民間委託に係る事業費

の検討及び仕様書(案)の作

成を行った。

行政経営課

道路雨水課

【民間委託等の推進】

【近隣市との連携の推進】

(2)　広域連携の推進

(3)　民間活力の導入
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

51

事務事業等の民

間委託等の推進

行政自らが主体となって

実施すべき事業を明ら

かにしたうえで、コスト削

減効果のみならず、市

民サービスの維持向上

や事業の実施体制の安

定・強化など、様々な

角度から検証を行い、

民間の技術力等を活

用した委託化を進め

る。

他自治体の先進事例

等を調査し、実現すべ

き事務事業の精査を行

う。

先進市の状況等を調査し、

当市における実現性や効果

等について研究を行った。

行政経営課

(関係課)

52

受付業務・窓口

業務の民間委託

等の推進

各部門の窓口業務のあ

り方等を総合的に検討

し、民間の技術力等の

活用により、窓口業務

に係る職員の削減を進

める。

また、柔軟な人員配置

により、繁忙期の待ち時

間短縮や接遇の向上

等、市民サービス向上

もあわせて実現する。

窓口受付業務とフロア

案内業務について、業

務の連携を強化し、柔

軟な人員配置による効

果的な運用と利便性の

高い窓口を実現するた

め、両業務を一括して

委託契約を行うととも

に、委託業務の拡充に

ついて調査研究する。

窓口受付業務とフロア案内

業務を一括して委託契約を

行ったことにより業務の連携が

強化され、迅速かつ正確な対

応ができるようになった。また、

先進市の状況等を調査し、

当市における実現性や効果

等について研究を行った。

行政経営課

市民課

地区センター

(関係課)

53

民間活用による

公共サービス提供

の促進

「ＰＦＩ活用に関する

ガイドライン」を見直し、

多様なＰＰＰ/ＰＦＩ

手法の導入及び導入

可能施設の検討を実

施し、民間の経営能力

やノウハウを活用するな

ど、公共施設等の建

設、維持管理、運営等

を行政と民間が連携し

て行うことにより、効率

的かつ効果的な公共

サービスの提供を図る。

ガイドラインの見直しに

関する情報収集を行

う。

国や県の動向を踏まえ、ガイ

ドラインの見直しに関する情

報収集を行った。

行政経営課

(関係課)

【ＰＦＩ活用の検討】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

54

各証明書等のコン

ビニ交付サービス

の拡充

マイナンバーカードを使っ

たコンビニエンスストアで

の証明書交付による市

役所窓口の混雑の緩

和を実現するとともに、

対象証明等を順次拡

大し、市民サービスの向

上を図る。

交付事業者の拡大や

交付証明書の拡充に

向けた検討を行うととも

に、マイナンバーカードの

普及促進を図る。

住民票の写し等のコンビニ交

付サービスを継続実施しつ

つ、交付事業者及び交付対

象証明書の拡充に向けた検

討を行った。

情報政策課

市民課

55

特定個人情報に

係る安全管理措

置の遵守

マイナンバー制度の運

用開始に伴う特定個人

情報の保護について、

国の「特定個人情報の

適正な取扱いに関する

ガイドライン」を遵守し、

適正な取扱いを行う。

特定個人情報保護評

価の定期的な見直しの

実施と公表を行うととも

に、方針・規程等の見

直しを検討する。

国のガイドラインを踏まえたう

えで、特定個人情報保護評

価を見直すとともに公表を

行った。

総務課

56

ICT部門の業務

継続計画(ICT-

BCP)の見直し・

訓練の実施

非常時におけるICT部

門の初動業務を即時に

行うためのICT-BCPに

ついて、システムの構成

や現状に合わせた見直

しを行うことで、業務の

継続性を確保する。

緊急時における対応訓

練を実施するとともに、

システム構成や現状に

合わせた計画の見直し

を検討する。

計画の見直しを行うとともに、

緊急時における対応訓練の

実施方法を検討した。

情報政策課

57

職員認証基盤の

構築

職員認証基盤を構築

し、業務の効率化及び

セキュリティ対策の向上

を図る。

業務効率化及びセキュ

リティ対策のため、認証

機器の導入拡大に向け

た検討を行う。

認証機器の導入拡大につい

て、調査研究を行った。

情報政策課

【共通基盤システムの構築】

【個人情報漏えい対策の強化】

【ＩＣＴ部門業務継続計画（ＩＣＴ-ＢＣＰ）の充実】

(4)  電子自治体の推進

(5)　情報セキュリティ対策の推進

(6)　行政情報システムの最適化

【マイナンバーカード多角的利活用の推進】

25 



Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

58

電子文書化の推

進

電子文書化を見据え、

必要な環境整備を検

討するとともに、各システ

ムの更新時における実

装を検討する。

現行の文書管理や決

裁に関する一連の業務

の電子化について検討

するとともに、ワークフ

ロー機能について、全庁

的に利用促進し、当該

機能の拡充を図る。

グループウェアのワークフローや

スペース（電子会議）の活

用などによるペーパーレス化の

促進を行った。また、電子文

書化や電子決裁の調査研究

を行った。

総務課

情報政策課

行政経営課

 


59

自治体クラウドの

導入に向けた検

討

業務の標準化を積極

的に進め、クラウドコン

ピューティング技術を活

用した電子自治体の基

盤を構築することによ

り、情報システムの集約

と共同利用による経費

の削減と、堅牢なデータ

センターの活用による行

政情報の保全、及び災

害・事故発生時の業務

の継続性を確保する。

業務の標準化について

検討を行うとともに、導

入に向け近隣自治体と

の情報共有を図る。

国から示された標準化すべき

２０の業務について、庁内へ

の周知を図るとともに、導入に

向けた検討を行った。また、近

隣自治体と情報を共有した。

情報政策課

60

市民向け問合せ

自動応答システム

の導入

人工知能を活用した自

動会話プログラム機能

であるAIチャットボットの

導入について検討すると

ともに、他自治体の先

進事例について、情報

収集を行う。

情報収集を行うととも

に、導入分野等につい

ての検討を行う。

AIチャットボットについて、導

入を検討するとともに、他自

治体の先進事例について、情

報収集を行った。

行政経営課

情報政策課

(関係課)

61

地区センターの総

合窓口化の検討

地域交流拠点としての

あり方を踏まえ、地区セ

ンター、公民館、支所

等の機能について検討

する。

地域交流センターの機

能について、他自治体

の先進事例の調査、研

究を行う。

他自治体の先進事例につい

て調査、研究を行い、地域交

流センターのあり方について検

討した。

行政経営課

地区センター

市民課

(関係課)

62

包括的な福祉相

談窓口の充実

福祉CS（コミュニケー

ションサーバー）と税・

住基系システムとの連

携により、福祉部門にお

ける総合相談体制の充

実を図る。

トータルサポート推進室

を中心とした「断らない」

相談支援体制の充実

を図る。

福祉CSを活用した福祉総合

窓口を設置することで、関係

機関との連携漏れが無い包

括的相談支援を実施でき

た。

福祉政策課

【自治体クラウドの活用拡大】

【ワンストップ窓口の拡充】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　最適な施策や事業を展開していくために　～
3　効率的・効果的な行政運営の推進 （基本的視点）

63

庁内データ利活

用についての検討

各所管でそれぞれ保有

している庁内データを効

果的に利活用するため

に、データの共有方法に

ついて検討する。

庁内データが共有できる

庁内データBOXの拡充

を図る。

庁内データBOXの利用促進

を図り、登録データを拡充し

た。

政策企画課

(総合戦略

推進室)

情報政策課

64

統合型GISの構

築・拡充

「被災者支援システム」

のGIS機能を用いた庁

内向けGISを構築し、

業務の効率化を図る。

庁内GISの利用を促進

し、機能の拡充を図る。

庁内GISの利用を促進し、

機能拡充について検討を行っ

た。

情報政策課

65

RPA(Robotic

Process

Automation)の

導入による業務

効率の向上

業務の効率化を図るた

めのRPA導入に向け、

職員へのアンケートやヒ

アリングを行い、対象業

務を選定してシステムを

導入する。

職員へのアンケートやヒ

アリングを行い、対象と

する業務を選定し、

RPAの拡充を図る。

職員へのアンケートやヒアリン

グを行い、対象とする業務を

選定し、RPAを導入した。

情報政策課

66

マイナポータルを活

用した子育てワン

ストップサービスの

拡充

マイナンバーカード普及

拡充を見据え、マイナ

ポータルを活用した対象

手続きの拡充を図る。

対象手続きの拡充に向

けた調査を行い、実現

に向けた検討を行う。

対象手続きの拡充に向けた

調査研究を行った。

情報政策課

67

専門的な見識を

活用した電子自

治体の構築

情報政策官を任用し、

その指導により情報活

用の推進を図るととも

に、電子自治体の構築

を目指す。

情報政策官の指導によ

り、情報活用の推進を

図るとともに、電子自治

体の構築を目指す。

情報化基本計画及び実施

計画の推進についての指導

等を受けた。また、DX基本方

針の策定にあたり指導を受け

た。

情報政策課

行政経営課

68

税務地図情報シ

ステムのクラウド化

税務地図情報システム

の変更にあわせ、費用

対効果とBCPの観点か

らクラウド化について検

討する。

クラウド化した税務地図

情報システムを運用す

る。

クラウド化した税務地図情報

システムを運用している。

情報政策課

資産税課

【行政情報システムの最適化】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

69

財政収支計画の

策定

社会経済情勢の的確

な把握と分析により、基

金からの繰り入れに頼ら

ない収支バランスのとれ

た財政計画を策定し、

次世代につながる元気

なまちづくりと、財政的

にも健全な行政運営を

推進する。

実施計画のローリングに

合わせ、見直しを実施

する。

コロナ禍における歳入の減少

や事業への影響を踏まえ見

直しを実施した。

財政課

70

医療費の適正化 国民健康保険財政の

安定化を図るため、医

療費の適正化に取り組

む。

医療費の適正化の取

組を実施し、国民健康

保険財政の安定化を

目指す。

レセプト点検、医療費通知の

送付、ジェネリック医薬品の

利用促進などを行うことで、

医療費の適正化に務めた。

保険年金課

71

補助金等の適正

化に係る見直し

「補助金見直し指針」

に基づく見直しを継続し

て実施するとともに、内

容変更の必要性につい

て検討を行う。

「補助金見直し指針」

に基づく見直しを実施

する。「補助金見直し

指針」の内容についても

検討を行う。

「補助金見直し指針」の内容

が適切か検討を行うとともに、

関係課において、当初予算

編成の事務取扱要領の中で

指針に基づき、補助金の見

直しを図ってもらうよう記載し

た。

財政課

(関係課)

72

事務事業の総点

検の実施

経営的な視点に立った

行政評価の結果及び

市民の視点からの外部

評価結果を予算編成

に反映する。

事務事業評価の結果

を予算編成に反映する

よう予算編成方針に示

していく。

令和2年度の事務事業評価

は、新型コロナウイルス感染

症の影響により一次評価にと

どまったことから、評価結果の

反映について予算編成方針

に示していない。また、行政

評価については、今後のあり

方を検討する方針としてお

り、予算編成への反映のあり

方についても、コロナ禍という

現状も含め、行財政改革推

進委員から意見徴取を行い

ながら検討を進めていく方針

とした。

行政経営課

（関係課）

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～

【サマーレビュー(事務事業の総点検)の実施】

4　健全な財政運営の推進 （基本的視点）

(1)　計画的な財政運営

【財政収支の均衡化】

【補助金の適正化】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～
4　健全な財政運営の推進 （基本的視点）

73

奨学金返還金の

口座振替推奨

対象者に案内を通知

し、奨学生の返還の利

便性を図る。

新規返還対象者に、

返還開始の面談時に、

口座振替の案内を行

う。

新規返還対象者に対する返

還開始時の面談において、

口座振替による返還手続き

について案内した。

学務課

74

電子納付等の拡

充の検討

納付環境を拡充し、納

税率の 向上を図るた

め、電子納付の導入に

ついて検討を進める。

導入したモバイルレジ、

電子マネー収納につい

て継続していき、更なる

電子納付の拡充を検

討する。

モバイルレジ収納2,202件、

電子マネー収納11,421件

の 収納が あ った （国 保含

む）。また、令和４年度から

新たに電子マネー３者を加え

２者から５者に拡充を図っ

た。

収税課

75

市税等滞納者に

対する行政サービ

ス利用制限の効

果的な実施方法

の検討

市税徴収率向上に向

けた市税等滞納者に対

する措置として、行政

サービス利用制限等に

ついての検討を行う。

他自治体の事例を参

考に導入に向けた対象

範囲を検討する。

市税等滞納者に対する行政

サービスの利用制限につい

て、調査、研究を行った。

行政経営課

(関係課)

76

市税等の効果的

な徴収方法の検

討

会計年度任用職員を

より効率的に活用する

とともに、徴収指導員

及び県税事務所の指

導・助言を受けながら、

積極的に滞納整理を

行う。

定例的な徴収業務は

会計年度任用職員の

活用により効率化を図

るとともに、徴収指導員

及び県税事務所の指

導・助言を受け、滞納

整理を行っていく。

滞納整理に関する補助的な

事務は会計年度任用職員

を活用し、徴収指導員及び

県税事務所の指導・助言を

受ける事により、効果的な滞

納整理を行った。

収税課

77

国民健康保険税

の税率及び賦課

限度額の見直し

国保特別会計の収支

見込を精査するととも

に、赤字削減解消計

画の目標達成状況を

踏まえたうえで、令和2

年度における保険税率

及び賦課限度額の見

直 し に 向 け た 準 備 を

行っていく。

令和3年度の国保特

別会計の収支見込を

精査するとともに、赤字

削減解消計画の目標

達成状況等も踏まえ

て、保険税率及び賦課

限度額の設定を検討

する。

国保特別会計の収支見込を

精査し、保険税率及び賦課

限度額の改定手続きを実施

した。

保険年金課

【市税等滞納者の行政サービス利用制限の検討】

【市税等徴収の強化】

【市税等税率の適正化】

(2)　市税等収入の確保

【口座振替納税の推進】

【市税等の納付環境の拡充】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～
4　健全な財政運営の推進 （基本的視点）

78

産業の活性化と

雇用創出の拡大

による安定的な税

収の確保

新規立地企業の誘致

と既存企業の増設を支

援するための、積極的

な企業訪問を実施して

いく。

企業訪問を実施し、課

題等のヒアリングを行う

中で、支援機関に繋ぐ

などの課題解決の支援

を行うとともに、新設・増

設の場合には市が実施

する企業立地奨励金

の紹介をはじめ、県や

国が実施する施策の紹

介も行う。

新型コロナウイルス感染症拡

大により、訪問が制限される

なか、市内に新規で立地する

事業者へ市が実施する企業

立地奨励金の紹介をはじ

め、県や国が実施する施策の

紹介を行い、支援を行った。

産業振興課

79

使用料・手数料

等の適正化に係

る見直し

近隣市及び庁内調査

の結果を踏まえ、使用

料・手数料等の見直し

に係る検討を行う。

原価計算に基づく適正

な負担額となるよう検

証し、かつ、手数料に

係る業務の見直しも併

せて行う。

令和元年度に近隣市及び

庁内調査を実施したため、令

和2年度に引き続き、その結

果を踏まえた検討を行った。

併せて、手数料に係る一部

業務の廃止に伴い、事務手

数料条例の一部改正を行っ

た。

財政課

(関係課)

80

狭山市駅東西自

由通路広告使用

の周知拡大

多くの人が来訪する狭

山市駅東西自由通路

において、掲示する広

告の募集を広く周知し

ていく。

広告の募集についての

周知を行う。

空き情報をホームページに掲

載するほか、横断幕等を掲

示している事業者に対し、文

書でお知らせした。また、狭山

商工会議所にポスター・チラ

シの設置や広報誌への掲載

を依頼し、市内企業に向けた

周知を行った。

管理課

81

ふるさと納税制度

のさらなる活用

総務省による新しいふ

るさと納税指定制度に

則り、返礼品の充実や

募集方法の工夫によ

り、寄附の増加を図る。

新規返礼品追加などに

より、寄附額の増加を

図る。

新規返礼品を追加し、寄附

額の増加に寄与した。

財政課

【企業立地の推進】

(3)　財源の確保

【受益者負担(使用料・手数料等)の適正化】

【有料広告の掲載促進と媒体拡充】

【ふるさと納税の促進】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～
4　健全な財政運営の推進 （基本的視点）

82

クラウドファンディン

グの活用

寄附金の使途をより明

確にしたクラウドファン

ディング型ふるさと納税

を活用し、寄附者に対

して市政への関心の醸

成を図る。

現行のクラウドファンディ

ング型ふるさと納税を実

施する。

現行のクラウドファンディング型

ふるさと納税を継続した。

財政課

(関係課)
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　持続可能な財政基盤を強化するために　～
4　健全な財政運営の推進 （基本的視点）

83

補助金の積極的

な活用

埼玉県ふるさと創造資

金及び地方創生推進

交付金を活用すること

で 、財源の 確保を図

る。

埼玉県ふるさと創造資

金(2事業 11,200千

円)と地方創生推進交

付金(2事業 17,647

千円)を活用する。

埼玉県ふるさと創造資金(2

事業 5,000千円)と地方創

生 推 進 交 付 金 (2 事 業

13,615千円)を活用した。

政策企画課

84

普通財産の有償

貸付

有償貸付を行っている

普通財産について、継

続して貸付を行い、財

産収入を得る。

有償貸付を行うことによ

る普通財産の活用を図

る。

普通財産を活用し、有償貸

付を引き続き行い、財産収

入を得た。

財産管理課

85

公金管理運用基

準の一部見直し

等

公金の適正な管理及

び運用を図るための公

金管理運用計画に基

づき、効率的な公金運

用を行う。

支払及び収入の予定

時期を的確に把握する

ことにより、効率的な運

用を行う。

引き続き支払及び収入の予

定時期を的確に把握すること

により、効率的な運用を行っ

た。

会計課

86

財政の見える化の

推進

財政状況についてわか

りやすく公表し、市民等

への説明責任を果た

す。

令和３年度においても

情報を更新し、財政の

見える化に努める。

令和２年度財務書類とその

概要版等を作成し、市の

ホームページにより公表した。

財政課

【財産運用の推進】

【財政の「見える化」の推進】

(4)　財政の「見える化」
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

87

奥富地区の公共

施設再編の検討

狭山市公共施設等総

合管理計画に基づき、

奥富地区の公共施設

の再編について検討を

行う。

奥富地区の公共施設

再編の進め方について

協議する。

奥富地区の公共施設再編の

進め方について、担当所管課

による協議を3回実施し検討

を進めた。

行政経営課

88

入曽地区子育て

支援拠点施設等

整備事業

入曽地区子育て支援

拠点施設等整備基本

計画に基づき、入間中

学校跡地の利活用を

図る。

施設等の整備は、官民

連携手法により民間の

創意工夫等の活用を

通じ、維持管理の効率

化と財政負担の平準化

を図る。

子育て支援拠点施設と

公共広場の整備等を

担う民間事業者を決定

するとともに、基本協定

を締結し、施設等の設

計を進める。

子育て支援拠点施設及び公

共広場の整備等を担う民間

事業者を決定し、基本協定

を締結した。

入曽地区子

育て支援拠

点等整備ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

89

水野保育所の移

転

入間中学校跡地利活

用に伴い、入曽提供区

域の基幹型保育所とし

て移転整備を行う。

基幹型保育所の具体

的な機能等について、

入曽地区子育て支援

拠点等整備プロジェクト

チームと連携し調整して

いく。

入曽地区子育て支援拠点

等整備プロジェクトチームが策

定した「入曽地区子育て支

援拠点施設等整備基本計

画」に基づき、基幹型保育所

として令和5年度中に開園す

るための一時預かりや延長保

育など、具体的な機能につい

て調整を行った。

保育幼稚園

課

90

旧狭山台幼稚園

跡地の活用事業

公有地を活用し認可保

育所を整備・運営する

事業者を公募により決

定し、令和3年4月1日

開園に向けた手続き等

を行う。

令和3年4月1日に開

園し、各種補助金の交

付事務や、入所に向け

た審査等を行う。

公募により、定員109人の認

可保育所を整備し、令和3

年4月1日に開園した。運営

に必要な各種補助金を交付

するとともに、入所審査の結

果、48人が開園時に入園

し、令和3年度末の入所児

童数は68人であった。

保育幼稚園

課

　　～　公共施設等の有効活用を推進するために　～
5　公共施設等の計画的な管理と統合・廃止 （基本的視点）

(1)　公共施設等の計画的な管理  

【公共施設等の有効活用の検討】
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

　　～　公共施設等の有効活用を推進するために　～
5　公共施設等の計画的な管理と統合・廃止 （基本的視点）

91

公共施設の長寿

命化と維持管理

コストの削減

長期的な視点に立っ

て、公共施設等の更

新・改修・統廃合等を

計画的に行い、財政負

担を軽減・平準化する

とともに、必要な施設

サービスを維持していく

ために、公共施設等の

適正な配置を行ってい

く。

公共施設点検マニュア

ルに基づく日常点検を

実施し、点検結果を蓄

積するとともに、建物情

報との一元化を図る。

また、狭山市公共施設

再編計画に基づき、公

共施設等の配置の適

正化を推進する。

公共施設点検マニュアルに基

づく日常点検を実施し、点検

結果をデータベースとして蓄積

するとともに、建物情報と一元

化した。

また、狭山市公共施設再編

計画の取組を推進する中で、

２施設の今後の具体的な取

組内容を見直した。

行政経営課

92

学校の規模と配

置の適正化の推

進

平成30年3月に改訂し

た狭山市立小・中学校

の規模と配置の適正化

に関する基本方針に基

づき、小・中学校の規

模と配置の適正化を推

進する。

教育環境の現状と最新

の統計を踏まえて、小・

中学校の規模と配置の

適正化について、具体

的な検討を実施する。

狭山市立小・中学校の規模

と配置の適正化に関する基

本方針について、最新のデー

タに基づき、検証を加えるとと

もとに、規模と配置の適正化

の具体的なパターンについて、

検討を行った。

教育総務課

93

狭山市学校施設

の長寿命化計画

の策定

狭山市学校施設の長

寿命化計画(個別施設

計画)を策定する。

狭山市学校施設の長

寿命化計画(個別施設

計画)を策定する。

狭山市学校施設の長寿命

化計画(個別施設計画)を策

定した。

教育総務課

【公共建築物等の統合・廃止の推進】

(2)　公共施設等の計画的な統合・廃止  
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

94

狭山市定員管理指針

に基づく適正な定員管

理

「定員管理指針」に基

づき、将来を見据えた

適正な定員管理を行

い、多様化する行政課

題や市民ニーズを的確

に捉え、スリムで効率的

な行政運営を推進す

る。

定数の対象外について

は実状に応じて定数に

組み込むこととし、実際

の職員数が肥大しない

ように定数管理を行って

いく。

定数の対象外となる育

児休業及び心身故障

等による休職中の職員

を的確に把握し、実状

に 応 じ て 定 数 管 理を

行った。

行政経営課

95

市民ニーズを考慮した

休日開庁の実施

平日に来庁することが

困難な方のために、毎

月第4日曜日（午前

中）に窓口を開設す

る。

毎月第４日曜日（午

前中）の窓口開設を

実施するとともに、実施

効果の検証を行い、開

設の時間や体制等につ

いて検討する。

毎月第４日曜日（午

前中）の窓口開設をコ

ロナ禍において通年実

施することができた。ま

た、過年度と利用状況

を比較した結果、安定

した需要があることが分

かった。

行政経営課

市民課

(関係課)

96

職員の勤務時間の弾

力的運用に関する取組

フレックスタイム制等の

職員の勤務時間の弾

力的運用に関する取組

を推進するため、事例の

調査研究を行う。

職員の勤務時間の弾

力的運用に関する事例

の調査研究を行う。

新型コロナウイルス感染

症の感染対策として時

差通勤を実施した。

職員課

97

職員の長時間労働の

是正に関する取組

時間外勤務の上限規

制の導入に伴い、規則

で定める時間外時間の

管理を徹底し、「働き方

改革」を推進していく。

長時間労働の是正のた

め、庶務事務システムに

よる事前申請を徹底す

るとともに、所属の職員

の時間外勤務時間を

管理する報告書を所管

部長まで報告し、勤務

時間の管理を徹底す

る。

所属の職員の時間外

勤務時間を管理する報

告書を所管部長まで報

告し、規則で定める時

間を超える場合には要

因の分析及び検証を行

い、改善を図った。

職員課

6　機能的で活力のある組織運営の推進 （基本的視点）

【機能的組織運営の推進】

【適正な定員管理の推進】

　　～　柔軟で機動性のある組織を創るために　～

(1)　機能的な組織運営の推進と定員管理の適正化
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Ｎｏ 具体的実施項目 事業概要 令和３年度　予定 令和３年度　実施結果 所管

6　機能的で活力のある組織運営の推進 （基本的視点）
　　～　柔軟で機動性のある組織を創るために　～

98

職員給与の適正化と各

種手当の見直し

給与水準や手当等の

支出根拠の妥当性を

継続的に検証し、透明

性の確保と適正化を図

る。

令和3年度の給与改定

について、人事院勧告

に準じて改定を行う。

令和3年度の給与改定

については、人事院勧

告に準じて期末手当の

引き下げを行った。

職員課

99

職員提案制度の活性

化

職員提案制度の活性

化を図るため、制度周

知の方法や手続きのス

ケジュール等について検

討を行う。

職員提案制度の活性

化を図るため、制度の

見直しを行う。

平成30年度に実施し

た全職員対 象の ア ン

ケートを参考に、提案の

実施に係る検討が実施

しやすくなるよう、提案

票の改正を行った。ま

た、アイディアのみの提

案を可能とする「ヒラメキ

提案」の運用を開始し

た。

行政経営課

100

人事評価制度の活用 人事評価の評価結果

を任用、給与、分限そ

の他の人事管理の基

礎、及び人材育成への

さらなる活用を進めるた

め、具体的な仕組みの

検討を行う。

人事評価制度の具体

的な仕組みの検討を行

う。

評価結果の活用を進め

るため、具体的な仕組

みの検討を行った。

職員課

101

職員研修の強化 職員研修基本方針に

基づき、職員の資質や

能力の一層の向上とと

もに、目指すべき職員

像に向けた人材育成を

図る。

また、階層別研修にお

いては、他機関主催の

研修の導入等の効率

化を図る。

①令和３年度研修計

画に基づき実施するとと

もに、その他必要な研

修を実施する。

②各所管の事務に関す

る職員向け研修を行

い、人材育成を図る。

①新型コロナウイルス感

染 症の 対策 を 講 じつ

つ、令和3年度研修計

画に基づく研修を実施

した。また、一部の集合

研修の代替えとして、オ

ンライン研修や音声によ

る研修を実施した。

②各所管の事務に関す

る職員向け研修を行

い、人材育成を図った。

職員課

(関係課)

(2)　活力のある組織を支える人材育成

【人材育成の推進】

【職員給与適正化の推進】
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