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３年６月２４日
経営企画部長

当市では、情報化政策を推進するための具体的な行動
計画「所沢市ICT推進アクションプラン2019-2021」（以
下、「アクションプラン」という。）を平成31年3月に
策定しております。
今回、アクションプランの計画期間の２年目にあたる

令和２年度の進捗状況、及び現時点における目標達成状
況（見込み）について取りまとめましたので報告いたし
ます。
令和２年度は「Ａ」評価と「Ｂ」評価を合わせると58

件で、全体の98％を占めています。
また、現時点における目標達成状況（見込み）につい

ては、58件の全てが「Ａ」評価または「Ｂ」評価となっ
ています。このため、目標達成に向けた取り組みは、お
おむね計画どおりに実施されていると考えます。
なお、計画内容の見直しもあわせて実施し、アクショ

ンプランを改定しております。

【進捗状況の評価】

経営企画部デジタル戦略課 04-2998-9036

「所沢市ICT推進アクションプラン2019-2021令和２年度進捗状況等評価」を報告します

S:¥010_共通文書¥0304000_デジタル戦略課¥080_
アクションプラン¥030_所沢市ＩＣＴ推進アクショ
ンプラン2019-2021¥020_進捗状況評価2019-
2021¥020_進捗状況等評価報告書R2

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

令和２年度 目標達成状況
（見込み）

Ａ：適切 52件 88％ 51件 88％
Ｂ：おおむね適切 6件 10％ 7件 12％
Ｃ：改善の余地あり 0件 0％ 0件 0％
Ｄ：見直しの是非を検討 1件 2％ 0件 0％

合計 59件 100％ 58件 100％
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３年６月２４日
経営企画部長

平成３１年１月に策定した「情報セキュリティ監査基
本計画（2019-2022）」に基づき、令和３年度に実施す
る情報セキュリティ監査の具体的な手順等を定めた「情
報セキュリティ監査実施計画（令和３年度）」を策定し
ましたので報告いたします。
今年度は、右表のシステム及び所属を対象に１０～１

１月頃、監査を実施する予定です。
対象となりました所属におかれましては、今後、説明

会を開き進めてまいりますので、ご協力をお願いいたし
ます。
また、昨年度の監査対象所属職員の方にも監査人をお

願いしたいと考えていますので、ご協力をお願いいたし
ます。

【令和３年度の監査対象】

経営企画部デジタル戦略課 04-2998-9036

「情報セキュリティ監査実施計画（令和３年度）」を策定しました

S:¥010_共通文書¥0304000_デジタル戦略課¥400_情
報セキュリティ監査¥020_情報セキュリティ監査実
施計画

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

対象システム 対象所属
住記系システム 学校教育課
住記系システム 新所沢まちづくりセンター
住記系システム 新所沢東まちづくりセンター
住記系システム 富岡まちづくりセンター
住記系システム 三ケ島まちづくりセンター
住記系システム 小手指まちづくりセンター
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３年６月２４日
総務部長

時間外勤務命令の上限時間の設定等の運用におきまし
ては、上限時間を超えて職員に時間外勤務を命じた場合
には、翌年度の９月末日までに、当該時間外勤務に係る
要因の整理、分析及び検証を行うこととしております。
ついては、該当所属におかれましては、要因分析等に

ついて別途依頼させていただきますので、ご対応方よろ
しくお願いいたします。

１ 上限時間の設定等の概要
〇時間外勤務命令の上限時間
① ②以外の部署
１月 ４５時間 １年 ３６０時間

② 他律的業務の比重が高い部署
１月 １００時間未満 １年 ７２０時間

２ 令和２年度時間外勤務の状況
（１）時間外勤務の総時間数（管理職職員分を含む）

２１１，７０４時間（令和元年度２６８，１０５時間）

（２）年間の上限時間を超過した職員数 ( )内管理職数
① ②以外の部署 ３２名（うち10名）
② 他律的業務の比重が高い部署 １０名（うち10名）
※②のうち、３６０時間を超過した職員 ４０名

（うち21名）

●年間の時間外勤務時間数３６０時間超過職員数の推移

※平成30年度までの職員数には、管理職は含みません。併せて、
時間外勤務時間数の集計には、選挙執行費や統計調査費等の
通常業務以外の時間外時間数を含めておりません。

総務部職員課 04-2998-9048

令和２年度時間外勤務の上限時間を超えた所属は要因分析をお願いします

☐発議 ☑報告

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

項目 令和2年度 令和元年度
① ②以外の部署 ３２名（うち10名） ４１名（うち4名）

② 他律的業務の比
重が高い部署

１０名（うち10名） １０名（うち8名）

※②のうち、３６０
時間を超過した職員

４０名（うち21名） ４４名（うち26名）

令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
７２名 ８５名 ８８名 １０４名 １２８名
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３年６月２４日
財務部長・環境クリーン部長

使い捨てプラスチックごみを減らすため、市役所本庁
舎及び別館への昼食納入事業者に対し、新たにルールを
設けます。昼食納入事業者がルールを遵守できるように、
市職員へのルールも設けますので、ご協力をお願いいた
します。
１．弁当納入事業者に対するルールの概要

①使い捨てプラスチック容器の使用不可。
②プラスチック製カトラリーの配布禁止。

２．市職員に対するルールの概要
①お弁当納入ルールを遵守する事業者の弁当を購入。
②マイ箸・マイスプーン・マイフォーク等を準備。
③弁当配達用袋は、容器返却用ごみ袋として再使用。
④日頃からワンウェイプラスチックの削減を心掛け
た行動を実践。

３．実施スケジュール
移行期間：令和３年７月から１２月まで
完全実施：令和４年１月から

４．留意点
①移行期間においては、ルールを満たした業者とし
て周知された弁当等を優先して注文してください。

②対象範囲は市役所本庁舎及び別館としております
が、出先機関においても、同様の取組みの実践を
お願いいたします。

③使い捨てプラスチック容器から紙製容器・バイオ
マスプラスチック容器等に替える場合、容器１個
あたりの原価が２０円～５０円程度上昇するため、
弁当等販売価格の値上がりが予想されます。
ご了承ください。

財務部管財課・環境クリーン部資源循環推進課 04-2998-9053・04-2998-9146

市役所への昼食納入事業者等に対するルールを新設します

S:¥040_マチごとプラスチック削減¥41_弁当納入事
業者等に対するルール¥政策会議用資料

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告
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３年６月２４日
市民部長

「音楽のあるまちづくり」を推進する所沢市は、「音
まちコンサート」を開催しています。今回は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場を庁舎１階
市民ホールから所沢市民文化センター・ミューズアーク
ホールへ変更し、特別公演として、「宮田大［チェロ］
＆大萩康司［ギター］」によるコンサートを開催します。
なお、本公演は、公益財団法人所沢市文化振興事業団

の主催のもと「所沢ミューズ感染拡大防止ガイドライ
ン」に沿って開催されるものです。

【日時】令和３年６月２７日（日曜日）
午後２時開演

【会場】所沢市民文化センター・ミューズ
アークホール

【曲目】ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
サティ：ジュ・トゥ・ヴ 他

市民部文化芸術振興課 04-2998-9211

音まちコンサート特別公演「宮田大［チェロ］＆大萩康司［ギター］」の開催について

S:¥010_共通文書¥0603000_文化芸術振興課
¥A040_政策会議用資料¥R3.6.24

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告
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３年６月２４日
市民部長

令和２年度における情報公開制度・個人情報保護制度
の実施状況がまとまりましたので報告します。
広報ところざわ８月号及び市ホームページに、両制度

の実施状況を掲載して市民に公表する予定です。
なお、情報公開制度及び個人情報保護制度において、

所沢市情報公開・個人情報保護審査会に現在諮問手続き
中となっている案件や審査中の案件はありません。

【前年度との比較】
１情報公開制度の請求等件数（概要） 単位：件

２個人情報保護制度の請求等件数（概要） 単位：件

３会議の公開制度の実施件数等（概要） 単位：人

市民部市民相談課 04-2998-9206

令和２年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況を報告します

P:¥010_交換用¥0615000_市民相談課¥政策会議資
料¥実施状況.pdf

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

年度 受付件数 決定等の状況
件数 文書 公開 部分公開 非公開 取下

令和元年度 181 771 251 492 26 2
令和２年度 148 1416 830 566 17 3

年度 受付件数 決定等の状況
件数 文書 開示 部分開示 非開示 取下

令和元年度 95 962 586 211 154 11
令和２年度 43 187 66 98 22 1

年度 実施件数 傍聴人数
令和元年度 532 48
令和２年度 540 36
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３年６月２４日
環境クリーン部長

日立グリーンエナジー㈱、西武アグリ㈱による太陽光
発電システムとブルーベリーなどの栽培を両立する営農
型太陽光発電（ソーラーシェアリング）を行う「所沢北
岩岡太陽光発電所」の竣工式が、7月9日（金）に開催さ
れます。

日時：令和3年7月9日（金）午前10時30分～
場所：所沢市大字北岩岡字宮原146-1 他

【設備概要】
発電事業者 日立グリーンエナジー㈱
発電容量 989.04kW
想定発電量 1,119,929kWh／年

（一般家庭約311世帯分）
【営農概要】
営農事業者 西武アグリ㈱
栽培作物 ブルーベリー、ぶどう、ワイン用ぶどう

・官民連携によるゼロカーボンシティに向けた施策
・発電される電力は、ところざわ未来電力を通じて公共
施設で使用

・約1.7haの遊休農地が、果樹栽培で有効活用
・環境省の補助金を活用

環境クリーン部マチごとエコタウン推進課 04-2998-9133

所沢北岩岡太陽光発電所の竣工式が開催されます

P:¥010_交換用¥1001000_マチごとエコタウン推進
課¥02政策会議資料¥0624北岩岡太陽光発電所

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告



政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要
旨

資
料
等
格
納
先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年６月２４日
環境クリーン部長

令和３年度の春の「環境美化の日」一斉美化清掃活動
は、市、自治連合会、環境推進員連絡協議会の主催によ
り、５月３０日に実施しましたので報告します。
なお、部次長会・上下水道局・保健センター・市民医

療センターより、活動報告を頂いておりますので、報告
に含めております。

１．参加人数

２．ごみの回収量

環境クリーン部生活環境課 04-2998-9370

春の「環境美化の日」一斉美化清掃活動の実施結果について

S:￥010共通文書￥1003000生活環境課A010 6月
24日政策会議環境美化の日参加人数集計表（春）

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

参加人数 １４，１４７人
大人 １２，５１２人
子供 １，６３５人

燃やせるごみ ２１．９４トン
破砕ごみ類 ２．２５トン
びん・かん ０．２０トン
粗大ごみ ０．３６トン
総回収量 ２４．７５トン
自転車台数 １７台
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３年６月２４日
環境クリーン部長

公募型プロポーザル方式で実施する第２一般廃棄物最
終処分場の設計及び建設事業者の募集・選定について、
令和３年６月２１日に市ホームページにて募集書類を公
表し、公募を開始しましたので報告します。
最優秀提案者の決定については、所沢市（仮称）第２

一般廃棄物最終処分場設計及び建設事業者選定委員会に
て行います。

【事業者の募集及び選定スケジュール概要】
・募集書類の公表
令和３年６月２１日

・参加表明書及び資格審査申請書類の受付
令和３年７月２０日から７月２８日

・技術提案書類の受付
令和３年９月３０日

・事業者へのヒアリング、最優秀提案者の決定
令和３年１１月中旬

・仮契約締結
令和３年１２月下旬

・契約締結
令和４年３月

環境クリーン部資源循環推進課 04-2935-3005

第２一般廃棄物最終処分場設計及び建設事業者の公募を開始しました

S:¥010_共通文書¥1005000_資源循環推進課¥17-最
終処分場公募書類

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告



政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要
旨

資
料
等
格
納
先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

3年6月24日
街づくり計画部長

令和３年度「とことこ景観賞」を選出するため、登録
済の「とことこ景観資源」188件の中から、特に優れた
ものに投票いただきとことこ景観賞の候補を選出いたし
ます。
既に令和3年４月に１階市民ホールの景観展示会会場内

で公開投票を行っており、グランエミオ所沢で追加開催
するものです。
職員も投票可能ですので、積極的に投票いただきます

ようお願いいたします。

１．開催日
令和３年６月２６日（土）
午前１０時~午後５時

街づくり計画部都市計画課 04-2998-9192

グランエミオ所沢で「とことこ景観賞公開投票」を開催します

S:¥010_共通文書¥1201000_都市計画課¥A030_03_
景観¥R3.6.26_とことこ景観賞公開投票(グランエミ
オ所沢)

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

２．開催場所
グランエミオ所沢２階
セントラルプラザ横
イベントスペース

３．周知方法
市役所及び各まちづくりセンターでのポスター掲示、
市ＨＰ・グランエミオＨＰ及びLINE通知、市ホット
メール及びフェイスブック

4. その他
今回の投票でとことこ景観賞候

補を上位10件選出し、その後、景
観審議会にて3件を選定し市長が決
定します。なお、投票された方、先
着４０名様に商業観光課より提供い
ただいた「トコろんグッズ」を進呈
します。
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３年６月２４日
上下水道局長

５月３０日（日）、春の「環境美化の日」一斉美化清
掃活動の実施に合わせ、上下水道局においても、職員に
よる庁舎周辺の清掃活動を実施しました。
当日は参加職員を４班に分け、マスクと軍手を着用の

上、新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、公道
のゴミ拾いと除草作業を行いました。

【年度別参加職員数】 （人）

【年度別ごみ回収量】※４５Lごみ袋を使用 （袋）

上下水道局総務課 04-2921-1084

春の「環境美化の日」に上下水道局庁舎周辺の清掃活動を実施しました

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

R１ R2 R3
参加職員数 ３２ 未実施 ３８
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政策会議提出フォーマット

３年６月２４日
教育総務部長

令和の時代に入ってから新たに本市が指定した文化財
を、広く市民の皆様に紹介するため、「令和の新指定文
化財展」を開催します。
また、新指定文化財に関連する指定文化財もパネル等

で展示し、市内の文化財全般についても改めて紹介する
機会とします。

１、会期 令和３年７月１日（木）～８月１日（日）
午前９時～午後５時
※入場は午後４時３０分まで

２、会場 生涯学習推進センター３階企画展示室
３、主な展示資料
令和２年指定
・齊藤家文書及び関連史料
・旧和田家住宅の衣生活資料
令和３年指定
・天正十九年中根伝七郎宛徳川家康朱印状 ほか

４、事業主体等 主催：所沢市教育委員会

写真：川越鉄道開通屏風（齊藤家文書及び関連史料）

教育総務部文化財保護課 04-2991-0308

「令和の新指定文化財展」を開催します！

S:¥010_共通文書¥8105000_文化財保護課¥0622政
策会議報告資料（新指定文化財展チラシ）

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告


