
令和4年10月18日

9:00～

Zoom

①令和5年度予算編成方針について 【企画財政部】

②県下一斉フードドライブキャンペーン等について 【環境部・福祉部】

③かっぽハロウィンフェスタについて 【福祉部】

④権現堂2号公園の開園について 【都市整備部】

⑤ 「大宮公園大掻堀
だいかいぼり

まつり」について 【都市整備部】

庁　議　事　項



埼玉県 庁議事項

令和５年度予算編成方針について

※現時点の収支見込み（一般財源ベース） 要調整額 △１，３７７億円

・直面する課題に対応しながら、経済の不確実性が高まる中、ＤＸや脱炭素化などの変革を実現し豊かで快適な社会を構築する

ため、「人・企業・地域」が持続可能な成長ができる施策を推進

２ 「日本一暮らしやすい埼玉」実現への加速

３ ＥＢＰＭの考え方に基づいた不断の行財政改革の推進

・あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる社会の実現のため、 埼玉県５か年計画に基づく施策を強力に推進

・ 政策効果の高い事業を構築するため、インプットから成果までの因果関係を明確にするロジックモデルを活用するとともに、

事業成果を測定できる指標を設定し、事業の転換・再構築を推進

・ 将来を見据えた基金残高の確保及び県債残高の適正な管理

１ 「人・企業・地域」の未来への確かな布石



歳出予算要求枠の考え方（一般財源ベース）
新規事業等への配分 事業レビューによる見直し等（約60億円）

○ 新規重点施策と認められた事業は、既存事業とは
別枠で要求可能

○ パラダイムシフト枠は、有識者の意見を参考に、
事業手法を再構築した場合に要求可能

所要額×１００％
（新規事業又はパラダイムシフト枠）

新規重点施策

配分額の範囲内で事業構築

その他新規事業

○ EBPMに基づき、効果の高い事業を企画立案・
再構築し、財源を重点化

既存事業

評価方式
○ 対象:EBPM対象事業
○ EBPMの観点から、事業の有効性（ロジックモデ
ル）を評価
○ 埼玉県EBPM有識者会議を開催し、有識者からの
評価を実施（県民等に影響の大きい事業）

〇 削減済み額：約14億円
➢ 一部は部局に還元し事業構築を支援

予算編成方式

○ 対象:既存の政策的事業等

〇 各部局長のマネジメントによる見直しを実施

○ 部局予算の構造を踏まえ、部局ごとに削減目標額
を設定

〇 削減見込み額：約46億円

埼玉県 庁議事項



埼玉県 庁議事項 環境部・福祉部

県下一斉フードドライブ キャンペーン等について

＼ 市町村や包括的連携協定企業等と連携し、オール埼玉で開催中 ／
【 期間：１０月１日（土）～１１月３０日（水） 】

市町村等５３、社会福祉協議会３６、包括的連携協定企業６（イトーヨーカ堂ほか）

集まった食品は、子ども食堂、フードバンク、自立相談支援窓口等を通じて、
地域の子ども達や生活困窮者等の支援のため提供

持参場所 環境部 資源循環推進課 （第三庁舎２階）
福祉部 少子政策課 （本庁舎１階）
福祉部 社会福祉課 （本庁舎４階）

ご提供いただきたいもの
賞味期限が２月以上あり、常温で保存できる未開封の食品

参加団体

９５

県庁フードドライブ

衣類・プラスチック回収キャンペーンを開催
(10/28(金)～11/1(火) 11:00-17:00)

○ 衣類５着以上 ⇒ 500円分の食事券
○ クリアファイルや気泡緩衝材5枚以上

⇒（お米、レトルト食品等）

×

※ 家庭で余っている食べ物を学校や職場などに持ち寄り、それらをまとめて
地域の福祉団体や施設、フードバンク等に寄付する活動

※

ファッション&プラスチック３Ｒ＠浦和PARCO

紙製スティック入りインスタント飲料
各日先着100名にバイオ素材マグカップ

をプレゼント



県庁内福祉の店「かっぽ」 ハロウィンフェスタの開催

庁議（令和４年１０月１８日） 福祉部

・福祉の店「かっぽ」は、障害者の働く場を創造し社会参加の促進を図るため、平成
９年に障害者団体が第二庁舎１階に設置した売店。
・ハロウィンフェスタは、障害者への理解促進と福祉の店「かっぽ」の一層の利用を
図るため、平成３０年度から開催（新型コロナの影響で３年ぶり３回目の開催。）。
・９施設が出店予定。障害者施設で手作りしたお菓子、お弁当、手芸品などを販売。

【日時】
令和４年１０月２７日（木）
１１：００～１３：００
【会場】
県庁みどりの広場（本庁舎北側）

日時・会場

ハロウィンフェスタの様子
（令和元年度）



・今回の２号公園の開園により、権現堂公園の全
域（３４．８０ヘクタール）が開園します。
(1)開園開始日

令和４年１０月１６日（日）午前８時３０分から
(2)開園の区域

権現堂２号公園（１０．７４ヘクタール）
(3)総事業費（権現堂公園全体）

約１５,０００ 百万円
(4)事業期間（権現堂公園全体）

平成７年度～令和４年度

・関東の桜の名所である権現堂桜堤や、隣接す
る調節池の豊かな自然を活かしたデイキャンプ場
や広場、大型遊具を設け、家族や仲間で楽しめる
レクリエーション拠点として整備を進めてきました。

権現堂２号公園の開園について

庁議事項 令和４年１０月１８日

権現堂2号公園が１０月１６日（日）に開園しました。

権現堂公園全体図

２号公園平面図

概要 平面図・全体図

権現堂2号公園の特徴

1号公園 2号公園

3号公園

4号公園

桜堤

展望台

多目的運動広場 デイキャンプ場 今回供用開始

園内風景デイキャンプ場

H31.3 駐車場供用済
耐震性貯水槽（防災トイレ）



「大宮公園大掻掘まつり」について

庁議事項 令和４年１０月１８日

だ い か い ぼ り

日 時

会 場

令和４年１１月３日(木),４日(金) ９：３０～

大宮公園舟遊池、自由広場周辺

見学
自由

主 催 埼玉県 協 力
(一社)埼玉県スマートまちづくり、(株)レンタルのニッケン、
(株)シンプランニング、国際ロータリー第2770地区第3グループ、
大宮ライオンズクラブ

水を抜いた池の中で一般ボランティアによる魚類等の捕獲や仕分けを行うイベントを
官民連携,県民協働で開催。各種PRブース出店。持続可能な水辺環境保全の契機とする。

PR展示

一般募集(小学生以上)及びSDGs官民連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ参加企業等のﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱによる魚などの捕獲、仕分け、捕獲した魚などの展示など。

⚫ SDGs官民連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ参加企業等によるPR展示
によりかいぼりの目的や趣旨等を広く県民に周知。

⚫ Bibli店舗等による食事提供及び物販ブース

一般ボランティアによるかいぼり作業



彩の国

埼玉県

埼玉県マスコット
さいたまっち&コバトン

魚も鳥も虫も人も集まる池に

そんな想いを持つ人たちと埼玉県がコラボレーション

かいぼりを楽しく学び、舟遊池の再生を見守る特別な2日間

これがＧＯＡＬじゃない、ＳＴＡＲＴだ！

公園スタジアム課HP

ボランティアリーダーを中心に当日ボランティアの皆さんが池の中の魚類などを捕獲し、種類ごとに仕分けをします。

仕分けした魚などは水槽で展示します。詳しい解説もありますよ！

他にも埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム参加企業や地元企業・団体などが様々なブースを出店します！

楽しく学んで憩える2日間です！

この取組は埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム内に

設置された「埼玉の豊かな水とみどりを守り育む」分科会

において検討したものです。
詳細は

裏面へ！

大宮かいぼり

令和4年

11月3日（木・祝）4日（金）

午前9時30分から ※４日は１０時から

舟遊池

大掻掘まつり

大宮公園

だ い か い ぼ り



時 間 割

11月３日（木・祝）

11月４日（金）

１、開会式.....................

２、おさかな捕獲...........

３、いきもの展示...........

４、企業ブース出店.........

９時３０分から１０時頃

１０時００分から１２時頃

１０時３０分から１５時頃

９時３０分から１５時頃

１、おさかな捕獲..........

２、いきもの展示.........

３、企業ブース出店........

１０時００分から１２時頃

１０時３０分から１５時頃

９時３０分から14時頃

主催 埼玉県

企画 都市公園の持続可能な利活用と環境保全に関する検討部会

協力 （一社）埼玉県スマートまちづくり(ポータルサイト制作・運営) （株）レンタルのニッケン(ブーステント提供) 

（株）シンプランニング(オープニングセレモニーステージ設営、記録映像撮影・編集)

国際ロータリー第2770地区第3グループ、大宮ライオンズクラブ(ボランティア向け飲料提供)

【かいぼり指導】認定NPO法人生態工房

お問合せ 都市整備部公園スタジアム課公園企画担当 TEL 048-830-5403 FAX048-830-4883

１、「食べ物ブース」

㈱シンプランニング、ライオンズキッチン（埼玉西武ライオンズオフィシャルフードトラック）

Organic&Co.、ハムハウス、かのうや

２、「物販・体験・PR展示ブース」

明治安田生命、（一社）埼玉県スマートまちづくり、大宮アルディージャ

武蔵野銀行、認定NPO法人生態工房、(公社)さいたま観光国際協会

MOUNTAIN DA CHERRY、Full Bloom Flower、（株）ビクセン

埼玉県立歴史と民俗の博物館・「ミュージアムヴィレッジ大宮公園」連絡協議会

さいたま観光国際協会、埼玉県水環境課・資源循環推進課

３、「ボランティア向け飲料提供」

国際ロータリー第2770地区第3グループ、大宮ライオンズクラブ

出 店 団 体

★第2公園で
スポーツフェスタもやってます！


