
項番 事業数 総振コード 重点戦略 事業名称 局 事業とりまとめ課

1 新規 ― 不登校等児童生徒への支援の充実 教育委員会 総合教育相談室

新規 ― 小学校35人学級の実現 教育委員会 教職員人事課

新規 ― 公民連携した奨学金制度の拡充 教育委員会 学事課

新規 ― 学校体育館への空調機設置の推進 教育委員会 学校施設課

新規 ― ケアラー支援条例の制定とヤングケアラーの支援の強化 保健福祉局 福祉総務課

新規 ― デジタルを活用した婚活の推進 子ども未来局 子育て支援政策課

新規 ― アーツカウンシルの創設 スポーツ文化局 文化振興課

新規 新規設定 浦和駅周辺地区のまちづくりの推進 都市局 都心整備課

新規 ― さいたまスイーツの魅力の発信 経済局 商業振興課

2 62事業

01-1-1-01 2-5 自治会への加入促進 市民局 コミュニティ推進課

02-1-1-01 ― 市民・事業者との連携による省エネ・創エネ化の促進 環境局 環境創造政策課

03-1-1-03 1-2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進 保健福祉局 年金医療課

03-2-1-09 1-3 次世代型スポーツ施設の誘致・整備 スポーツ文化局 スポーツ政策室

03-2-1-10 ― スポーツ施設の整備・改修 スポーツ文化局 スポーツ振興課

04-1-1-02 1-4 ＩＣＴを活用した学びの改革 教育委員会 教育研究所

04-1-1-05 ― 市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進 教育委員会 高校教育課

04-1-2-02 ―
未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）の推
進

教育委員会 指導１課

04-1-2-03 ― 未来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進 教育委員会 指導１課

04-1-2-04 ― 生徒指導・教育相談の推進 教育委員会 指導２課

04-1-2-05 ― 特別支援教育の推進 教育委員会 特別支援教育室

04-1-5-05 ― 教育環境整備の推進 教育委員会 教育政策室

05-1-1-01 ― 交通安全施設設置の推進 市民局 市民生活安全課

05-1-1-03 ― セーフコミュニティの推進 総務局 危機管理課

05-1-2-01 2-3 防犯対策の推進 市民局 市民生活安全課

06-2-2-03 ― 子どもに対する学習機会と居場所の提供 保健福祉局 生活福祉課

06-3-1-01 ― 地域医療体制の充実 保健福祉局 地域医療課

07-1-1-01 2-1 妊娠期からの親と子の健康づくり支援 保健福祉局 地域保健支援課

07-1-2-01 2-1 保育需要の受け皿及び保育人材の確保 子ども未来局 のびのび安心子育て課

07-1-2-05 ― 地域における子育て支援の推進 子ども未来局 子育て支援政策課

07-1-2-08 ― ひとり親家庭等への支援の推進 子ども未来局 子育て支援政策課

07-1-3-02 ― 児童虐待対策の充実 子ども未来局 子ども家庭総合センター総務課

08-1-1-02 ― 未来に向けた盆栽文化の継承・発展 都市戦略本部 都市経営戦略部

08-1-1-05 ― 文化芸術創造拠点の構築 スポーツ文化局 文化振興課

09-1-2-06 ― 桜木駐車場用地活用の推進 都市局 東日本交流拠点整備課

09-1-3-02 ― 広域的な交通アクセスの強化 都市局 交通政策課

09-1-3-04 1-5 地下鉄７号線の延伸 都市戦略本部 未来都市推進部

09-2-1-02 ― 街なかにおける緑の創出 都市局 みどり推進課

09-2-1-03 1-5 大規模公園の整備推進 都市局 都市公園課

09-2-2-02 ― 中央区役所周辺の公共施設の再編とデジタル化の推進 財政局 資産経営課

09-2-2-11 ― 空き家等対策の推進 環境局 環境創造政策課

09-2-3-03 ― 公共交通のバリアフリー化推進 都市局 交通政策課

09-2-3-09 ― 道路の安全性の向上 建設局 道路環境課

10-1-2-01 2-3 地域と共に取り組む防災対策の推進 総務局 防災課

11-1-1-01 1-5 東日本連携の推進による地域経済活性化 経済局 経済政策課

11-1-3-03 1-5 創業・副業・テレワーク支援による新たな産業の創出 経済局 経済政策課

11-1-4-02 2-2 就労支援の充実 経済局 労働政策課

11-2-1-01 1-5 地域資源を生かした観光の振興 経済局 観光国際課

51-1-2-07 ― ＰＦＩ手法等の導入 都市戦略本部 行財政改革推進部

52-1-1-01 ― 市民に分かりやすい情報発信 市長公室 広報課

52-1-1-03 ― 市民に信頼される広聴機能の充実 市長公室 広聴課

52-1-2-01 ― 区役所窓口総合サービスの向上 市民局 区政推進部

52-3-1-01 ― 働き方見直しミーティングの推進 都市戦略本部 行財政改革推進部

52-3-1-02 ― 一職員一改善提案制度の推進 都市戦略本部 行財政改革推進部

52-3-2-01 ― 働きやすい職場環境整備の推進 都市戦略本部 行財政改革推進部

52-3-2-02 ― 働きやすさと働きがいの向上のための人事諸制度の推進 総務局 人事課

52-4-1-03 ― 情報システムの最適化 都市戦略本部 デジタル改革推進部

52-4-1-04 ― ＩＣＴを活用できる人材の育成 都市戦略本部 デジタル改革推進部

02-3-1-02 ― 指定緑地等の保全・整備 都市局 みどり推進課

03-1-1-01 ― 市民の主体的な健康づくりの推進 保健福祉局 健康増進課

03-1-1-02 1-2 地域・家庭・学校が連携した食を通じた健康づくり 保健福祉局 健康増進課

03-2-1-01 1-3 生涯スポーツの振興 スポーツ文化局 スポーツ振興課

03-2-1-06 ― さいたまスポーツコミッションの支援 スポーツ文化局 スポーツ政策室

03-2-1-08 1-3 「さいたまスポーツシューレ」の活用推進 スポーツ文化局 スポーツ政策室

10-1-2-04 2-3 自主防災組織の育成支援 総務局 防災課

11-1-2-05 1-5 企業立地の促進 経済局 産業展開推進課

03-2-1-03 ― アーバンスポーツの活性化 スポーツ文化局 スポーツ政策室

09-2-3-07 ― 良好な道路環境の向上 建設局 道路環境課

11-1-3-01 2-2 中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援 経済局 経済政策課

11-3-1-04 ― 農業交流施設の整備 経済局 農業政策課

52-1-3-01 ― 職員のコンプライアンス意識の更なる向上 総務局 法務・コンプライアンス課

52-4-1-02 ― さいたまシティスタットの推進 都市戦略本部 デジタル改革推進部

※組織改正に伴い、計画中「国際芸術祭開催準備室」とあるのは「文化振興課」に、「情報政策部」とあるのは「デジタル改革推進部」に読み替える。
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