
２ 掲載事業一覧 

第１章 環境・アメニティの分野 

第１節 環境にやさしい循環型社会の形成と環境保全

 環境優先のまちづくりの推進 p25 
 環境保全政策推進事業 p25 
 地球温暖化防止推進事業 p26 
 ごみ減量・リサイクル推進事業 p26 
 廃棄物減量等推進員事業 p26 
 廃棄物処理施設の整備 p27 
 低公害車普及促進対策事業 p27 
 ダイオキシン類対策の推進 p27 
 環境教育・学習の推進（再掲 p59） p27 
第２節 水と緑の空間の保全、再生と創出 

 自然緑地の保全・整備事業 p29 
 クマガイソウの里緑地の保全・整備 p29 
 高沼用水路整備事業（再掲 p109） p29 
 加田屋地区自然環境公園整備事業 p29 
 高沼遊歩道整備事業 p29 
 見沼グリーンプロジェクトの推進 P30 
 （仮）セントラルパーク整備事業 P30 
 七里総合公園整備事業 P31 
 緑の核づくり公園整備事業（再掲 p91） P31 
第３節 美しい都市空間の形成 

 都市景観形成推進事業 p33 
 道路美装化推進事業（再掲 p88） p33 
 屋外広告物適正化推進事業 p33 
 環境美化推進事業 p33 
 

第２章 健康・福祉の分野 

第１節 保健福祉推進体制の充実 

 地域健康福祉連絡会の設置・運営 p37 
 福祉のまちづくりの推進（再掲 p76） p37 
 交通バリアフリーの推進（再掲 p76,89） p37 
第２節 子育て支援の充実 

 乳幼児健康診査の充実 p39 
 子育て支援ネットワーク事業 p39 
 地域子育て支援センター整備事業 p39 
 ファミリー・サポート・センターの充実

（再掲 p106,126） 
p39 

 児童センター整備事業 p39 
 子育て支援総合事業 p39 
 保育所の新設整備事業 P40 
 放課後児童健全育成事業 P40 
 ナーサリールーム（認定保育室）事業 P41 
 児童虐待防止対策事業 p41 
 小児救急医療体制の充実・強化（再掲 p51） p41 
第３節 豊かな高齢期の実現 

 シルバー人材センターの充実・シルバー

バンク事業（再掲 p106,129） p43 

 (仮)高齢者生きがい活動センター整備事業 p43 
 居宅介護サービスの充実 p43 
 介護保険関連施設等の整備促進 p43 
 (仮)西部地区高齢者総合福祉施設整備事業 p43 
 高齢者地域ケア・ネットワークの構築 p44 
 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

（再掲 p118） 
p44 

第４節 障害者の福祉向上 

障害児療育システム構築事業 p47 
在宅福祉サービスの充実 p47 
グループホーム・生活ホームの設置促進 p47 
障害者生活支援センター設置事業 p47 
特別支援教育事業の推進（再掲 p60） p47 
知的障害者援護施設整備促進事業 p47 
障害者就労支援事業（再掲 p106） p47 
障害者のスポーツ参加の推進（再掲 p67） p48 
公立障害者施設整備事業 p48 

第５節 健康づくりの推進と医療の充実 

健康づくり推進事業 p51 
保健所等複合施設整備事業 p51 
(仮)さいたま市民医療センター整備事業 p51 
市立病院機能の再整備事業 p51 
各区の緊急医療体制の整備 p51 
小児救急医療体制の充実・強化（再掲 p41） p51 
保健医療・防疫システムの整備 p51 

第６節 食品の安全性と生活環境の向上 

食の安全確保対策事業 p55 
市場流通食品 HACCP 導入促進事業 p55 
動物愛護推進事業 p55 

 

第３章 教育・文化・スポーツの分野 

第１節 「潤い」のある教育の推進 

少人数指導の充実 p59 
環境教育・学習の推進（再掲 p27） p59 
特色のある学校づくり推進事業 p59 

小・中一貫「潤いの時間」の展開 p59 
生徒指導総合計画子ども潤いプランの推進 p60 
国際理解教育・交流事業（再掲 p123） p60 

情報教育の充実（再掲 p93） p60 
特別支援教育事業の推進（再掲 p47） p60 
教育相談・相談室運営事業 p61 

過大規模校解消事業 p61 
施設改修等の推進 p61 
耐震補強事業 p61 

空調設備設置事業 p61 

学校図書館の充実 p62 
学校給食施設の整備 p62 
市立高等学校の整備 p62 

中高一貫教育の推進 p62 
さいたま教育ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ構想の推進 p62 
地域講師派遣事業 p62 

地域に開かれた学校運営の推進 p62 
学びの向上さいたまプランの策定・推進 p63 

第２節 生涯学習の振興 

図書館整備事業 p65 
市民大学の充実 p65 
(仮)鈴谷地区公民館建設事業 p65 

青少年の健全育成事業（再掲 p114） p65 
第３節 生涯スポーツの振興 

秋葉の森総合公園整備事業（再掲 p91） p67 
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 校庭開放夜間照明整備事業 p67 

 障害者のスポーツ参加の推進（再掲 p48） p67 

 

国際スポーツイベントの開催支援・招致 

（再掲 p121） 
p67 

 シティマラソンの開催 p68 

 

さいたま・たていわ親善ツーデーマーチ

の開催（再掲 p122） 
p68 

 総合型地域スポーツクラブ支援事業 p69 

 

さいたまシティカップ開催事業 

（再掲 p121） 
p69 

 サッカーのまちづくり推進事業 p69 
第４節 さいたま文化の創造 

 盆栽文化の振興・活用（再掲 p102） p71 

 氷川参道の整備（再掲 p78） p71 

 見沼通船堀公園整備事業 p71 

 鉄道博物館の整備促進（再掲 p102） p71 

 スポーツ文学賞事業 p72 

 漫画・ユーモア文化の振興事業 p72 

 (仮)岩槻人形会館整備事業（再掲 p102） p72 

 歴史的資源の保存・整備事業 p72 
 

第４章 都市基盤・交通の分野 

第１節 良好な市街地の整備 

 災害に強いまちづくり計画の策定 

（再掲 p109） 
p75 

 市有建築物安全安心診断事業の推進 

（再掲 p109） 
p75 

 まちづくり団体支援・育成事業 p75 
 まちづくりへの市民参加の推進 p75 
 地区計画等推進事業 p76 
 福祉のまちづくりの推進（再掲 p37） p76 
 交通バリアフリーの推進（再掲 p37,89） p76 
 氷川参道の整備（再掲 p71） p78 
 大宮駅東口都市再生プラン推進事業 p78 
 大宮駅東口駅前地区整備推進事業 p78 
 まちづくり支援事業（大宮駅周辺地区） p78 
 複合交通拠点整備推進事業 p78 
 大宮駅西口整備推進事業 p78 
 大宮駅西口第四土地区画整理事業 p78 
 さいたま新都心にぎわい創出事業 p78 
 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発

事業 
p80 

 浦和駅西口南地区市街地再開発事業 p80 
 浦和駅周辺鉄道高架化事業 p80 
 北部拠点宮原土地区画整理事業及び周辺

地区交通対策事業の推進 
p80 

 日進駅周辺まちづくり推進事業 p80 
 武蔵浦和駅周辺地区市街地再開発事業 p80 
 武蔵浦和駅第 7-1 街区整備事業 p80 
 浦和東部第一特定土地区画整理事業 p81 
 浦和東部第二特定土地区画整理事業 p81 
 岩槻南部新和西特定土地区画整理事業 p81 
 岩槻駅西口土地区画整理事業 p81 
 江川土地区画整理事業 p81 
 南平野土地区画整理事業 p81 

東岩槻駅舎改修事業の促進 p81 
指扇駅周辺の整備促進 p82 
市街地整備基本計画の策定 p82 
土地区画整理事業 p82 
土地区画整理事業の推進 p82 
中心市街地活性化事業の推進（再掲 p101） p82 

第２節 総合交通体系の確立 

総合都市交通体系の確立 p85 
道路整備計画策定事業 p85 
都市計画道路整備プログラム策定事業 p85 
広域幹線道路の整備 p85 
市内幹線道路の整備 p86 
高速埼玉中央道路の整備促進 p86 
高速埼玉新都心線の整備促進 p87 
橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業 

（再掲 p109） 
p87 

踏切構造改良事業 p87 
歩道整備事業（再掲 p113） p87 
交通渋滞解消事業（さいたまの道スムー

ズプラン）（再掲 p113） 
p87 

道路美装化推進事業（再掲 p33） p88 
道路施設維持管理計画策定事業 p88 
スマイルロード整備事業 p88 
暮らしの道路整備事業 p88 
新駅の設置促進（日進～指扇駅間） p89 
埼玉高速鉄道線（地下鉄 7 号線）の延伸

促進 
p89 

埼玉高速鉄道㈱の支援 p89 
公共交通（東西交通大宮ルート等）ネッ

トワーク基本計画の策定 
p89 

市内路線バス・コミュニティバス整備事業 p89 
駐車場・自転車駐車場の整備事業 p89 
交通バリアフリーの推進（再掲 p37,76） p89 
駅前広場改修事業 p89 

第３節 市街地内の緑の空間づくり 

緑化推進事業 p91 
緑の核づくり公園整備事業（再掲 p31） p91 
公園リフレッシュ事業 p91 
与野中央公園整備事業 p91 
秋葉の森総合公園整備事業（再掲 p67） p91 

第４節 高度情報化社会に対応した基盤の整備 

情報教育の充実（再掲 p60） p93 
市民のＩＴ活動の支援 p93 
電子市役所の構築 p93 
市政総合案内「さいたまコールセンター」

の開設 
p94 

電子入札の導入の推進 p94 
電子投票システムの導入 p94 

第５章 産業・経済の分野 

第１節 次代を牽引する新しい産業の育成 

21 世紀型産業の育成 p97 

新事業創出事業 p97 
戦略的企業誘致の促進 p98 
商工見本市の開催（再掲 p105） p98 

 136



 企業活動の国際化推進事業 p98 
第２節 生活関連産業の振興 

 中心市街地活性化事業の推進（再掲 p82） p101 
 商店街コミュニティサポート事業 p101 
 中小企業支援機関との連携（再掲 p106） p101 

 コンベンション事業の推進（再掲 p121） p102 
 さいたま市民まつりの開催（再掲 p129） p102 
 盆栽文化の振興・活用（再掲 p71） p102 

 鉄道博物館の整備促進（再掲 p71） p102 
 (仮)岩槻人形会館整備事業（再掲 p72） p102 
 地産地消事業の展開 p103 

 農業生産基盤整備の推進 p103 
 農業振興地域整備計画全体見直し事業 p103 
 都市農業の充実 p103 

 観光資源の充実・整備事業 p103 
第３節 産業活動の活性化の環境づくり 

 産学官連携推進事業 p105 

 商工見本市の開催（再掲 p98） p105 

 起業家支援事業の推進 p105 

 障害者就労支援事業（再掲 p47） p106 

 

ファミリー・サポート・センターの充実 

（再掲 p39,126） 
p106 

 

シルバー人材センターの充実・シルバー

バンク事業（再掲 p43,129） 
p106 

 就労支援体制の整備 p106 

 勤労者福祉サービスセンターの充実 p106 

 中小企業支援機関との連携（再掲 p101） p106 

 伝統産業活性化事業  
 

第６章 安全・生活基盤の分野 

第１節 都市防災の強化 

 

災害に強いまちづくり計画の策定 

（再掲 p75） 
p107 

 

市有建築物安全安心診断事業の推進 

（再掲 p75） 
p107 

 

橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業

（再掲 p87） 
p107 

 防災体制の充実 p107 

 準用河川改修事業 p107 

 普通河川改修事業 p107 

 高沼用水路整備事業（再掲 p29） p107 

 流域貯留浸透事業 p108 

 警防体制高度化推進事業 p108 

 消防署・所の整備 p108 
第２節 事故や犯罪の防止 

 交通安全施設設置事業 p113 

 あんしん歩行エリアの整備 p113 

 事故危険箇所緊急対策事業 p113 

 歩道整備事業（再掲 p87） p113 

 

交通渋滞解消事業（さいたまの道スムー

ズプラン）（再掲 p87） 
p113 

 消費生活安全事業 p114 

 地域・安心安全ネットの構築・充実 p114 

 青少年の健全育成（再掲 p65） p114 

防犯対策事業 p114 
学校安全ネットワーク事業 p114 

防犯・防災情報メールシステムの構築 p114 
第３節 生活基盤の整備 

上水道老朽管・浄配水場整備更新事業 p117 

上水道施設耐震化事業 p117 
下水道汚水事業 p117 
下水道合流改善事業（浸水対策） p117 

下水道合流緊急改善事業（水質対策） p117 
下水道雨水事業 p117 
下水道老朽管・中継ポンプ場整備更新 p117 

市営住宅建替事業 p118 
(仮)市営春野団地建設事業 p118 
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

（再掲 p44） 
p118 

火葬場・周辺環境整備事業 p118 
葬祭施設・墓地・納骨堂の整備 p118 

 

第７章 交流・コミュニティの分野 

第１節 世界に開かれた都市づくり 

コンベンション事業の推進（再掲 p102） p121 
国際スポーツイベントの開催支援・招致 

（再掲 p67） 
p121 

さいたまシティカップ開催事業 

（再掲 p69） 
p121 

国際交流センター整備事業 p121 
姉妹・友好都市交流の推進 p121 
さいたま・たていわ親善ツーデーマーチ

の開催（再掲 p68） 
p122 

人権啓発と人権教育の推進 p122 
国際理解教育・交流事業（再掲 p60） p123 
世界の恒久平和に貢献する国際理解の推進 p123 

国際化推進事業 p123 
  

第２節 男女共同参画社会の実現 

男女共同参画施策の推進 p125 
男女の人権に対する意識の啓発 p125 
男女共同参画推進基盤の充実 p125 

苦情の申出・処理制度の充実 p126 
政策・方針決定の場への男女共同参画の

推進 
p126 

ファミリー・サポート・センターの充実 

（再掲 p39,106） 
p126 

第３節 ふれあいのある地域社会の形成 

さいたま市民まつりの開催（再掲 p102） p129 

市民活動団体等支援事業 p129 
シルバー人材センターの充実・シルバー

バンク事業（再掲 p43,106） 
p129 

(仮)市民活動サポートセンターの整備 p129 

プラザノース整備事業 p129 
(仮)片柳地区複合公共施設建設事業 p129 
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