
 

４ 各局運営方針(案)及び主な事業の概要 

 

 

 

 

 

 

予算編成過程の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡     例 

 

１ 各局運営方針（案） 

  ｢各局運営方針（案）｣は、平成２２年度における各局の事業展開の方向性を

示したものです。各局はこの方針に基づき、自らが創意工夫をし、効率的･効果

的な事業の推進と市政運営の透明性に努めます。 

 

２ 主な事業の概要 

 ① 事業名の上段に記載されている記号は、それぞれ次の事業を示します。 

<新 規> ………………新規事業 

<拡 大> ………………拡大事業 

<倍増プラン> …………「しあわせ倍増プラン2009」対象事業 ※注 

② 事業名欄の所管課（括弧書き）の下段に財源構成が記載されていない場合

は、財源のすべてが一般財源です。 

 

※注 平成２１年度から平成２４年度までに、さいたま市が重点的に取り組むべ

き施策を盛り込んだ計画 
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

－ 市長公室　平成22年度局運営方針(案) 22
市長公室 秘書課 市長定例記者会見の拡充 23

－ 行財政改革推進本部　平成22年度局運営方針(案) 24
行政改革チーム 行政改革推進事業

無駄ゼロ改革チーム 無駄ゼロ改革推進事業

民間力活用チーム 民間力活用推進事業

－ 政策局　平成22年度局運営方針(案) 26
大学コンソーシアム構築事業

自治基本条例制定事業

庁舎整備基金積立金

さいたまシティ・アイデンティティ(ＳＣＩ)創出事業

地下鉄７号線延伸促進事業

埼玉高速鉄道線支援事業

第三次情報化計画策定事業

基幹系システムオープン化事業

さいたま市スポーツ振興まちづくり計画策定事業

さいたま新都心第８－１Ａ街区公共公益施設整備事業

多目的広場整備事業 32
都市経営戦略室 ｢しあわせ倍増プラン２００９｣評価検証事業 33

－ 総務局　平成22年度局運営方針(案) 34
｢広報(情報提供)マスタープラン｣策定事業

歴史資料収集整理・保存・活用事業

災害用マンホール型トイレ整備事業

防災行政無線整備事業

災害時要援護者支援事業

洪水ハザードマップの作成

自主防災組織強化・育成事業

－ 財政局　平成22年度局運営方針(案) 38
財政局 収納対策課

出納室 出納課

－ 市民局　平成22年度局運営方針(案) 40
防犯対策事業

交通安全施設設置及び維持管理事業

コミュニティ課 マッチングファンド事業 43

37

27

28

29

30

31

35

36

市税の納付方法の拡大事業 39

交通防犯課 42

企画調整課

市政情報課

目           次

防災課

情報政策課

スポーツ企画課

地下鉄７号線延伸対策課

総務局

25行財政改革推進本部

政策局

市民局
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

タウンミーティングの開催 43
(仮称)武蔵浦和コミュニティセンター整備事業

南区役所等整備事業

区役所あり方見直し事業

区まちづくり推進事業

消費生活総合センター 消費生活安全事業

文化都市創造条例制定事業

文化芸術事業費配分事業

(仮称)岩槻人形会館整備事業

男女共生推進課 男女共同参画推進事業

－ 保健福祉局　平成22年度局運営方針(案) 48
健康増進課 小児救急医療事業

健康増進課、地域保健課 健康づくり事業

健康増進課ほか 新型インフルエンザ対策事業

健康増進課 産科医等確保支援事業

食品安全推進課ほか 食品安全強化プロジェクト事業

思い出の里市営霊園事務所 第３期立体墓地整備事業 51
緊急特別住宅手当支給事業

就労支援・自立支援対策事業

(仮称)シルバー元気応援ショップ事業

老人福祉施設等施設建設補助事業

ホームヘルパー２級資格取得支援事業

高齢者サロン事業

宅配食事サービス事業

地域包括支援センターの拡充

ノーマライゼーション条例制定事業

障害者総合支援計画の策定

超重症心身障害児短期入所等促進事業 57
障害福祉サービス安定化事業

(仮称)春野地区障害児通園施設整備事業

障害者援護施設整備促進事業

年金医療課 子育て支援医療費助成事業

子育て企画課 子ども総合条例等制定事業

子育て支援課、保育課 地域子育て支援センター整備事業

子育て支援課ほか 児童虐待防止対策事業 61
子育て支援課 児童手当等給付事業 62

59

60

54

55

56

58

49

50

52

53

45

46

47

コミュニティ課

44

区政推進課

保健福祉局

市民局

障害福祉課

介護保険課

高齢福祉課

福祉総務課

文化振興課
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

私立幼稚園運営費補助事業 62
幼稚園就園奨励事業

民間保育所等運営事業

ナーサリールーム事業

病児保育事業

民間保育所等施設整備推進事業

公立保育園園庭芝生化事業

放課後児童健全育成事業 66
放課後チャレンジスクール推進事業
(旧放課後子ども教室推進事業)
児童センター整備事業

新型インフルエンザワクチン低所得者負担軽減対策事業

妊婦・乳幼児健康診査事業

特定不妊治療費助成事業 69
－ 環境局　平成22年度局運営方針(案) 70

地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業

交通環境対策課ほか グリーンニューディール基金活用事業

交通環境対策課 E-KIZUNA Projectなどの実施 72
各清掃事務所 塵芥収集車への次世代自動車導入事業

環境施設課 旧クリーンセンター与野解体事業

新クリーンセンター建設準備室 新クリーンセンター整備事業 74
西部環境センター ごみ減量・リサイクル推進事業 75

－ 経済局　平成22年度局運営方針(案) 76
ＣＳＲ活動支援事業

コミュニティビジネス支援事業

ものづくり企業・人材育成支援事業

労働政策課 就労支援体制整備事業

労働政策課ほか ふるさと雇用再生基金・緊急雇用創出基金事業 79
中小企業資金融資事業

さいたま市テクニカルブランド企業認証事業

戦略的企業誘致の推進 81
産業展開推進課、労働政策課 中小企業支援事業 82
商工振興課 商店街街路灯照明ＬＥＤ化

市民農園推進事業

地産地消事業

スポーツコミッション事業

観光イベント調査検討事業

83

84

73

77

78

80

65

67

68

71

63

64

保育環境整備室

観光政策課

経済局

青少年育成課

地域保健課

環境局

経済政策課

農業政策課

産業展開推進課

保健福祉局

保育課
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

観光政策課 咲いたまつり事業 84
国際課 (仮称)国連軍縮さいたま会議の開催 85

－ 都市局　平成22年度局運営方針(案) 86
交通企画課 交通バリアフリーの推進

都市施設課 自転車駐車場整備事業

都市公園等整備事業 88
駒場運動公園改修事業 89
見沼グリーンプロジェクト推進事業

さいたま新都心まちびらき10周年事業

緑のカーテン事業 91
浦和西部まちづくり事務所 武蔵浦和駅第１街区市街地再開発事業 92
岩槻まちづくり事務所 岩槻駅舎改修事業

鉄道高架整備課 浦和駅周辺鉄道高架化事業

大宮駅東口まちづくり事務所 氷川緑道西通線整備推進事業 94
－ 市施行土地区画整理事業 95

大宮北部まちづくり事務所 深作西部土地区画整理事業

大宮駅西口まちづくり事務所 大宮駅西口第四土地区画整理事業

与野まちづくり事務所 南与野駅西口土地区画整理事業

東浦和まちづくり事務所 東浦和第二土地区画整理事業

浦和東部まちづくり事務所 浦和東部第一特定土地区画整理事業

与野まちづくり事務所 与野駅西口土地区画整理事業

江川土地区画整理事業

南平野土地区画整理事業

岩槻駅西口土地区画整理事業

指扇まちづくり事務所 指扇土地区画整理事業

区画整理支援課 組合施行等土地区画整理支援事業 100
－ 都市再生機構施行土地区画整理事業

浦和東部まちづくり事務所 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業

指扇まちづくり事務所 大宮西部特定土地区画整理事業

－ 建設局　平成22年度局運営方針(案) 102
暮らしの道路整備事業及びスマイルロード整備事業

橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業

あんしん歩行エリア整備・事故危険箇所緊急対策事業

道路計画課 広域幹線道路・市内幹線道路の整備

高沼用水路整備事業

東宮下調節池整備事業
105

99

101

103

104

93

96

97

98

87

90
みどり推進課

経済局

岩槻まちづくり事務所

建設局

河川課

都市公園課

都市局

道路環境課
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

河川課 河川改修の推進 106
建築総務課 さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業 107
保全管理課ほか 市有建築物保全事業(市有建築物耐震化) 108

下水道汚水事業

下水道浸水対策事業

下水道施設老朽化対策事業

－ 消防局　平成22年度局運営方針(案) 110
(仮称)緑消防署等複合施設の整備 111
大宮消防署下町出張所の整備

予防課 住宅防火対策推進事業

出納室 － 出納室　平成22年度局運営方針(案) 113
－ 教育委員会事務局　平成22年度局運営方針(案) 114

教育総務課 さいたま土曜チャレンジスクール推進事業

学校施設課ほか 地上デジタル放送設備改修事業

太陽光発電設備設置事業

緑のカーテン事業

校庭芝生化事業 117
小・中・高等学校耐震補強事業 118
小・中学校校舎耐震改築事業 119
美園地区小学校新設事業 120

教職員課 少人数指導サポート事業

未来(みら)くる先生ふれ愛推進事業

なわとび・逆上がりプロジェクトの推進

小学校体育授業サポーター派遣事業

英語教育充実推進事業

心のサポート推進事業

特別支援教育の充実

特別支援学校整備事業 123
学校教育における食育の推進

学校防犯体制整備事業

教育研究所 教育情報ネットワーク推進事業

親の学習事業

(仮称)内野地区公民館整備事業

尾間木公民館移転事業

領家公民館改築事業

中央図書館管理課 (仮称)武蔵浦和図書館整備事業 127

指導１課

116

126

学校施設課

121

122

124

125

109

112

115

建設局

教育委員会事務局

指導２課

施設課

生涯学習総合センター

消防局

健康教育課

下水道計画課
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所管局等 所管課所 事　　　業　　　名　　　等 ページ

議会局 － 議会局　平成22年度局運営方針(案) 128
選挙管理委員会事務局 － 選挙管理委員会事務局　平成22年度局運営方針(案) 129
人事委員会事務局 － 人事委員会事務局　平成22年度局運営方針(案) 130
監査事務局 － 監査事務局　平成22年度局運営方針(案) 131
農業委員会事務局 － 農業委員会事務局　平成22年度局運営方針(案) 132
市立病院 － 市立病院　平成22年度局運営方針(案) 133

水道局　平成22年度局運営方針(案) 134
社会福祉就労支援事業

水道施設整備事業

鉛給水管解消事業

有効率向上対策事業

135水道局
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