
 

 

４．主な事業の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

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> ……………新規事業 

<拡大> …………拡大事業 

<重要> …………重要政策事業 

     

 

 

３キーワード事業 

<子育て> ………子育て支援 

<安心> …………安心・安全 

<環境> …………環境事業 

 

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あることを示

しています。 

 

※注 都市経営戦略会議における「予算編成の集中審議」において、予算の重点配分

を行う事業として決定された事業 

※注 



ページ 事　　業　　名 所管課

22 地球温暖化防止対策事業 環境総務課ほか

緑化推進事業 みどり推進課

23 コミュニティバス運行事業              　　　  (再掲) 交通企画課

交通安全施設設置及び維持管理事業　　　　　　　(再掲) 交通防犯課

24 新クリーンセンター整備事業 新クリーンセンター建設準備室

25 交通環境対策事業(低公害車普及促進事業) 環境対策課ほか

都市公園等整備事業(緑の核づくり公園整備事業) 都市公園課

27 見沼グリーンプロジェクト推進事業 みどり推進課

建築物緑化助成事業 みどり推進課

28 産科医等確保支援事業 健康増進課

さいたま市民医療センター運営費補助事業 健康増進課

29 新型インフルエンザ対策事業　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課ほか

認知症疾患医療センター設置事業 高齢福祉課

30 後期高齢者人間ドック受診助成事業 年金医療課

(仮称)春野地区障害児通園施設整備事業 障害福祉課

31 発達障害者支援センター整備事業 障害者総合支援センター

児童センター整備事業 子育て企画課

32 (仮称)子ども総合センター整備事業 子育て企画課

子ども急患電話相談事業　　　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課

33 特別養護老人ホーム整備費補助金 高齢福祉課

保育所の新設整備事業 子育て企画課ほか

34 地域子育て支援センター整備事業 子育て企画課ほか

特別支援学校放課後児童対策事業 子育て支援課

35 放課後児童健全育成事業 子育て支援課

のびのびルーム事業 子育て支援課

36 児童虐待防止対策事業 子育て支援課ほか

認定こども園整備促進事業 保育課

37 事業所内保育施設推進事業 保育課

認可外保育施設(ナーサリールーム・家庭保育室)運営事業 保育課

38 病児保育事業 保育課

妊婦健康診査事業(妊婦健診公費負担の拡大) 保健総務課

39 ＡＥＤ民間施設普及促進事業　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課

子どもの精神保健相談室運営事業　　 こころの健康センター

特定不妊治療費助成事業 地域保健課

40 産婦・新生児訪問指導　　　　　　　　　　 保健総務課

親子教室の実施 保健総務課

子ども虐待予防家庭訪問事業 保健総務課

41 シルバーバンクの運営　　　　　　　　　　　　　(再掲) 高齢福祉課

障害者生活支援センター事業 障害福祉課

グループホーム・生活ホーム補助事業 障害福祉課

42 障害福祉サービス安定化事業(市単独) 障害福祉課

障害者就労支援事業 障害者総合支援センター

（　　主な事業概要の目次　　）

（１）安らぎと潤いある環境を守り育てる

（２）子育てを応援し、だれもが健やかに安心して暮らせる
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ページ 事　　業　　名 所管課
43 子育て支援医療費助成事業 年金医療課

ハローエンゼル訪問事業　　　　　　　　 子育て支援課

子どもショートステイ事業 子育て支援課

44 子育てヘルパー派遣事業 子育て支援課

高等技能訓練促進費等事業 子育て支援課

放課後子ども教室推進事業 子育て支援課

45 私立幼稚園預かり保育事業 保育課

私立幼稚園運営費補助事業 保育課

46 トワイライトステイ事業 保育課

２４時間いじめ相談窓口　　　　　　　　　　  　(再掲) 指導２課

教育相談推進事業　　　　　　　　　　　　　 　 (再掲) 指導２課

47 特定検診・特定保健指導事業 国民健康保険課ほか

介護保険事業 介護保険課

48 駒場運動公園改修事業 都市公園課

理科支援員等配置事業 指導１課

49 特別支援学校整備事業 指導２課

市立養護学校・内野地区公民館整備事業 指導２課

50 全国生涯学習フェスティバル事業 生涯学習振興課

小中学校校舎耐震改築事業 学校施設課

51 公共施設耐震化事業(小中高等学校耐震補強事業) 学校施設課

給食施設整備事業 学校施設課ほか

少人数指導サポート事業 教職員課

52 学校・学級支援員配置事業 指導２課

学校防犯体制整備事業　　　　　　　　　　　　　(再掲) 健康教育課

(仮称)サッカープラザ整備事業 スポーツ企画課

53 盆栽関連施設等整備事業(盆栽文化・活用事業) 文化振興課

54 (仮称)岩槻人形会館整備事業 文化振興課

55 スポーツ文学賞事業 文化振興課

56 美園地区小学校建設事業 学校施設課

桜木小学校校舎改築事業 学校施設課

57 つばさ小学校の開校 学校施設課

小学校校庭芝生整備事業 学校施設課

学校図書館司書の配置 教職員課

58 「自分発見！」チャレンジさいたま推進事業 指導１課

小学校体育授業サポーター派遣事業 指導１課

59 英語教育充実事業 指導１課

２４時間いじめ相談窓口　　　　　　　　　　　　(再掲) 指導２課

教育相談推進事業　　　　　　　　　　　　　　　(再掲) 指導２課

60 学校安全ネットワーク事業　　　　　　　　　　　(再掲) 健康教育課

情報教育の充実事業(校内ＬＡＮ整備) 教育研究所

61 (仮称)谷田地区公民館整備事業 生涯学習総合センター

62 コミュニティバス運行事業　　　   　　　　　 　(再掲) 交通企画課

63 地下鉄７号線延伸促進事業 地下鉄７号線延伸対策課

交通バリアフリー推進事業(駅エレベーター設置事業) 交通企画課

公共交通ネットワーク計画事業 交通企画課

（４）人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる

（３）一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む
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ページ 事　　業　　名 所管課
64 組合施行等土地区画整理支援事業 区画整理支援課

指扇駅周辺整備推進事業 指扇まちづくり事務所ほか

65 日進駅周辺まちづくり推進事業 大宮北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 浦和西部まちづくり事務所

66 岩槻駅舎改修事業 岩槻まちづくり事務所

市施行土地区画整理事業 各まちづくり事務所

70 都市再生機構施行土地区画整理事業 各まちづくり事務所

71 浦和駅周辺鉄道高架推進事業 鉄道高架整備課

浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業 浦和駅周辺まちづくり事務所

72 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業 大宮駅東口まちづくり事務所

大宮駅東口都市再生プラン推進事業 大宮駅東口まちづくり事務所

73 大宮駅西口駅前広場改修事業 道路環境課

橋りょうの整備、保全　　　　　　　　　　　　　(再掲) 道路環境課

74 暮らしの道路整備事業及びスマイルロード整備事業 道路環境課

広域幹線道路・市内幹線道路の整備 道路計画課

75 中小企業資金融資事業 産業展開推進課

コムナーレ賑わい創出事業　　　　　　　　　　　(再掲)　 コムナーレ事業統括監

産業振興ビジョンの推進 経済政策課

早期起業家教育事業 経済政策課　

76 中小企業支援事業 経済政策課ほか

戦略的企業誘致の推進 産業展開推進課

77 さいたま市テクニカルブランド企業認証事業 産業展開推進課

企業活動の国際化推進事業 産業展開推進課

(仮称)キャリアサポート事業 労働政策課

78 伝統産業活性化事業 商工振興課

商工見本市の開催 商工振興課

79 駅前にぎわい推進事業 商工振興課

都市農業の充実(担い手育成事業) 農業政策課

指扇北土地改良事業 農業環境整備課

80 災害用マンホール型トイレ整備事業 防災課

地域防災リーダー養成事業 防災課

81 新型インフルエンザ対策事業　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課ほか

食品安全強化プロジェクト 生活科学課

宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地の変動予測) 開発調整課

82 防災行政無線整備事業 防災課

83 避難場所夜間運営訓練の実施 防災課

子ども急患電話相談事業　　　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課

84 ＡＥＤ民間施設普及促進事業　　　　　　　　　　(再掲) 健康増進課

さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業　　　　　　 建築総務課

85 公共施設耐震化事業　　　　　　　　　　　 保全管理課ほか

86 学校防犯体制整備事業　　　　　　　　　　　　　(再掲) 健康教育課

学校安全ネットワーク事業　　　　　　　　　　　(再掲) 健康教育課

自主防災組織の育成・支援 防災課

八都県市合同防災訓練等の実施 防災課

87 防災情報等の提供 安心安全課ほか

（５）産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める

（６）安全を確保し、市民生活を支える
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ページ 事　　業　　名 所管課
87 災害用備蓄事業 防災課

88 被害想定調査の実施 防災課

防犯対策事業 交通防犯課

交通安全施設設置及び維持管理事業　　　　　　　(再掲) 交通防犯課

89 消費生活相談の充実 消費生活総合センター

橋りょうの整備、保全　　　　　　　　　　　　　(再掲) 道路環境課

90 河川改修の推進 河川課

市営春野団地建設事業 住宅課

91 住宅防火対策推進事業 消防局総務課ほか

消防署・所の整備 消防局総務課ほか

92 特殊車両の整備 警防課

93 水道施設整備事業 水道局

鉛給水管解消事業 水道局

有効率向上対策事業 水道局

94 公共下水道の整備 下水道計画課

95 (仮称)世界公開大学シンポジウムの開催 観光政策室

市民のＩＴ活動の支援 情報政策課

96 国際化推進事業 国際課

姉妹・友好都市交流事業 国際課

コムナーレ賑わい創出事業　　　　　　　　　　　(再掲) コムナーレ事業統括監

97 市民提案型協働モデル事業 コミュニティ課

市民活動団体等支援事業 コミュニティ課

98 シルバーバンクの運営　　　　　　　　　　　　　(再掲) 高齢福祉課

さいたま市民まつり事業 観光政策室

99 庁舎整備基金積立金 企画調整課

債権回収対策事業 債権回収対策課

エルタックスによる電子申告事業 税制課

100 谷田・東岩槻市民の窓口支所化 市民総務課

さいたまんが発行事業 広報課

情報システム最適化事業(基幹系システムオープン化事業) 情報政策課

101 電子市役所の構築 情報政策課

区まちづくり推進事業 区政推進課

（８）効果的で効率的な行財政運営を進める

（７）理解を深め合い、多彩な交流を広げる
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