
さいたま市の組織と主な業務内容

──────────秘書課………………………秘書に関することなど
─総合政策部───企画調整課…………………新市建設計画の進行管理、広域行政など　　

──広報広聴課…………………市政の広報、市長への提案制度など
──情報推進課…………………情報化の推進など
──交通政策課…………………新交通システムの調査・検討など
──スポーツ企画課……………スポーツ施策の企画・振興、スポーツイベントの

開催・支援など
──総合政策担当………………… 重要施策及び特命事項の調査・研究など
──政令指定都市準備室………… 政令指定都市化の推進、区制等の準備など

─総務部─────総務課………………………儀式・式典、条例・規則等の審査、文書管理など　
印刷所

──人事課………………………職員の人事管理、給与など　　　
──厚生課………………………職員の福利厚生、労働安全衛生など
──システム管理課……………電子計算機の管理・運用など
──行政管理課…………………行政組織、行政改革など　　
──市政情報課…………………情報公開・個人情報保護制度、統計調査、歴史資

料の収集など
──防災課………………………防災計画、防災対策に関すること

防災センター
──人権同和対策課……………同和対策、人権啓発など

隣保館
──国体準備室…………………第59回国民体育大会の開催準備に関すること
──職員研修センター　　
──研修課………………………職員研修の企画・実施など

─財政部─────財政課………………………予算の編成・執行管理、財政計画など　
──税制課………………………税務行政の企画、特別徴収の個人市民税及び特別

土地保有税の調査・賦課など
──収納対策課…………………収納事務の企画、特別滞納整理対策など
──管財課………………………財産の管理・処分、庁舎の維持管理など
──契約１課……………………建設工事及び建設工事に伴う業務委託に係る業者

登録・入札など
──契約２課……………………物品購入に係る業者登録・入札など
──用地課………………………公共用地の取得など
──工事検査担当………………… 各種工事の検査に関すること

─市民文化部───市民総務課…………………コミュニティ施設の整備・管理、市民参加など
新治ファミリーランド、与野本町コミュニティセンター、上峰コミ
ュニティホール、西与野コミュニティホール、盆栽四季の家、大宮
ソニック市民ホール

─環境部─────環境総務課…………………環境保全施策の企画・推進、省エネルギー対策、
自然保護など　　

──環境対策課…………………公害防止対策など
──廃棄物対策課………………一般廃棄物の収集運搬の許可、分別収集の企画・

推進など
──環境施設課…………………廃棄物処理施設の整備など　
──リサイクル推進課…………廃棄物の減量化、リサイクル活動の推進など　　

東清掃事務所、西清掃事務所、東部環境センター、西部環境センター、
クリーンセンター与野、クリーンセンター西堀、大宮南部浄化センター、
環境整備センター、東部リサイクルセンター

クリーンセンター大崎 鈴谷清掃工場

─経済部─────商工観光課…………………商工業の振興、観光事業の企画・推進など
産業振興会館、産業文化センター

──経済労政課…………………中小企業資金融資、勤労者の福祉施策の企画・推
進、公営競技など　　

──農政課………………………農林水産業の振興、土地改良事業の推進など
女性・労働福祉会館、勤労女性ホーム、勤労女性センター、
農業者トレーニングセンター、見沼グリーンセンター（農村広場）、
大宮花の丘農林公苑、食肉中央卸売市場、と畜場

─都市計画部───都市政策課…………………環境共生都市の実現、防災都市計画等の企画・推
進など

──都市交通課…………………都市交通体系の企画・調整、駐車場・自転車駐車
場の整備など

──都市計画課 …………………都市計画の決定・変更、高速埼玉東西連絡道路・
中央連絡道路の整備促進など

──まちづくり課………………地区計画等の推進、まちづくり活動の支援、都市
景観形成の推進など

──みどり課……………………緑化の推進、生産緑地など
──公園課………………………都市公園等の建設・維持修繕など

三橋プール、下落合プール、大戸南プール
──開発調整課…………………開発行為の許可・指導など

公園管理事務所

─都市開発部───都市開発課…………………市街地再開発事業の企画・推進、駅周辺市街地再
開発構想の推進など

──都市整備課 …………………さいたま新都心の整備促進、北浦和バスターミナ
ル整備事業の推進など

──地域整備課…………………土地区画整理事業以外の面的整備の計画・推進など

部 課・室 主な業務内容 部 課・室 主な業務内容



──区画整理課…………………土地区画整理事業の計画・推進など　　
七里事務所、中川事務所、指扇事務所

浦和駅西口南開発事務所、浦和駅鉄道高架整備推進事務所、浦和東部区画整理
事務所、浦和東部東地域まちづくり事務所、大宮北部まちづくり事務所、深作
土地区画整理事務所、与野駅西口開発事務所、南与野駅西口開発事務所
浦和駅東口開発事務所
大宮駅東口開発事務所
大宮駅西口開発事務所
浦和西部開発事務所

─建設部─────道路管理課…………………道路の認定・廃止、道路案内標識の整備など
──道路建設課…………………道路の新設、橋りょうの架け替え・修繕など　　
──街路課………………………都市計画道路の整備など
──道路計画課…………………道路・橋りょうの整備計画など
──道路用地課…………………道路の用地取得など
──技術管理課…………………土木・建築技術の管理など　　
──住宅課………………………市営住宅等の整備、住宅施策の企画など
──営繕課………………………公共建築物の設計・工事監理・監督など
──建築行政課…………………建築基準法に基づく許可等、中高層建築物の調整、

紛争予防など
北部道路事務所、南部道路事務所

─下水道河川部──下水道業務課………………水洗便所改造資金の貸付けなど
─下水道管理課………………公共下水道・都市下水路の維持管理など
─下水道整備１課……………公共下水道・都市下水路の計画・整備（旧浦和・

与野市域を担当）など
─下水道整備２課……………公共下水道・都市下水路の整備（旧大宮市域を担

当）など
─河川管理課 …………………河川・水路の改修など
─河川計画課…………………河川計画、総合治水対策、河川環境整備など
大宮南部下水処理センター、浦和東部下水道事務所

──交通安全課…………………交通安全対策、放置自転車対策など
──文化振興課…………………文化行政の企画、文化施設の整備・運営など

恭慶館、漫画会館
──男女共生推進課……………男女共同参画社会の推進など
──国際交流課…………………国際交流の推進など
──浦和西部地域複合施設……浦和西部地域の中核施設・体育施設の建設に関す

建設準備室 ること
── 大宮北部地域複合施設建設準備室… 大宮北部地域の複合施設の建設に関すること

プラザイースト、西部文化センター、浦和岸町コミュニティセンター、
南浦和コミュニティセンター、東大宮コミュニティセンター、宮原コミュニティ
センター、七里コミュニティセンター、浦和消費生活センター、大宮消費生活
センター、南郷ふるさとの施設、海浜保養施設しらさぎ荘、見沼ヘルシーラン
ド、六日町山の家、車両対策事務所、文化センター、さいたま市民会館うらわ、
さいたま市民会館おおみや、大宮工房館、氷川の杜文化館、女性総合センター

─福祉部─────福祉総務課…………………福祉行政の総合調整、社会福祉諸団体との連絡調
整、福祉施設の計画・整備など

──高齢福祉課…………………高齢者福祉施策の企画、介護保険の運営など　　
老人福祉センター（４）、老人憩いの家（10）、老人憩いの家分館、
与野在宅介護支援センター、大砂土デイサービスセンター、
与野本町デイサービスセンター、上峰デイサービスセンター

──障害福祉課…………………障害者福祉施策の企画、障害者福祉施設の整備など
みのり園、かやの木作業所、みずき園、さくら草学園、杉の子園

──児童福祉課…………………児童福祉施策の企画、児童福祉施設の整備、児童
相談所の開設準備など

保育園（57）、児童センター（13）、放課後児童クラブ（52）、
けやき荘、こすもす荘

──国保年金課 …………………国民健康保険・国民年金の運営など　　
浦和ふれあい館、大宮ふれあい福祉センター、老人福祉センター和楽荘、老人
福祉センター寿楽荘、健康福祉センター西楽園、老人福祉施設年輪荘、養護老
人ホーム富士見園、原殿園、大崎むつみの里、障害者福祉施設春光園、日進職
業センター
心身障害総合センターひまわり学園
グリーンヒルうらわ

─保健衛生部───健康増進課…………………健康増進施策の企画、看護婦（士）養成施設の整
備など

──生活衛生課…………………墓地・納骨堂・火葬場の経営許可など
ひかり会館

──保健所準備室………………保健所の開設準備に関すること
片柳東部整備事務所、浦和斎場管理事務所、思い出の里市営霊園事務所、大宮
火葬場
高等看護学院
浦和保健センター 保健室（4）
大宮保健センター 市民医院大宮
与野保健センター



─総合行政 ───── 地域総務課…………………寄附募集の届出、要望等の受付、情報公開請求の
センター 受付等、庁舎管理など
（浦和・大宮・与野） ─ 地域推進課…………………自治会、保養施設の予約、市民相談など

─市民課………………………住民異動・戸籍等の届出、印鑑登録、外国人登録、
埋葬・火葬・改葬の許可など

市民の窓口（10）、大戸出張所、連絡所（3）
支所（12）・出張所（６）……住民異動・戸籍等の届出、印鑑登録、市税等の収

納など
─── 地域経済課…………………商工農業の指導育成、商工農業に係る申請書類の

受付、中小企業資金融資の受付など
─生活環境課…………………狂犬病予防、害虫駆除、公害の苦情処理など
─交通保安課…………………交通安全の啓発、公衆街路灯・カーブミラーの管

理、交通・学童災害共済など
─── 市民税課……………………市税の証明、普通徴収の個人市民税の賦課、法人

市民税等の賦課、原動機付自転車の登録など
─資産税課……………………固定資産税・都市計画税の賦課、課税台帳の縦覧、

公図の閲覧など
─収納課………………………市税の督促・収納、納税相談など

─── 社会福祉課…………………生活保護、民生委員・児童委員、り災救助、戦没
者遺族等の援護など　

─いきいき長寿課 ……………高齢者福祉施設への入所、在宅福祉サービス、老
人クラブの育成、敬老事業など

─障害者支援課………………身体障害者手帳等の交付、心身障害者手当等の支
給、障害児者施設への入所など

─子育て支援課………………児童手当等の支給、保育園への入園、放課後児童
の健全育成など

─福祉医療課…………………乳幼児医療費、重度心身障害児者医療費等の助成、
老人医療費など　　

─あんしん介護課……………介護認定、介護保険料の賦課・収納、介護給付など
─国民健康保険課 ……………保険給付、保険税の賦課・収納など
─国民年金課…………………資格の取得・喪失・異動、保険料の収納など

─── 管理課………………………まちづくり相談、都市計画道路・用途地域等の指
導、都市計画関係証明書の発行など

─土木課………………………道路の維持修繕・管理、屋外広告物の撤去、道
路・水路等の境界確認など

─下水道水路課………………下水道使用料の賦課・収納、水洗便所改造資金貸
付の受付など

─── 建築課………………………市営住宅等の管理・入居者募集、公共建築物の設
計・工事監理・監督など

─開発指導課…………………開発行為の許可・指導など
─建築指導課…………………建築・道路相談、違反建築物の指導、道路位置指

定など　　　　　　
─建築審査課…………………建築確認、彩の国の家住まいるローン、住宅金融

公庫融資住宅の審査など

水道部─────総務課 ………………………庁舎管理、文書管理、公印管理など　
─経営企画課…………………重要施策の企画、節水及び渇水対策の統轄、水道

水道記念館 モニター、広報など
─情報システム課……………電子計算組織の運用・管理、ＯＡ化推進など
─職員課………………………職員の人事管理、給与、福利厚生、研修など　　　
─経理課………………………水道事業会計予算の編成・執行管理・決算、現金

等の出納保管など　
─管財課………………………財産の管理・処分、契約事務、工事検査など

───────営業管理課………………… 営業所間の総合調整、給水装置工事事業者の指定など
─給水工事課………………… 給水装置工事の設計審査・検査、開発給水の審査など
営業所………………………諸届の受理、水道料金の収納、水道メーターの検

針など
───────維持管理課…………………配水管等の移設・切回し工事、漏水調査など

─工務課………………………配給水管等の修繕など
─配水課………………………配水施設・電気設備等の管理など
─東部、西部配水事務所……浄・配水場の運転管理など
─水質検査課…………………原水・浄水の水質検査など
─計画課………………………水道事業計画、配水管の道路占用許可など
─設計課………………………水道施設工事、消火栓設置工事の設計など
─建設課………………………水道施設工事、消火栓設置工事の施工など

教育委員会事務局
─学校教育部───教育総務課…………………教育委員会会議、市費職員の人事管理、文書管理

など　
─教育企画課…………………教育行政計画の企画、教育に関する調査・統計、

広報など
─財務課………………………教育費予算の総括、学校予算経理、学校施設の整

備・管理など
─用度課………………………物品契約・調達など
─学事課………………………交通遺児等奨学金、就学奨励金、育英資金、通学

路・通学区域など
─教職員課……………………教職員の人事管理、学級編制など
─指導１課……………………幼稚園・小・中学校の学習指導・教科書採択、学

校訪問など
─指導２課……………………高校・養護学校・特殊学級の学習指導・教科書採

択、生徒指導の指導・助言など
─教育国際交流課……………教育国際交流、帰国児童・生徒、外国人生徒に関

することなど
─健康教育課…………………学校保健・学校給食の指導助言、児童生徒の健康

診断など
教育研究所…………………教育に関する調査・研究、教育関係職員の研修、

教育相談など
中尾第一学校給食センター

中尾第二学校給食センター
日進学校給食センター

堀崎学校給食センター

部 課・室 主な業務内容 部 課・室 主な業務内容

（浦和・大宮・与野）

（浦和・大宮・与野）



与野本町学校給食センター
鈴谷学校給食センター

─生涯学習部───生涯学習振興課……………生涯学習事業の企画・実施、生涯学習情報の収
集・提供など

─社会教育課 …………………社会教育施設の整備、公民館事業の指導・助言など
五反田会館

─青少年課……………………青少年の健全育成、青少年教育施設の整備など
─文化財保護課………………文化財の調査・保存、埋蔵文化財の発掘調査など
─体育課………………………スポーツ施設の整備、スポーツ教室・大会の企

画・運営など
北浦和図書館（東高砂分館）、南浦和図書館、東浦和図書館、大宮図書館、
大宮西部図書館（三橋分館）、大宮東図書館、春野図書館、七里図書館、
宮原図書館、与野図書館（南分館、西分館）
北浦和視聴覚ライブラリー、大宮視聴覚ライブラリー、与野視聴覚ライブラリー
青少年宇宙科学館、宇宙劇場
浦和中央公民館（浦和地区公民館・28）、大宮中央公民館（大宮地区公民館・18）、
与野中央公民館（与野地区公民館・4）
舘岩少年自然の家　　赤城少年自然の家
市立博物館　　浦和博物館
浦和くらしの博物館民家園　 旧坂東家住宅見沼くらしっく館、鴻沼資料館、

旧高野家離座敷
うらわ美術館
浦和駒場体育館、浦和勤労者体育センター、大宮体育館、与野体育館、大宮武道館
教育行政センター …………教育総合案内、就学援助の受付、各種スポーツ教

室等の申込受け付けなど
高等学校（４）、中学校（47）、小学校（86）、養護学校、幼児教育センター付
属幼稚園

議会事務局───総務課………………………議員の身分、儀式・交際、議長・副議長の秘書など
─議事課………………………議決事項の処理、会議録の整備・保管など
─調査課………………………法令・議案・市政の調査、議会広報など

選挙管理委員会事務局
─総務課………………………委員会会議、選挙啓発など
─選挙課………………………投票区・開票区の設定・改廃、選挙の執行管理など

公平委員会 ……………………………………… 職員の勤務条件に関する措置の要求等の審査など

監査事務局───総務課………………………監査・検査・審査の計画、工事監査など
─監査課………………………定期監査、出納検査、決算審査、行政監査など

農業委員会事務局…………………………………総会・部会の運営、広報など
事務所………………………農地の権利移動・転用、農業者年金など

固定資産評価審査委員会 ……………………… 固定資産課税台帳に関する不服の審査決定など

─市立病院──診療部 内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神
経外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿
器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線
科、麻酔科、救急科、周産期母子医療センター、
薬剤科、中央放射線科、理学療法科、中央検査科、
臨床工学科、栄養科

─看護部 …………………………… 入院・外来患者の看護など
─事務局──庶務課 ……………… 職員の人事管理、福利厚生、院内環境衛生など

─財務課 ……………… 予算・決算、物品の契約・購入など
─医事課 ……………… 使用料等の収納、診療報酬の計算など

─消防本部────消防総務課 …………………消防計画の策定、消防署・所の整備など
──職員課………………………職員の人事管理、給与、福利厚生、研修など
──管理課………………………消防施設の整備・維持管理、消防車両の整備など
──消防団課……………………団員の人事管理、消防団の施設・車両等の維持管

理など
──予防課………………………火災予防広報、住宅防火対策、火災統計など
──指導課………………………防火管理者の育成、危険物の規制など
──査察課………………………防火対象物の査察、防火基準適合表示、違反処理

など
──警防課………………………消防水利の設置・維持管理、救助業務の企画、総

合訓練など
──救急課………………………応急手当の普及推進、救命講習、救急高度化事業

の推進など
──指令課………………………消防緊急情報システムの整備、災害通報受信、出

場指令、火災警報の発令など
─消防署（7）
─管理指導課…………………建築確認等の同意、危険物施設の許可・認可、防

火対象使用開始届出等の受理・検査など
─消防１課・消防２課………消火・救急・救助活動、消防訓練の指導、火災調

査など
出張所（14）

出納室─────出納課………………………現金・基金・有価証券等の出納・保管、決算書の
調製など

──審査課………………………支出証拠書類の審査など
──会計課………………………現金の出納・保管、支出証拠書類の審査、
（各総合行政センター内） 物品の出納・保管など

（浦和・大宮・与野）

（浦和・大宮）


