
４　掲載事業一覧

基本目標　Ⅰ　快適で暮らしやすいまち【都市基盤】
施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ

1 101 駅北口土地区画整理推進 建設部 駅北口土地区画整理事業事務所 投資的事業 16
102 駅北口土地区画整理推進（駅北） 建設部 駅北口土地区画整理事業事務所 投資的事業 17

2 201 和光北インター地域土地区画整理組合活動支援 建設部 都市整備課 投資的事業 18
202 和光北インター東部地区まちづくり推進 建設部 都市整備課 投資的事業 19

3 301 景観形成推進 建設部 都市整備課 経常的事業 20
4 401 越後山土地区画整理組合活動支援 建設部 都市整備課 投資的事業 21

402 白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援 建設部 都市整備課 投資的事業 22
407 都市基盤整備基金積立 建設部 都市整備課 臨時的事業 22
411 和光市都市計画マスタープラン策定 建設部 都市整備課 臨時的事業 23

5 501 建築業務 建設部 建築課 経常的事業 24
502 都市計画業務 建設部 都市整備課 経常的事業 25
504 既存住宅耐震診断・改修助成 建設部 建築課 投資的事業 25

6 601 道路管理 建設部 道路安全課 経常的事業 26
602 道路維持 建設部 道路安全課 経常的事業 27
603 水路管理・改修 建設部 道路安全課 投資的事業 27
604 道路整備 建設部 道路安全課 投資的事業 28
605 道路補修 建設部 道路安全課 投資的事業 28
606 駅南口広場維持管理 建設部 都市整備課 経常的事業 29

7 701 交通安全対策 建設部 道路安全課 経常的事業 30
702 交通安全施設整備 建設部 道路安全課 投資的事業 31
703 駅南口自転車駐車場管理運営 建設部 道路安全課 経常的事業 31
704 駅南口自転車駐車場施設整備 建設部 道路安全課 投資的事業 32
705 放置自転車対策 建設部 道路安全課 経常的事業 32
706 通学路安全対策 建設部 道路安全課 投資的事業 33

8 34
9 901 公園整備 建設部 都市整備課 投資的事業 35

903 アーバンアクア公園整備 建設部 都市整備課 投資的事業 36
905 公園管理 建設部 都市整備課 経常的事業 36

10 37
11 1101 浄水場施設改良 上下水道部 水道施設課 投資的事業 38

1102 給配水管整備 上下水道部 水道施設課 投資的事業 39
1103 水道料金徴収事務事業 上下水道部 企業経営課 経常的事業 39
1104 広報活動 上下水道部 水道施設課 経常的事業 40

12 1201 汚水整備 上下水道部 下水道課 投資的事業 41
1202 下水道（汚水）維持管理 上下水道部 下水道課 経常的事業 42
1203 下水道管理業務 上下水道部 下水道課 経常的事業 42

所管課

（予算を伴わない事業のみ）

（予算を伴わない事業のみ）
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
13 1301 下水道（雨水）維持管理 上下水道部 下水道課 経常的事業 43

1302 雨水整備 上下水道部 下水道課 投資的事業 44

基本目標　Ⅱ　自ら学び心豊かに創造性を育むまち【教育・文化・交流】
施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ
14 1401 児童教育活動 教育委員会 学校教育課 経常的事業 45

1402 生徒教育活動 教育委員会 学校教育課 経常的事業 46
1403 英語教育推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 46
1404 コンピュータ教育推進（小学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 47

1405 コンピュータ教育推進（中学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 47
1406 小学校図書教育推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 48
1407 中学校図書教育推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 48
1408 学校衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 49
1409 児童衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 49
1410 生徒衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 50
1411 教育扶助（小学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 50
1412 教育扶助（中学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 51
1413 教職員研究･研修 教育委員会 学校教育課 経常的事業 51
1414 教科書採択替えによる教師用教科書・指導書整備 教育委員会 学校教育課 臨時的事業 52
1418 小・中学校研究推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 52

15 1501 地域連携推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 53
1504 学校活性化 教育委員会 学校教育課 臨時的事業 54
1505 校外活動支援（小学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 54
1506 校外活動支援（中学校） 教育委員会 学校教育課 経常的事業 55

16 1601 教育支援センター・特別支援・適応支援 教育委員会 学校教育課 経常的事業 56
1602 幼保小連携推進 教育委員会 学校教育課 経常的事業 57
1603 特別支援学級新設（難聴） 教育委員会 学校教育課 臨時的事業 57

17 1701 放課後子ども教室推進 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 58
18 1801 学校給食業務 教育委員会 学校教育課 経常的事業 59

1803 給食施設整備 教育委員会 学校教育課 投資的事業 60
1804 給食用備品整備 教育委員会 学校教育課 投資的事業 60
1805 給食安全衛生管理 教育委員会 学校教育課 経常的事業 61
1806 学校給食栄養管理システム導入業務 教育委員会 学校教育課 経常的事業 61

19 1901 小学校管理運営 教育委員会 教育総務課 経常的事業 62
1902 中学校管理運営 教育委員会 教育総務課 経常的事業 63
1903 小学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 63
1904 中学校施設整備 教育委員会 教育総務課 投資的事業 64
1906 学校教育施設整備基金積立 教育委員会 教育総務課 臨時的事業 64
1907 交通安全立哨指導員 教育委員会 教育総務課 経常的事業 65
1908 第三小学校土地取得 教育委員会 教育総務課 臨時的事業 65

所管課
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
20 66
21 2101 幼稚園就園奨励費等運営 子どもあんしん部 保育サポート課 経常的事業 67
22 2201 成人式 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 68

2202 社会教育団体活動支援 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 69
2203 中央公民館文化祭 教育委員会 中央公民館 経常的事業 69
2204 南公民館まつり 教育委員会 南公民館 経常的事業 70
2205 坂下公民館まつり 教育委員会 坂下公民館 経常的事業 70
2206 中央公民館管理運営 教育委員会 中央公民館 経常的事業 71
2207 南公民館管理運営 教育委員会 南公民館 経常的事業 71
2208 坂下公民館管理運営 教育委員会 坂下公民館 経常的事業 72
2210 坂下公民館施設整備 教育委員会 坂下公民館 投資的事業 72
2211 生涯学習推進 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 73
2212 図書館管理運営 教育委員会 図書館 経常的事業 73
2213 図書整備 教育委員会 図書館 経常的事業 74
2214 図書館施設整備 教育委員会 図書館 投資的事業 74
2219 図書館分館管理運営 教育委員会 図書館下新倉分館 経常的事業 75
2220 図書館分館図書整備 教育委員会 図書館下新倉分館 経常的事業 75

23 2301 生涯学習講座 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 76
2302 中央公民館講座開催 教育委員会 中央公民館 経常的事業 77
2303 南公民館講座開催 教育委員会 南公民館 経常的事業 77
2304 坂下公民館講座開催 教育委員会 坂下公民館 経常的事業 78
2305 公民館共通運営 教育委員会 中央公民館 経常的事業 78

24 2401 青少年団体活動支援 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 79
2402 青少年問題協議会運営 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 80

25 2501 文化財保護 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 81
2502 文化財調査 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 82
2503 文化財施設管理運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 82
2507 新倉ふるさと民家園管理運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 83
2508 デジタルミュージアム運営 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 83
2512 和光市史（仮称）編さん業務 教育委員会 生涯学習課 臨時的事業 84

26 2601 市民文化活動支援 総務部 総務人権課 経常的事業 85
2602 市民文化センター管理運営 総務部 総務人権課 経常的事業 86
2603 文化振興 総務部 総務人権課 経常的事業 86

27 2701 体育施設管理運営 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 87
2702 体育施設整備 教育委員会 スポーツ青少年課 投資的事業 88
2703 和光市総合体育館管理運営 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 88
2704 和光市総合体育館施設整備 教育委員会 スポーツ青少年課 投資的事業 89

28 2801 スポーツ振興業務 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 90
2802 体育団体活動支援 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 91
2803 市民体育祭 教育委員会 スポーツ青少年課 経常的事業 91

（予算を伴わない事業のみ）
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
28 2806 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進 企画部 秘書広報課 臨時的事業 92
29 2901 人権教育推進 教育委員会 生涯学習課 経常的事業 93

2902 人権啓発・相談 総務部 総務人権課 経常的事業 94
2903 平和 総務部 総務人権課 経常的事業 94
2904 人権教育研究指定校 教育委員会 学校教育課 臨時的事業 95

30 3001 男女共同参画推進 総務部 総務人権課 経常的事業 96
3002 第４次和光市行動計画男女共同参画わこうプラン策定 総務部 総務人権課 臨時的事業 97

31 3101 国際交流推進 総務部 総務人権課 経常的事業 98
3102 外国人生活支援 総務部 総務人権課 経常的事業 99

基本目標　Ⅲ　健やかに暮らしみんなで支え合うまち【保健・福祉・医療】
施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ
32 3201 しらこ保育園管理運営 子どもあんしん部 保育施設課 経常的事業 100

3202 教育・保育給付費等支給管理 子どもあんしん部 保育サポート課 経常的事業 101
3203 みなみ保育園管理運営 子どもあんしん部 保育施設課 経常的事業 101
3205 教育・保育給付費等支給 子どもあんしん部 保育サポート課 経常的事業 102
3209 民間保育所等基盤整備 子どもあんしん部 保育施設課 投資的事業 102
3210 保育クラブ管理運営 子どもあんしん部 保育施設課 経常的事業 103
3211 家庭保育室等助成 子どもあんしん部 保育サポート課 経常的事業 103
3214 保育クラブ施設整備 子どもあんしん部 保育施設課 臨時的事業 104
3216 公設保育園事業運営 子どもあんしん部 保育サポート課 経常的事業 104
3217 みなみ保育園施設整備 子どもあんしん部 保育施設課 投資的事業 105

33 3304 子ども・子育て支援計画推進 子どもあんしん部 保育施設課 臨時的事業 106
34 3403 子ども個別支援 保健福祉部 地域包括ケア課 経常的事業 107

3404 児童センター(館)管理運営 子どもあんしん部 保育施設課 経常的事業 108
3407 ネウボラ 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 108

35 3501 乳幼児・子ども医療費助成 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 109
3502 児童手当支給 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 110
3504 ひとり親家庭 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 110

36 3601 長寿・敬老支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 111
3602 新倉高齢者福祉センター管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 112
3603 高齢者福祉センター管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 112
3605 介護保険趣旨普及業務 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 113
3607 生きがい活動 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 113
3608 在宅高齢者住宅支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 114
3609 老人ホーム入所措置 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 114
3610 後期高齢者医療 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 115

37 3701 在宅生活支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 116
3702 介護認定審査業務 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 117
3703 認定調査業務 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 117

所管課
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
37 3709 介護予防・生活支援サービス事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 118

3710 一般介護予防事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 118
3712 日常生活圏域ネットワーク 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 119
3713 健康増進・介護者リフレッシュ 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 119
3714 地域介護予防 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 120
3715 総合相談支援事業・権利擁護事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 120
3716 介護保険システム改修事業 保健福祉部 健康保険医療課 臨時的事業 121
3717 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 121
3719 健康度調査 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 122
3720 委託センター運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 122
3723 認知症初期集中支援事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 123
3724 地域ケア会議事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 123
3725 生活支援体制整備事業 保健福祉部 長寿あんしん課 臨時的事業 124
3726 介護予防強化サービス事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 124
3729 統合型地域包括支援センター運営 保健福祉部 地域包括ケア課 経常的事業 125
3730 地域福祉分野計画（各種事業計画）策定 保健福祉部 地域包括ケア課 臨時的事業 125
3731 総合相談支援業務 保健福祉部 地域包括ケア課 経常的事業 126
3732 医療・介護・子育て支援に係る人材確保 保健福祉部 地域包括ケア課 経常的事業 126
3733 在宅医療・介護連携推進事業 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 127

38 3801 地域密着型サービス拠点等整備 保健福祉部 長寿あんしん課 投資的事業 128
3802 在宅介護支援 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 129
3803 介護保険運営協議会運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 129
3809 紙おむつ等支給 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 130
3810 地域送迎 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 130
3811 食の自立・栄養改善 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 131
3813 介護給付費準備基金積立 保健福祉部 長寿あんしん課 臨時的事業 131
3818 福祉の里管理運営 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 132
3819 福祉の里施設整備 保健福祉部 長寿あんしん課 投資的事業 132
3821 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 133
3822 介護人材育成 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 133
3823 介護保険指定事業者等管理システム 保健福祉部 長寿あんしん課 経常的事業 134

39 3901 福祉相談支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 135
3902 障害者福祉支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 136
3903 障害者交流支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 136
3904 在宅障害者地域支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 137
3905 在宅障害者支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 137
3906 障害者施設支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 138
3908 総合福祉会館管理運営 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 138
3909 和光市障害者計画・和光市障害福祉計画 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 139
3911 災害時要援護者支援対策業務 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 139
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
39 3912 さつき苑改修工事 保健福祉部 社会援護課 投資的事業 140

3913 障害者医療支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 140
3914 障害者相談支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 141
3916 障害者グループホーム等入居家賃助成補助金 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 141
3917 権利擁護センター（成年後見支援センター） 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 142
3918 総合福祉会館施設整備 保健福祉部 社会援護課 投資的事業 142

40 4001 地域福祉団体活動支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 143
4002 民生・児童委員活動支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 144
4003 災害見舞金支給 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 144
4004 地域福祉計画策定 保健福祉部 社会援護課 臨時的事業 145

41 4101 生活保護 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 146
4104 生活困窮者自立支援 保健福祉部 社会援護課 経常的事業 147

42 4201 母子保健 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 148
4203 予防接種 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 149

43 4301 健康管理推進 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 150
44 4402 成･老人保健 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 151

4404 健康マイレージ 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 152
45 4501 健康情報提供 子どもあんしん部 ネウボラ課 経常的事業 153

4502 医療団体等支援 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 154
4503 骨髄移植ドナー助成 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 154

46 4601 国民健康保険趣旨普及活動 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 155
4602 特定健康診査・特定保健指導 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 156
4603 保健衛生普及活動 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 156
4606 賦課業務（国保） 総務部 課税課 経常的事業 157
4607 徴収業務 総務部 収納課 経常的事業 157
4609 国民健康保険運営協議会運営 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 158

47 4701 国民年金業務 保健福祉部 健康保険医療課 経常的事業 159

基本目標　Ⅳ　安らぎと賑わいある美しいまち【生活・環境・産業】
施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ
48 4801 防災体制業務 経常的事業 160

4804 防災施設整備 投資的事業 161
4805 朝霞地区一部事務組合負担金 経常的事業 161
4806 消防団業務 経常的事業 162
4807 消防団施設整備 投資的事業 162
4808 消防用施設維持管理業務 経常的事業 163

49 4901 防犯対策業務 経常的事業 164
50 5001 コミュニティ活動支援 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 165

5004 市民まつり 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 166
51 5101 コミュニティ施設管理運営 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 167

所管課
危機管理室
危機管理室
危機管理室
危機管理室
危機管理室
危機管理室
危機管理室
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
51 5102 コミュニティ施設整備 市民環境部 市民活動推進課 投資的事業 168
52 5201 交通（鉄道）政策 企画部 政策課 経常的事業 169

5202 ノンステップバス導入補助 建設部 道路安全課 臨時的事業 170
5203 市内循環バス運行 建設部 道路安全課 経常的事業 170
5204 外環蓋掛け上部（丸山台地区）利用 企画部 資産戦略課 投資的事業 171

53 5303 消費生活センター事業 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 172
54 5401 市民相談 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 173
55 5501 地球温暖化対策の啓発 市民環境部 環境課 経常的事業 174

5504 地球温暖化防止対策 総務部 総務人権課 臨時的事業 175
56 5601 緑化普及啓発活動 市民環境部 環境課 経常的事業 176

5602 緑化助成金 市民環境部 環境課 経常的事業 177
5603 湧水・緑地保全 建設部 都市整備課 経常的事業 177
5605 緑地整備 建設部 都市整備課 投資的事業 178
5607 緑の基本計画策定 建設部 都市整備課 臨時的事業 178

57 5701 水環境保全業務 市民環境部 環境課 経常的事業 179
58 5801 環境保全対策業務 市民環境部 環境課 経常的事業 180

5802 ポイ捨て・路上喫煙防止の啓発 市民環境部 環境課 経常的事業 181
5804 猫去勢不妊助成・犬の登録等 市民環境部 環境課 経常的事業 181
5805 公害対策業務 市民環境部 環境課 経常的事業 182
5806 大気汚染等調査 市民環境部 環境課 経常的事業 182
5807 害虫等駆除 市民環境部 環境課 経常的事業 183

59 5902 第五次和光市一般廃棄物処理基本計画の策定 市民環境部 資源リサイクル課 臨時的事業 184
5903 資源ごみ等分別啓発 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 185
5904 リサイクル団体活動推進費助成 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 185
5905 リサイクル展示場管理運営 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 186

60 6001 廃棄物収集運搬 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 187
6002 廃棄物処理・資源化 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 188
6003 朝霞地区一部事務組合負担金(し尿) 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 188
6004 清掃センター管理運営 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 189
6005 焼却施設運転管理 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 189
6006 焼却･粗大施設修繕整備 市民環境部 資源リサイクル課 投資的事業 190
6007 不法投棄対策 市民環境部 資源リサイクル課 経常的事業 190

61 6102 地域ブランド推進 市民環境部 産業支援課 経常的事業 191
6103 イメージキャラクターＰＲ推進 市民環境部 産業支援課 経常的事業 192

62 6201 中小企業資金融資 市民環境部 産業支援課 経常的事業 193
6202 商工団体活動支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 194

63 6301 新産業創出育成支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 195
64 6401 農地環境保全対策 市民環境部 産業支援課 経常的事業 196

6402 都市農業支援 市民環境部 産業支援課 経常的事業 197
6403 市民農園管理運営 市民環境部 産業支援課 経常的事業 197
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
65 6501 技能者表彰 市民環境部 産業支援課 経常的事業 198

6502 勤労者住宅資金貸付 市民環境部 産業支援課 経常的事業 199
6503 勤労福祉センター管理運営 市民環境部 産業支援課 経常的事業 199
6504 勤労青少年ホーム管理運営 市民環境部 産業支援課 経常的事業 200
6505 勤労福祉センター施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 200
6506 勤労青少年ホーム施設整備 市民環境部 産業支援課 投資的事業 201

Ⅴ　構想の推進に当たって
施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ
66 6601 協働推進 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 202

6603 協働提案 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 203
67 6701 市民参加推進 企画部 政策課 経常的事業 204
68 6801 広域行政・連携 企画部 政策課 経常的事業 205

6802 地域間交流 総務部 総務人権課 経常的事業 206
69 6901 総合振興計画進行管理 企画部 政策課 経常的事業 207

6904 第五次総合振興計画策定 企画部 政策課 臨時的事業 208
70 7001 戸籍住民基本台帳業務 市民環境部 戸籍住民課 経常的事業 209

7002 住居表示維持管理 市民環境部 戸籍住民課 経常的事業 210
7003 葬儀費用助成 市民環境部 戸籍住民課 経常的事業 210
7009 土地区画整理事業に伴う住居表示整備 市民環境部 戸籍住民課 臨時的事業 211
7010 広沢複合施設整備 企画部 資産戦略課 投資的事業 211

71 7101 賦課業務 総務部 課税課 経常的事業 212
7102 収納業務 総務部 収納課 経常的事業 213
7103 財政調整基金積立 企画部 財政課 臨時的事業 213
7104 公共用地取得事業基金積立 企画部 財政課 臨時的事業 214
7106 公共施設整備基金積立 企画部 財政課 臨時的事業 214
7109 まちづくり基金積立 総務部 総務人権課 経常的事業 215
7110 契約業務 企画部 財政課 経常的事業 215
7111 ペイジー収納業務 総務部 収納課 経常的事業 216
7112 公会計業務 企画部 財政課 経常的事業 216
7113 埼玉県電子入札共同システム更新 企画部 財政課 臨時的事業 217
7114 競争入札参加資格審査業務 企画部 財政課 臨時的事業 217

72 7201 職員研修 総務部 職員課 経常的事業 218
7202 職員福利厚生 総務部 職員課 経常的事業 219
7203 職員健康管理 総務部 職員課 経常的事業 219

73 7301 庁舎施設整備 総務部 総務人権課 投資的事業 220
7302 公共施設保全業務 企画部 資産戦略課 経常的事業 221
7303 公共用地整備 総務部 総務人権課 臨時的事業 221
7304 公共施設マネジメント実行計画推進 企画部 資産戦略課 臨時的事業 222

74 7401 広報活動推進 企画部 秘書広報課 経常的事業 223

所管課
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施策 事業番号 事業名 事業区分 掲載ページ所管課
74 7402 掲示板管理 企画部 秘書広報課 経常的事業 224

7403 市議会情報提供 議会事務局 議会事務局 経常的事業 224
7404 シティプロモーション 企画部 秘書広報課 経常的事業 225

75 7501 ＯＡ化推進 総務部 情報推進課 経常的事業 226
7503 住民情報電算システム 総務部 情報推進課 経常的事業 227

76 7601 情報公開及び個人情報保護制度運営 総務部 情報推進課 経常的事業 228
7602 文書管理 総務部 情報推進課 経常的事業 229

77 7701 行政苦情等調整 市民環境部 市民活動推進課 経常的事業 230
7702 市長への手紙 企画部 秘書広報課 経常的事業 231
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