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１．基 本 方 針 

平成１９年度予算編成にあたっては、市政の最重要課題として

位置づけた理想都市実現に向けた行動計画―「マニフェスト工程

表」の着実な実施を図るべく、都市経営戦略会議における「予算

編成に係る集中審議」において決定した重要政策事業に予算の重

点配分を行うとともに、特に、「子育て支援」、「市民との協働」、「安

心・安全」を重点項目とした予算編成を行い、市民ニーズへの的

確な対応を図ることを基本方針とする。 

 

２．予 算 規 模 

( 1 )一 般 会 計 

３，７８１億３，０００万円 前年度比４．５％増 

（平成１９年度地方財政計画の規模 前年度比△１．１％程度） 

 ( 2 )特 別 会 計 

２，３８８億２，７００万円 前年度比１２．９％増 

 ( 3 )企 業 会 計 

  １，０２１億１，４２９万円 前年度比２．６％増 

 全会計予算総額 

  ７，１９０億７，１２９万円 前年度比６．９％増 
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（総括表）

１９年度 １８年度 比 較 対比（％）

378,130,000 361,718,000 16,412,000 4.5

国 民 健 康 保 険 事 業 96,937,000 87,176,000 9,761,000 11.2

老 人 保 健 事 業 62,223,000 66,608,000 △ 4,385,000 △ 6.6

介 護 保 険 事 業 46,897,000 43,036,000 3,861,000 9.0

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 56,000 56,000 0 0.0

市営北与野駅北口地下駐車場事業 340,000 364,000 △ 24,000 △ 6.6

交 通 災 害 共 済 事 業 120,000 146,000 △ 26,000 △ 17.8

食肉中央卸売市場及びと畜場事業 386,000 370,000 16,000 4.3

競 輪 事 業 3,060,000 △ 3,060,000 皆減

用 地 先 行 取 得 事 業 1,626,000 2,631,000 △ 1,005,000 △ 38.2

浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業 19,966,000 2,675,000 17,291,000 646.4

大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 602,000 438,000 164,000 37.4

東 浦 和 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業 12,000 50,000 △ 38,000 △ 76.0

深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 199,000 184,000 15,000 8.2

北部拠点宮原土地区画整理事業 428,000 439,000 △ 11,000 △ 2.5

東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 479,000 450,000 29,000 6.4

浦和東部第一特定土地区画整理事業 1,886,000 1,289,000 597,000 46.3

南与野駅西口土地区画整理事業 627,000 691,000 △ 64,000 △ 9.3

指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 127,000 113,000 14,000 12.4

江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 3,620,000 417,000 3,203,000 768.1

南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業 335,000 218,000 117,000 53.7

公 債 管 理 1,961,000 1,182,000 779,000 65.9

計 238,827,000 211,593,000 27,234,000 12.9

水 道 事 業 42,725,290 41,176,740 1,548,550 3.8

病 院 事 業 12,314,000 12,470,000 △ 156,000 △ 1.3

下 水 道 事 業 47,075,000 45,859,457 1,215,543 2.7

計 102,114,290 99,506,197 2,608,093 2.6

719,071,290 672,817,197 46,254,093 6.9

３．予算案総括表

合 計

（単位：千円）

会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

計

企

業

会

計
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４．一般会計予算案

（歳入）

１９年度 １８年度 比 較 対比（％） 構成比（％）

1 市 税 217,380,651 198,980,041 18,400,610 9.2 57.5

2 地 方 譲 与 税 3,019,000 10,483,000 △ 7,464,000 △ 71.2 0.8

3 利 子 割 交 付 金 673,000 537,000 136,000 25.3 0.2

4 配 当 割 交 付 金 765,000 420,000 345,000 82.1 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 937,000 476,000 461,000 96.8 0.2

6 地 方 消 費 税 交 付 金 10,095,000 10,448,000 △ 353,000 △ 3.4 2.7

7 ゴルフ場利用税交付金 110,000 110,000 0 0.0 0.0

8 特別地方消費税交付金 1 1 0 0.0 0.0

9 自 動車取得税交付金 3,390,000 3,291,000 99,000 3.0 0.9

10 軽 油 引 取 税 交 付 金 6,670,000 6,670,000 0 0.0 1.8

11 地 方 特 例 交 付 金 1,942,000 6,217,500 △ 4,275,500 △ 68.8 0.5

12 地 方 交 付 税 2,420,000 2,500,000 △ 80,000 △ 3.2 0.6

13 交通安全対策特別交付金 600,000 600,000 0 0.0 0.2

14 分 担 金 及 び 負 担 金 4,022,263 3,465,375 556,888 16.1 1.1

15 使 用 料 及 び 手 数 料 6,835,020 7,372,792 △ 537,772 △ 7.3 1.8

16 国 庫 支 出 金 36,031,187 34,083,693 1,947,494 5.7 9.5

17 県 支 出 金 9,812,795 7,113,057 2,699,738 38.0 2.6

18 財 産 収 入 1,951,504 984,805 966,699 98.2 0.5

19 寄 附 金 15,101 15,101 0 0.0 0.0

20 繰 入 金 10,780,255 2,042,634 8,737,621 427.8 2.8

21 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0

22 諸 収 入 23,660,422 20,391,000 3,269,422 16.0 6.3

23 市 債 37,019,800 45,517,000 △ 8,497,200 △ 18.7 9.8

378,130,000 361,718,000 16,412,000 4.5 100.0

（単位：千円）

款

歳 入 合 計
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（歳出）

１９年度 １８年度 比 較 対比（％） 構成比（％）

1 議 会 費 1,683,159 1,758,411 △ 75,252 △ 4.3 0.4

2 総 務 費 45,081,808 38,993,596 6,088,212 15.6 11.9

3 民 生 費 98,200,708 95,130,731 3,069,977 3.2 26.0

4 衛 生 費 37,734,719 39,000,979 △ 1,266,260 △ 3.2 10.0

5 労 働 費 1,039,730 933,784 105,946 11.3 0.3

6 農 林 水 産 業 費 1,588,793 1,541,017 47,776 3.1 0.4

7 商 工 費 5,498,865 6,397,363 △ 898,498 △ 14.0 1.5

8 土 木 費 96,045,672 89,553,535 6,492,137 7.2 25.4

9 消 防 費 14,159,330 13,793,585 365,745 2.7 3.7

10 教 育 費 38,639,360 37,989,579 649,781 1.7 10.2

11 災 害 復 旧 費 5 5 0 0.0 0.0

12 公 債 費 38,257,851 36,425,415 1,832,436 5.0 10.1

13 予 備 費 200,000 200,000 0 0.0 0.1

378,130,000 361,718,000 16,412,000 4.5 100.0

（単位：千円）

款

歳 出 合 計
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［環境・アメニティの分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<新>

4 衛生費 ごみ不法投棄撲滅大作戦 10,140 　市民、事業者、行政との協働で不法投棄の撲滅を

(産業廃棄物指導課) 図る。

(環境管理事務所)

<内容>

・不法投棄撲滅対策協議会の設置

・監視カメラの設置

・監視・パトロールの強化

一般廃棄物処理施設整備 148,302 　老朽化した焼却施設の代替施設としてリサイクル

事業 施設を併設した新規施設を整備する。

(環境施設課) <内容>

・ＰＦＩアドバイザリー業務

・環境影響評価、ボーリング調査等

〈債務負担行為〉

<事業計画>

・平成１８年度　　　　整備方法等調査検討等

・平成１９年度　　　　環境影響評価等

・平成２０年度　　　　既存施設撤去・設計等

・平成２１～２４年度　工事施工

・平成２５年度　　　　開設予定

<施設概要>

　場所　クリーンセンター西堀旧施設跡地

　計画面積　約５８，０００㎡予定

５．主な事業

予算科目 摘　　　　　　　　　要

（１）安らぎと潤いある環境を守り育てる

（環境経済局）

事　項 限度額 期間

ＰＦＩアドバイザリー業務 15,000 平成２０年度まで
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

4 衛生費 グリーン物流推進計画 3,000 　平成１８年度の物流基礎調査を踏まえ、大宮駅周

策定事業 辺の物流システムの基本方針等を策定する。

(環境対策課)

低公害車普及促進事業 86,354 　自動車排出ガスの抑制を図るため、公用車への低

(環境対策課ほか) 公害車の導入を推進する。

　導入目標　平成２２年度末　１５％

　　　　　　平成１９年度末　  ９.３％見込み

<導入車両>

・塵芥収集車(天然ガス車)　　 ７台

・リース車両(天然ガス車)　　　 ９台

・リース車両(ハイブリッド車)　　　　 １１台

　　　　　　            合計　　 　２７台

　　　　　　１９年度末保有見込み １１０台

天然ガス自動車普及促進 50,336 　自動車排出ガスの抑制を図るため、天然ガス車両

事業 の導入支援等を行う。

(環境対策課)

<事業期間>　平成１７年～２２年　　

<内容>

・天然ガススタンド設置補助

・天然ガス車普及促進対策補助等

（環境経済局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 都市景観形成基本計画策 6,000 　優れた都市景観形成の実現に向けて、都市景観形

（都市局） 定事業 成基本計画を策定する。

(都市計画課)

<新>

合併記念見沼公園整備 104,100 　平成１９年１１月の竣工を目指し、合併記念公園

事業 を整備する。

(都市公園課)

(現：公園みどり課) <整備概要>

・所在地　　　大宮区天沼町１・２丁目地内

・施設概要　　交流広場　　　０.８ｈａ

　　　　　　　見沼の沼と池　１ｈａ

　　　　　　　管理棟

・整備面積　　３．９ｈａ

都市公園等整備事業 1,401,722 　街区公園等を市内全域に配置し、市民に憩いの場

(都市公園課) を提供する。

(現：公園みどり課)

・グリーンパラソル推進事業

　　主な街区公園等の新設

　　(仮称)桜木調節池公園　(大宮区)

　　(仮称)木崎４丁目緑地公園

　　　　　　　　　　　　　(浦和区)

　　(仮称)関神明塚公園　　(南区)

・公園リフレッシュ事業

　　主な公園整備

　　　吉野公園（北区）

　　　田島氷川公園（桜区）

・秋葉の森総合公園の整備(西区)

　  ピクニック広場整備等
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 ・七里総合公園の整備(見沼区)

（都市局） 　　多目的広場の整備を行う。

・与野中央公園の整備(中央区)

　　公園整備に向け用地取得を行う。

・見沼通船掘公園の整備(緑区)

　　公園整備に向け用地取得を行う。
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［健康・福祉の分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<新>

3 民生費 高齢者生きがい活動セン 14,706 　高齢者の就労や地域活動を支援し、生きがい活動

ターの開設 の場を提供する高齢者生きがい活動センターを開設

(高齢福祉課) する。

<施設概要>

・開　設　平成１９年４月１日

・所在地　北区植竹町 （大宮火葬場跡地）

・面　積　７５９㎡

・施設内容

　　老人憩いの家

　　高齢者就労支援施設・シルバーワークプラザ

　　地域活動拠点施設

<新>

精神障害者保健福祉手帳 6,000 　精神障害者保健福祉手帳の交付申請時に必要とな

診断書料補助事業 る医師診断書の費用を補助する。

(障害福祉課)

（保健福祉局）

（２）子育てを応援し、だれもが健やかに安心して暮らせる

予算科目 摘　　　　　　　　　要
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

3 民生費 障害者生活支援センター 198,430 　障害者が安心して生活できるように相談支援を行

設置事業 う生活支援センターに対して支援を行う。

(障害福祉課) ・生活支援センター（11カ所   14カ所）

<新>

障害者総合支援センター 82,847 　障害者の就労・生活支援等の拠点となる障害者総

の開設 合支援センターを開設する。

(障害者総合支援センター)

(現：障害福祉課) <施設概要>

・開　設　平成１９年４月１日

・所在地　中央区鈴谷７丁目地内

・面　積　約１,２１７㎡

<新>

療育センターさくら草の 255,864 　障害児の早期発見及び早期療育のための医療施設

開設 の機能を有した療育センターさくら草を開設する。

(療育センターさくら草）

(現：障害福祉課) <施設概要>

・開　設　平成１９年４月１日

・所在地　桜区田島２丁目地内

・面　積　約３,２４１㎡

・施設内容

　　通園施設

　　すみれ園　　肢体不自由児（定員３０名）

　　たんぽぽ園　知的障害児　（定員３０名）

　　外来・地域療育

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

3 民生費 民間保育所等施設整備事 200,594 　待機児童の解消を図るため、民間保育所に建設費

業 の一部を助成する。

(子育て企画課)

(現：子育て支援課) <対象施設>

・(仮称)第２こぐま保育園(緑区大間木)

　　　　定員　６０人

・(仮称)けやきの森保育園(北区日進町)

　　　　定員　９０人

<拡大>

ママズルーム事業 22,854 　０～２歳児までの親子を中心とした集いの場

(子育て支援課) （ママズルーム）を新たに３カ所開設する。

　 栄（西区）、新開（桜区）、北浦和（浦和区）

<新>

子どもショートステイ事 1,603 　一時的に養育に欠ける乳幼児を保護する子ども

業 ショートステイ事業を新たに実施する。

(子育て支援課)

<事業概要>

・利用施設

　　いわつき乳児院

　　児童養護施設いわつき　　

・利用限度　原則１カ月７日以内　

（保健福祉局）

11



　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

3 民生費 子育てヘルパー派遣事業 849 　育児不安を抱える家庭に、家事・育児ヘルパーを

(子育て支援課） 派遣する。

<事業概要>

・対象者　妊娠中～小学校６年の児童を持つ世帯

・利用時間　午前８時～午後６時

・利用料金　市民税課税世帯　　1,000円／１時間

　　　　　　市民税非課税世帯　　500円／１時間

<新>

高等技能訓練促進費事業 4,979 　母子家庭の自立促進を目的に、新たに高等技能訓

(子育て支援課） 練促進費を助成する。

<事業概要>

・取得資格の対象　

　　介護福祉士、保育士、理学療法士、

　　作業療法士、看護師、准看護師　　

・助成額　月１０３，０００円限度

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

3 民生費 地域子育て支援センター 7,973 　東浦和地区に、単独型の地域子育て支援センター

整備事業 を開設する。

(子育て支援課）

<施設概要>

・場　所　　緑区東浦和(東浦和駅近く）

・開設予定　平成１９年４月

・開設時間　月・火・木・金・土

　　　　　　９時～１６時

・対　象　　０～２歳児までの親子

・概　要　　親子同士の触れ合いの場、子育て中の

　　　　　　方との出会いの場を提供する｡

<新>

放課後子ども教室 15,848 　国の｢放課後子どもプラン｣創設を受け、放課後

(子育て支援課） 子ども教室を試行的に実施する。

(現:教育委員会生涯学習振興課）

<事業概要>

・目　的　　児童の安全、安心な拠点づくり

・実施箇所　１３箇所（小学校、公民館等）

・対象者　　登録した全児童　

・活動内容　遊び､スポーツ､文化活動､地域交流､

　　　　　　学習サポート等

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

3 民生費 養護学校放課後児童対策 34,243 　養護学校等に通学する障害児を対象とした放課後

事業 児童クラブに対し、運営費を助成する。

(子育て支援課)

(現：保育課)

　　　　　　　　　　　　　

<拡大>

放課後児童健全育成施設 139,218 　待機児童の解消及び保育環境改善を図るため、

整備事業 放課後児童クラブを整備する。

(子育て支援課)

<対象予定小学校区>

・新設整備(３カ所　定員１１０人）

　北区　大宮北小学校(３０人)

　見沼区　蓮沼小学校(５０人)

　岩槻区　河合小学校(３０人)

・整備促進補助(１１カ所)

　指扇北小学校(西区)、日進小学校・大宮別所小学

　校(北区)、芝川小学校・大宮東小学校(大宮区)、

　蓮沼小学校(見沼区)、与野西北小学校(中央区)、

　木崎小学校(浦和区)、南浦和小学校・文蔵小学校

　(南区)、城北小学校(岩槻区)

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

3 民生費 児童手当等給付事業 6,761,203 　小学校修了までの児童を養育している者に児童手

(子育て支援課) 当を支給する。

<拡大>

病児保育事業 26,225 　医療機関の保育室で、病気中及び病気回復期の児

(保育課） 童の一時保育を行う。

<内容>

・実施医療機関　

　　あすなろ　中里小児科(見沼区)　　

　　さくら　　西部総合病院(桜区)

　　新規予定　かさい医院(浦和区)

・実施時間　　　午前８時～午後６時

・対 象 者　　　市内の認可保育所に通園中の児童

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

3 民生費 認可外保育施設(ナーサリ 447,123 　待機児童の解消と保育の充実を図るため、市の基

ールーム・家庭保育室） 準で認定した施設に助成を行う。

運営事業

(保育課） ・家庭保育室(０～２歳、１９人以下)

　４９室→５５室

・ナーサリールーム(０～５歳、２０人以上)

　１７園→２１園

<拡大>

幼稚園就園奨励事業 2,090,749 　教育費の軽減を図るため、幼稚園児を持つ保護者

(保育課） に対して助成する。

・幼稚園就園奨励費補助金(国庫補助事業)

・園児教育費助成金(市単独事業)

　　一律４万円

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

3 民生費 トワイライトステイ事業 4,500 　夕方から夜間まで小学３年生以下の児童の一時預

(保育課) かりを実施する民間保育所に助成する。

乳幼児医療費支給事業 2,225,379 　乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図るため、小

(年金医療課) 学校就学前の乳幼児に対して医療費を助成する。

(現：国保年金課・保険業

務課)

　　　　　　　

<新>

4 衛生費 食育推進事業 2,427 　正しい食習慣や食知識の普及等を通して、市民

(健康増進課) の健康の増進や安全の確保を推進する「食育推進計

画」を策定する。

<事業計画>

・パブリックコメントの実施

・「食育推進計画」の策定　

（保健福祉局）

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

4 衛生費 小児救急電話相談事業 8,812 　子どもの急病などに対し、適切なアドバイスを行

(健康増進課) い、保護者の不安解消を図るため、電話相談事業を

実施する。

<新>

疾病予防事業 2,659 　生活習慣病の予防、改善及び医療費の抑制を図る

(健康増進課) ため、保健指導体制を整備する。

<事業概要>

・「(仮称)保健指導プログラム開発検討会」の設置

・保健指導プログラムの開発、試行事業の実施及び

　評価

・実施場所　区保健センター　　

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

4 衛生費 子どもの精神保健相談室 6,094 　子どもの心の問題に対して専門的な精神保健相談

の設置 室を設置する。

(こころの健康センター)

<事業概要>

・設置時期　平成１９年７月予定　

・対 象 者　小学生（高学年）から中学生

・相 談 員　保健師３名

　　　　　　臨床心理士１名

保健所の移設 800,537 　市民の健康の保持及び増進を図る保健所を移設し､

保健衛生及び環境公害等に関する検査研究施設とと

(保健総務課) もに整備する。

(地域保健課)

(精神保健課) <施設概要>

(環境衛生課) ・移　設　平成１９年４月１日

・所在地　中央区鈴谷７丁目地内

・構　造　地上４階地下１階建て

・配　置　１，２階 保健所

　 　　 　３，４階 健康科学研究センター

　　　　　　　 　（併設機関）

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

4 衛生費 (仮称)さいたま市民医療 5,542,382 　地域医療体制の充実、強化を図るため、新たな病

センター整備事業 院を整備する。

(病院建設準備室)

<継続費>

<債務負担行為>

<施設概要>

・所 在 地　西区大字島根地内

・延床面積　約２９，３１７㎡(含付属建物)

・敷地面積　約１８，６３９㎡

・構　　造　鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)

　　　　　　地下１階地上６階建

<事業計画>

・平成１６年度　基本設計

・平成１７年度　実施設計

・平成１８年度　建設工事

・平成１９年度　建設工事

・平成２０年度　建設工事、開設

（保健福祉局）

年度 年割額 事業内容

18 838,768 7.0% 建設工事・設備工事等

19 5,342,560 44.2% 建設工事・設備工事等

20 5,900,812 48.8% 建設工事・設備工事等

合計 12,082,140 100.0%

事　項 限度額 期　間

医療総合情報システム整備 750,000 平成20年度まで

合計 750,000
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

4 衛生費 子ども虐待予防家庭訪問 2,940 　子育て不安や養育上の問題を抱える家庭に対し、

事業 保健師等による継続的な家庭訪問を行う。

(保健総務課)

親子教室の実施 2,100 　子どもの発達の助長や保護者の不安を軽減するた

(保健総務課） め、親子教室を実施する。

<事業概要>

・対象者　言葉の遅れや発達の遅れなどが見られる

　　　　　幼児（主に２～３歳児）

・場　所　各区保健センターで開催

　　　　　月１～２回（６カ月間）

高齢者の生活機能チェッ 88,792 　高齢者の生活機能低下を早期に発見するため、基

クの実施 本健康診査と合わせて、生活機能チェックを実施す

(保健総務課） る。

<事業概要>

・対 象 者　６５歳以上

・検査内容　生活機能に関する問診、理化学検査等

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

4 衛生費 生活習慣病予防事業 3,196 　生活習慣病の予防を図るため、生活習慣行動の見

(保健総務課） 直しや改善方法を支援する。

<事業概要>

・対象者　　糖尿病、高血圧症、高脂血症の発症の

　　　　　　可能性のある者　　

・内　容　　健康教育、メール相談、個別面接等か

　　　　　　ら、各自が選択した方法により生活習

　　　　　  習慣改善を指導する。

・実施場所　各区保健センター

特定不妊治療助成事業 52,000 　次世代育成支援の一環として、特定不妊治療費の

(地域保健課） 助成を行う。

<事業概要>

・助 成 額　１０万円（年度限度額）

・助成対象　体外受精、顕微授精

・助成期間　通算５年間

（保健福祉局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

＜病 院 事 業 会 計＞

<新>

1 資本的支 産婦人科外来移転工事 66,000 　医療体制の充実による患者サービスの向上を図る

出 (庶務課) ため、周産期母子医療センター１階ピロティー部に

移転整備する。

<継続費>　産婦人科外来移転工事

（市立病院）

年度

19 60,000 30.0%

20 140,000 70.0%

合計 200,000 100.0%

年割額 事業内容

移転工事

移転工事
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［教育・文化・スポーツの分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

2 総務費 さいたまシティカップ開 47,500 　海外の強豪サッカークラブを招致して、さいたま

催事業 市のＪリーグチームと国際親善試合を行う。

(スポーツ企画課)

<開催予定>

・日　　時　　平成１９年６月～８月（予定）

・会　　場　　埼玉スタジアム２００２

・対戦相手　　海外クラブチーム　　

<拡大>

盆栽関連施設等整備事業 151,945 　地域資源である盆栽文化の振興・活用を図るとと

(文化振興課) もに、その拠点となる施設整備を行う。

(現：政策局総合政策担当)

<内容>

・盆栽関連施設建設工事基本・実施設計等

・旧埼玉県消費生活支援センター等

　解体工事

<事業計画>

・平成１８年度　　　　基本計画

・平成１９年度　　　　基本・実施設計、解体工事

・平成２０～２１年度　盆栽関連施設建設工事、

　　　　　　　　　　　開設

<施設概要>

・建 設 地　北区土呂町２丁目

・敷地面積　約６，２００㎡

・延床面積　約１，５００㎡　２階建て

(政策局)

（３）一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む

予算科目 摘　　　　　　　　　要

(市民局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

2 総務費 鉄道博物館整備促進事業 1,250,000 　平成１９年１０月開館予定の鉄道博物館を建設す

(文化振興課) る(財)東日本鉄道文化財団に建設費を助成する。

<施設概要>

・場　　所　大成駅高架下及び駅隣接地

・総事業費　　約１２３億円

・敷地面積　　約４２，５００㎡

・全体助成額　２５億円

スポーツ文学賞事業 4,009 　第４回スポーツ文学賞の作品募集を行う。

(文化振興課)

<事業計画>

・平成１９年度　作品募集

・平成２０年度　選考及び作品集の発行

8 土木費 大宮公園サッカー場改築 820,889 　平成１９年１０月竣工に向け、大宮公園サッカー

（都市局） 事業 場の改築を行う。

(都市公園課)

(現：公園みどり課)

(市民局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

10 教育費 小中学校空調整備事業 354,729 　小中学校の普通教室等に空調設備を整備する。

（学校施設課)

<整備計画>

　平成１９年度　小学校　　３３校　　　

　　　　　　　　中学校　　１９校　　　 

　平成２０年度　小学校　　６７校　　 

　　　　　　　　中学校　　３７校　　

 

 <債務負担行為>

（教育委員会）

事項 限度額 期間

平成２０年度から

平成２９年度まで

事項 限度額 期間

平成１９年度から

平成３０年度まで

小中学校空調整備事業（19
年度設置分）

小中学校空調整備事業（20
年度設置分）

2,651,000

4,378,000
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

10 教育費 桜木小学校校舎改築事業 29,900 　三橋中央通線拡幅事業に伴い、北校舎の改築を

(学校施設課) 行う。

<事業計画>

・平成１８年度　　基本・実施設計

・平成１９年度　　仮設校舎設置・受水槽移設等

・平成２０年度　　解体工事、建設工事

・平成２１年度　　建設工事

・平成２２年度　　供用開始

<債務負担行為>

（教育委員会）

事項 限度額 期間

平成１９年度から

平成２１年度まで

事項 限度額 期間

平成１９年度から

平成２０年度まで
電気設備等切回し工事 36,000

桜木小学校仮設校舎賃借料 252,000
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

10 教育費 つばさ小学校建設事業 1,181,350 　過大規模校の解消に向けて、新設校を建設する。

(学校施設課)

<継続費>

<事業計画>

・平成１７年度　　基本計画策定

・平成１８年度　　基本・実施設計

・平成１９年度　　建設工事、校庭整備設計

・平成２０年度　　建設工事、体育館改修

　　　　　　　　　校庭整備

・平成２１年度　　開校

<施設概要>

・建設場所　　北区宮原町３丁目地内

・敷地面積　　約１７，０００㎡

・延床面積　　校舎　　約７，６００㎡

　　　　　　　体育館　　２，７４２㎡

　　　　　　　(既存建物使用)

（教育委員会）

年　度 事業内容

19 1,173,000 40.0% 本体工事

20 1,760,000 60.0% 本体工事

計 2,933,000 100.0%

年　割　額
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

10 教育費 辻南小学校開校 38,784 　平成１９年４月、辻南小学校を開校する。

(教育総務課)

(教育財務課) <学校施設概要>

(学校施設課) ・所 在 地　　南区辻８丁目地内

(指導１課) ・構　　造　　鉄筋コンクリート造４階建て

(健康教育課)  ・敷地面積　　約１６，９９３㎡

 ・延床面積　　　約９，５９１㎡

 ・児 童 数　　５２２人（１月２０日現在）

・クラス数　　普通２２教室　特殊４教室 等

給食施設整備事業 1,396,100 　小中学校給食室を単独校調理場方式により計画的

(学校施設課) に整備する。

(健康教育課）

<内容>

 ・建設工事等　　　　　　　３校

  　　(与野八幡小、柏陽中、西原中）

 ・初度備品等　　　　　　　３校

（教育委員会）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

10 教育費 中高一貫教育校開校 88,484 　平成１９年４月、市立浦和高等学校内に、浦和

(教育財務課) 中学校を開校する。

(学校施設課)

(指導１課) <学校施設概要>

(指導２課)  ・校舎棟　構　　造　鉄筋コンクリート造５階建て

(健康教育課)  　　　　　延床面積　約８，４５４㎡

(教育研究所)  ・体育館・給食室棟

(浦和高等学校)  　　　　　構　　造　鉄筋コンクリート造３階建て

　　　　　延床面積　約２，３７２㎡

・生徒数　　　　８０人

・クラス数　　普通２教室　等

校舎等耐震診断・耐震 1,507,516 　新耐震設計法(昭和５６年６月施行)前の基準によ

補強 り建設された校舎について、耐震診断及び耐震補強

(学校施設課) 工事を行う。

 <１９年度予定棟数>

 ・耐震診断(２次）　　 小学校校舎　　２０棟

 　　　　　　　　　　　中学校校舎　　　９棟

　　　　　　　　　　　高等学校校舎　１３棟

・耐震補強実施設計　　小学校校舎　　２４棟

　　　　　　　　　　　中学校校舎　　１１棟

　　　　　　　　　　　高等学校校舎　　２棟

・耐震補強工事　　　　小学校校舎　　１１棟

　　　　　　　　　　　中学校校舎　　　５棟

（教育委員会）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

10 教育費 学校図書館司書の配置 181,822 　図書館教育の充実を図るため、全小中学校に専任

(教職員課) の司書を配置する。

・小学校　　１０１人

・中学校　　　５７人

<配置計画>

(全校配置)

<拡大>

少人数指導サポート事業 113,157 　少人数指導を実施するため、小中学校に各校１名

(教職員課) 非常勤講師を配置する。

<配置計画>

（教育委員会）

H17まで H18 H19

小学校 91校 4校 6校

中学校 50校 3校 4校

合　計 141校 7校 10校

H17まで H18 H19 H20 H21

小学校 20校 7校 30校 29校 16校

中学校 10校 3校 18校 18校 8校

合　計 30校 10校 48校 47校 24校
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

10 教育費 小学校体育授業サポーター 54,510 　体育授業における教員の実技補助者として、小学

派遣 校全校にサポーターを派遣する。

(指導１課）

<事業概要>

・サポーター派遣

　各小学校週２回（年間７０日、５時間／日)

さいたま教育・コラボ 650 　埼玉大学等と連携し、児童生徒の学習を支援する

レーション構想の推進 ための学生ボランティア活動を推進する。

(指導１課）

・活動内容　　指導の補助、部活動支援、

　　　　　　　放課後指導等

<拡大>

英語教育充実推進事業 216,770 　小学校５年生から中学校３年生を対象とした小中

(指導１課） 一貫の「英会話」を全校で実施する。

（教育委員会）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

10 教育費 教育相談推進事業 4,634 　軽度発達障害等に特化した専門的な教育相談を行

(指導２課) う。

・特別支援教育相談センター（西区）

教育情報ネットワーク推 117,811 　小中学校の普通教室で、インターネット等を活用

進事業(校内ＬＡＮ整備) した授業ができるよう計画的に校内環境を整備す

(教育財務課） る。

(教育研究所）

<１９年度新規導入>

・小学校　ＬＡＮ整備　１９校分　

・中学校　ＬＡＮ整備　１７校分　

<拡大>

夜間照明施設設置事業 71,500 　第二東中学校(大宮区)に学校体育施設開放のため

(体育課) の夜間照明設備を設置する。

<拡大>

全国高等学校総合体育大 18,601 　平成２０年度に埼玉県で開催する全国高等学校総

会推進事業 合体育大会の事前準備を行う。

(体育課)

<事業計画>

・平成１８年度　実行委員会立ち上げ

・平成１９年度　広報活動の実施

　　　　　　　　リハーサル大会の実施 等

・平成２０年度　大会実施

（教育委員会）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

10 教育費 (仮称)谷田地区公民館 22,076 　公共施設適正配置方針に基づき、未整備の谷田地

整備 区に公民館を整備する。

(生涯学習総合センター)

<事業計画>

・平成１９年度　　　　基本・実施設計

・平成２０～２１年度　建設工事

・平成２２年度　　　　開館

<新>

鈴谷公民館の開設 37,152 　平成１９年４月、鈴谷公民館を開設する。

(生涯学習総合センター)

<施設概要>

・場　　所　 中央区鈴谷７丁目５番１１号

・敷地面積   ３,５００㎡

・構　　造　 鉄筋コンクリート・一部鉄骨鉄筋

　　　　　　 コンクリート造２階建

・延床面積 　約２０８８㎡

・施設機能 　多目的ホール、会議室、調理実習室等

真福寺貝塚公有化事業 76,709 　国指定史跡「真福寺貝塚」の保護のため、未買収

(文化財保護課) 地を公有化する。

<事業計画>

・平成１９年度　土地買上げ、整備基本計画策定

・平成２０年度　整備基本計画策定

・平成２１年度　遺跡確認調査

(教育委員会)
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［都市基盤・交通の分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

2 総務費 埼玉新都市交通大成駅改 388,000 　平成１９年１０月の鉄道博物館開業に合わせ、大

修事業 成駅のバリアフリー整備をする。

(交通企画課) ・新駅名：鉄道博物館(大成)駅

(現：政策局交通政策課) <継続費>

8 土木費 コミュニティバス運行事 149,416 　区役所へのアクセスを目的としたコミュニティバ

業 スの運行を行う。

(交通企画課) <内容>

(現：政策局交通政策課) ・運行経費補助金

・バスマップ及びリーフレットの作成

公共交通ネットワーク計 5,000 　新交通システム等の導入可能性を含む、公共交通

画事業 計画の整備に向けた検討を行う。

(交通企画課)

(現：政策局交通政策課)

(都市局)

（４）人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる

予算科目 摘　　　　　　　　　要

(都市局)

年　度 事 業 内 容

18 905,600 70.0% 工事委託

19 388,000 30.0% 工事委託

合　計 1,293,600 100.0%

年　　割　　額

35



　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 ＩＣカード(ＰＡＳＭＯ) 26,900 　バスと鉄道の乗り換えに対する利用者利便の向上

導入経費補助金 を図るため、バス事業者の共通ＩＣカード(ＰＡＳ

(交通企画課) ＭＯ)の導入に対して支援する。

(現：政策局交通政策課)

8 土木費 駅舎エレベーター設置事 214,900 　障害者、高齢者等の移動の円滑化及び利用の促進

（都市局） 業 を図るため、市内駅施設のバリアフリー化を進める

(都市施設課) <内容>

・改札内エレベーター設置補助

　与野本町駅　１基

　宮原駅　　　２基

・構内改札外エレベーター設置工事委託

　大宮駅東口　１基

(都市局)

。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 指扇土地区画整理事業 115,994 　指扇地区の土地区画整理事業を推進する。

(指扇まちづくり事務所)

<事業計画>

・事業認可　　平成１７年１０月１１日

・事業期間　　平成１７年度～平成３１年度

・施行面積　　２９．９ｈａ

北部拠点宮原土地区画整 150,959 　北部拠点宮原地区の土地区画整理事業を推進する

理事業

(大宮北部まちづくり事務 <事業計画>

所) ・事業認可　　平成１０年５月１８日

・事業期間　　平成１０年度～平成１９年度

・施行面積　　３１．７ｈａ

深作西部土地区画整理事 154,918 　深作西部地区の土地区画整理事業を推進する。

業

(大宮北部まちづくり事務 <事業計画>

所) ・事業認可　　昭和４６年４月２７日

・事業期間　　昭和４６年度～平成２０年度

・施行面積　　７２．１ｈａ

(都市局)

。

37



　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 浦和東部第一特定土地区 340,697 　浦和東部第一地区の土地区画整理事業を推進する

画整理事業

(浦和東部まちづくり事務 <事業計画>

所) ・事業認可　　平成１３年３月２７日

・事業期間　　昭和１２年度～平成３１年度

・施行面積　　５５．９ｈａ

岩槻駅西口土地区画整理 391,337 　岩槻駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。

事業

(岩槻まちづくり事務所) <事業計画>

(現：岩槻駅西口区画整理 ・事業認可　　平成９年４月１日

事務所) ・事業期間　　平成９年度～平成２０年度

・施行面積　　１１．６ｈａ

江川土地区画整理事業 508,820 　江川地区の土地区画整理事業を推進する。

(岩槻まちづくり事務所)

(現：岩槻東部まちづくり <事業計画>

事務所) ・事業認可　　昭和６３年７月２２日

・事業期間　　昭和６３年度～平成１９年度

・施行面積　　７９．３ｈａ

(都市局)

。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 南平野土地区画整理事業 334,997 　南平野地区の土地区画整理事業を推進する。

(岩槻まちづくり事務所)

(現：岩槻東部まちづくり <事業計画>

事務所) ・事業認可　　昭和６３年７月２２日

・事業期間　　昭和６３年度～平成２０年度

・施行面積　　６７．１ｈａ

与野駅西口土地区画整理 204,212 　与野駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。

事業

(与野まちづくり事務所) <事業計画>

(現：与野駅西口区画整理 ・事業認可　　昭和４４年３月２５日

事務所) ・事業期間　　昭和４３年度～平成２２年度

・施行面積　　８．３ｈａ

南与野駅西口土地区画整 505,494

理事業

(与野まちづくり事務所) <事業計画>

(現：南与野駅西口区画整 ・事業認可　　平成７年８月８日

理事務所) ・事業期間　　平成７年度～平成２５年度

・施行面積　　１４．７ｈａ

(都市局)

　南与野駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 東浦和第二土地区画整理 151,494

事業

(東浦和まちづくり事務所) <事業計画>

(現：東浦和区画整理事務 ・事業認可　　平成１０年１２月１５日

所) ・事業期間　　平成１０年度～平成２７年度

・施行面積　　７６．７ｈａ

大宮駅西口第四土地区画 453,496 　大宮駅西口第四地区の土地区画整理事業を推進す

整理事業 る。

(大宮駅西口まちづくり事

務所) <事業計画>

(現：大宮駅西口開発課) ・事業認可　平成７年５月１９日

・事業期間　平成７年度～平成２５年度

・施行面積　９．７ｈａ

(都市局)

　東浦和第二地区の土地区画整理事業を推進する。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 組合施行等土地区画整理 11,686,596 　組合施行等土地区画整理事業の支援を行う。

支援事業

(区画整理支援課) ・国庫補助事業分補助金

(現：区画整理課) 　　大間木水深、大門第二、大門上・下野田

　　大谷口・太田窪、内谷・会ノ谷

　　風渡野南、台・一ノ久保、大和田

　　蓮沼下、中川第一

・市単独事業補助金

　　大間木水深、大門第二、大門上・下野田

　　大谷口・太田窪、内谷・会ノ谷

　　風渡野南、台・一ノ久保、大和田

　　蓮沼下、中川第一、七里駅北側

　　土呂農住、丸ヶ崎、島町東部、三室南宿

・無利子貸付金

　　大間木水深、大門第二、大門上・下野田

　　大谷口・太田窪、内谷・会ノ谷

　　風渡野南、台・一ノ久保、大和田

　　蓮沼下、中川第一、七里駅北側

　　土呂農住、丸ヶ崎、島町東部

日進駅周辺まちづくり推 601,598 　ＪＲ川越線日進駅北口の開設及び南口駅前広場等

進事業 の整備を行う。

(大宮北部まちづくり事務所) <内容>

・南口駅前広場用地取得及び補償等

・北口アクセス仮設道路整備等

<事業計画>

・平成１８年度　駅舎・自由通路実施設計

・平成１９年度　南口駅広用地取得等

・平成２０年度　駅舎・自由通路工事

・平成２１年度　工事完了・北口開設予定

(都市局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 ＪＲ川越線日進・指扇駅 2,860,443 　ＪＲ川越線日進駅と指扇駅間において新駅を設置

間新駅設置事業 する。

(指扇まちづくり事務所) <内容>

・新駅駅舎新築工事負担金

・新駅自由通路工事委託

・新駅周辺立竹木撤去委託

・新駅用地費負担金

・大宮西部特定土地区画整理事業補助金

・駅前広場基本設計等

<事業計画>

・平成１８年１０月　全体協定締結

・平成１８年１２月　１８年度協定締結

・平成１９年　２月　工事着工

・平成２０年度中　　工事完了予定

<施設概要>

・橋上型２面２路線（延長２２１ｍ）

<債務負担行為>

浦和東部・岩槻南部地域 2,022,401 　浦和美園駅、埼玉スタジアム２００２周辺におけ

整備推進事業 る土地区画整理事業(都市再生機構施行)の支援等を

(浦和東部まちづくり事務所) 行う。

<内容>

・浦和東部第二地区への補助

・新和西地区への補助

・水道本管敷設負担金

・美園３号線橋梁実施設計等

(都市局)

事項 限度額 期間

平成１９年度から

平成２０年度まで
5,330,000川越線・日進指扇駅間新駅設置事業
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 <新>

武蔵浦和駅第１街区市街 274,400 　武蔵浦和駅第１街区の市街地再開発事業を推進す

地再開発事業 る。

(浦和西部まちづくり事務所) <事業計画>

(現：浦和西部開発事務所) ・施行面積　　　３．０ｈａ

・施行者　　　　都市再生機構

・平成１８年度　都市計画決定

・平成１９年度　事業計画作成・認可

・平成２０年度　権利変換計画認可

・平成２１年度　着工

・平成２５年度　竣工

武蔵浦和駅第４街区市街 864,800 　武蔵浦和駅第４街区の市街地再開発事業を推進す

地再開発事業 る。

(浦和西部まちづくり事務所) <事業計画>

(現：浦和西部開発事務所) ・施行面積　　　２．０ｈａ

・施行者　　　　組合

・平成１６年度　組合設立認可

・平成１７年度　権利変換計画認可

・平成１８年度　着工

・平成２０年度　竣工

(都市局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 浦和駅東口駅前地区市街 2,621,220 　浦和駅東口駅前地区再開発エリア内で、ビル、地

地再開発事業 下駐車場、広場及び街路の整備を行う。

(浦和駅周辺まちづくり事

務所) <事業計画>

(現：浦和駅東口開発課) ・事業認可　平成１１年３月１８日

・事業期間　平成６年度～平成１９年度

・施行面積　２．８ｈａ

浦和駅周辺鉄道高架推進 2,572,901 　浦和駅周辺の鉄道高架化及び田島大牧線の拡幅工

事業 事を行い、東西市街地の一体化を図る。

(鉄道高架整備課) <内容>

・高架化事業負担金

・貨物線旅客ホーム新設事業負担金

<継続費>田島大牧線整備工事

(都市局)

年度 事業内容

18 52,000 30.6% 整備工事

19 118,000 69.4% 整備工事

合計 170,000 100.0%

年割額
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 氷川参道整備推進事業 15,200 　地元とのパートナーシップに基づき、氷川参道の

(大宮駅東口まちづくり事 歩車分離整備詳細設計、一方通行化後の交通体系の

務所) 検討を行う。

(現：大宮駅周辺計画管理課) <内容>

・氷川参道歩車分離工事測量・設計

・氷川参道周辺地区交通計画調査等

8 土木費 橋りょうの保全 274,100 　橋りょうの保守管理を効率的かつ計画的に行うた

(道路環境課) め、老朽化の激しい橋りょうの詳細点検を行うとと

もに、耐震補強工事等を行う。

<内容>

・橋りょうアセットマネジメント

・大原陸橋耐震補強工事

・見沼跨線人道橋耐震補強工事

・秋ヶ瀬橋耐震補強工事県負担金

・耐震補強等設計(北原陸橋外２橋）

(都市局)

（建設局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 合併支援道路の整備 8,670,695 ・国道122号蓮田岩槻バイパス

(道路計画課) 　岩槻区馬込～さいたま春日部線

・国道463号越谷浦和バイパス

　岩槻区釣上～緑区中尾

・さいたま鴻巣線バイパス

　桜区南元宿２丁目地内～新大宮バイパス

・大宮岩槻線

　産業道路～見沼用水

・中山道

　 南大通東線～けやき通北線

・産業道路

　南大通東線～赤山東線

・岩槻中央通り線

　岩槻駅前通り線～岩槻区加倉地内

・道場三室線

　国道17号～桜区南元宿２丁目地内

・田島大牧線

　浦和駅東口再開発境～大谷場北浦和線

・赤山東線

　国道17号～産業道路

　＜継続費＞赤山東線こ道橋築造事業

　＜継続費＞赤山東線こ線橋改築事業

（建設局）

年度

17 350,000 5.6% 整備工事

18 1,900,000 30.4% 整備工事

19 2,000,000 32.0% 整備工事

20 2,000,000 32.0% 整備工事

合計 6,250,000 100.0%

年割額 事業内容

年度

19 600,000 57.1% 整備工事

20 450,000 42.9% 整備工事

合計 1,050,000 100.0%

年割額 事業内容
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 都市計画街路の整備 2,718,391 ・加茂宮広路線

(道路計画課) 　北部拠点宮原土地区画整理境～砂本郷線

・三橋中央通線

　国道17号～新大宮バイパス

・南大通東線

　大宮区吉敷町３丁目～大宮区天沼町２丁目

・東西中央幹線

　さいたま新都心土地区画整理境～産業道路

・大間木丸ケ崎線

　見沼区大谷

・岩槻駅東口駅前通り線

　岩槻区城南４丁目～岩槻区城南５丁目

・岩槻駅西口駅前通り線

　岩槻区西町２丁目～岩槻区箕輪

・南辻新曲輪線

　岩槻区宮町１丁目～岩槻区本丸２丁目

・本町通り線

　中央区鈴谷８丁目～中央区本町東１丁目

・与野中央通り線

　埼大通り～道場三室線

・町谷本太線

　大戸中通り～桜区西掘２丁目

・高砂仲町線

　浦和区東仲町

・田島大牧線

　南区太田窪２丁目～南区別所１丁目

・北戸田駅東口駅前通り１号線

　南区辻８丁目

・与野東口三室線

　緑区三室

・東浦和駅北通り線

　緑区東浦和

（建設局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 大宮駅東口関連事業 　大宮駅東口駅前広場及び銀座通りの整備を行う。

<新>

①第２タクシープールの 8,000 　大宮駅東口のタクシー車列の解消を図るため、大

　設置 宮駅東口駅周辺地区に第２タクシープールを設置す

(都市施設課) る。

<事業計画>

　平成１８年度　第２タクシープール社会実験

　平成１９年度　設置工事

<新>

②銀座通り交通運用に関 6,000 　大宮駅東口周辺の交通体系の整備に向け、銀座通

　する調査 りの交通運用計画の検討を行う。

(大宮駅東口まちづくり事

務所)

(現：大宮駅東口開発課)

（都市局）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

8 土木費 ③駅前広場の整備 150,000 　歩行者の安全と自動車交通の円滑化を図るため、

(道路環境課) 駅前広場の整備を行う。

<事業計画>

・平成１８年度　詳細設計

・平成１９年度　整備工事（継続費）

・平成２０年度　整備工事（継続費）

<継続費>

<新>

④銀座通り電線類地中化 15,000 　銀座通りの安全で快適な歩行空間の確保と景観の

(道路環境課) 向上のため、電線共同溝整備を行う。

<事業計画>

・平成１８年度　予備設計

・平成１９年度　詳細設計

・平成２０年度　整備工事

・平成２１年度　整備工事

（建設局）

年度

19 150,000 42.9%

20 200,000 57.1%

合計 350,000 100.0%

年割額 事業内容

整備工事

整備工事
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［産業・経済の分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<拡大>

5 労働費 勤労者支援資金融資事業 770,074 　勤労者住宅資金融資事業を見直し、用途を住宅・

(労政経済課) 医療・教育資金に拡充し低利で融資を行う。

5 労働費 中小企業支援及び勤労者 472,761 　創業者並びに中小企業への支援事業及び勤労者福

7 商工費 福祉事業 祉事業を展開する(財)さいたま市産業創造財団への

(経済政策課) 運営助成を行う。また、新たに産学連携支援センタ

(労政経済課) ーを通じて一時的な共同研究開発資金の貸付を行う

<内容>

・(財)さいたま市産業創造財団の運営

・<新>産学官連携推進事業資金貸付金

6 農林水産業費 農業政策推進事業 18,640

(農政課)

<内容>

・アグリカルチャービジネススクール開催

・地域農業の担い手育成

（５）産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める

(環境経済局)

(環境経済局)

　さいたま市農業振興ビジョンに基づき、農家・市

(環境経済局) 民とともに都市農業を推進する。

予算科目 摘　　　　　　　　　要

。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

6 農林水産業費 農業環境整備事業 88,577 　未整備農道及び用排水路を整備し、地域の環境整

(農政課) 備を推進する。

・かんがい施設整備地区

　岩槻区釣上新田地区内　Ｌ＝２００ｍ

　岩槻区増長地内　　　　Ｌ＝３５５ｍ

　緑区上野田地区　　　　Ｌ＝１５０ｍ

　見沼区大谷地区　　　　Ｌ＝１６４ｍ

　見沼区宮ヶ谷塔地区　　Ｌ＝２１０ｍ

・土地改良施設維持管理適正化事業地区

　見沼区中川用水管補修整備工事

　見沼区膝子用水管補修整備工事

・農道整備地区

　西区清河寺・高木地区

・緊急維持管理補修工事

馬宮土地改良区新農業水 13,160 　馬宮土地改良区水利施設の老朽化に伴い、揚水機

利システム保全対策事業 場及び送水管の改修費を助成する。

(農政課) <事業概要>　　

・事業期間　　平成１８年度から平成２０年度

・採択年月日　平成１６年１１月１１日

・送水管改修　内径　３５０ｍｍ

　　　　　　　延長　４５３ｍ

・受益面積　　約１３１．２ｈａ

(環境経済局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

6 農林水産業費 指扇北土地改良区土地改 39,500 　指扇北土地改良区の土地改良事業に対して助成す

良事業 る。

(農政課)

<事業概要>　　

・事業期間　　平成１７年度から平成２１年度

・採択年月日　平成１７年７月２０日

・受益面積　　１８.９ｈａ

<拡大>

7 商工費 さいたまテクニカルブラ 2,168 　独自の技術、製品をもつ市内中小製造業に対し、

ンド認定事業 市が「テクニカルブランド」として認証することで

(経済政策課） 公的信用を付加し、商品化、販路拡張等の支援を行

う新たな制度の構築を図る。

<内容>

・さいたまテクニカルブランド認証支援業務(継続

事業)

・<新>トライアル発注経費

(環境経済局)

(環境経済局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

7 商工費 技術伝承等企業人材育成 3,000 　２００７年問題を踏まえ、中小製造業で課題とな

支援事業 っている技術伝承に向け、技術者ＯＢ(マイスター)

(経済政策課） の活用により、地域に根ざした人材育成を進める。

<事業概要>

　技術者の登録→マイスター認定→マイスター活用

による技術伝承(技術分野別の集団研修、市内工業高

校での実践的教育実習)

<新>

国際観光振興機構(ＪＮＴ 3,000 　ＪＮＴＯの協賛会員となり、国際コンベンション

Ｏ)負担金 の誘致を進める。

(経済政策課観光政策室） <内容>

・負担の効果

　・国際コンベンションの開催情報の収集及び研修

　　会の参加等(基礎事業)

(環境経済局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

7 商工費 商工見本市の開催 24,000 　市内外の商工業者による自社製品及び企業のＰＲ

(経済政策課) を行うことにより、新規市場の開拓を図るための見

本市を開催する。

<事業概要>

・日　時　　平成１９年１１月上旬

・場　所　　さいたまスーパーアリーナ

・内　容　　商工業者による展示会

　　　　　　講演会、セミナーの開催

　　　　　　ものづくりイベントの開催

駅前賑わい創出事業 11,000 　駅前の賑わい創出を目的に、駅前半径５００ｍの

(経済政策課) 範囲内で商店会等が行う大規模なイベントに要する

経費を助成する。

早期起業家育成事業 5,018 　本市の立地環境や地域資源を活用した市場・流通

(経済政策課) 等について、小中学生を対象に学習する機会を設け

起業家精神を備えた人材を育成する。

(環境経済局)

、

54



　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

7 商工費 企業誘致等推進事業 83,222 　産業経済の活性化及び雇用の創出を図るため、企

(産業展開推進課) 業誘致活動を行う。

<内容>

・企業発掘調査等業務委託

・<新>産業立地促進補助金

・産業進出促進事業所等賃借料補助金

・埼玉国際ビジネスサポートセンター負担金等

　

<事業計画>　　

・活動期間　平成１７年７月～平成１９年度末

・誘致目標　３０社

中小企業資金融資事業 3,637,851 　中小企業者の経営の安定を図るため、低利の事業

(労政経済課)

<内容>

・預託金

・埼玉県信用保証協会代位弁済損失補填金      

資金の融資のあっせん等を行う。

(環境経済局)

事　項 限度額 期　間

事　項 限度額 期　間

事　項 限度額 期　間

さいたま市産業立地促進補助金
（株式会社ベルニクス） 14,000

平成２０年度から
平成２５年度まで

さいたま市産業立地促進補助金
（カルソニックカンセイ株式会社） 965,000

平成２０年度から
平成２６年度まで

171,000
平成２０年度から
平成２５年度まで

さいたま市産業立地促進補助金
（クラリオン株式会社）
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［安全・生活基盤の分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<拡大>

2 総務費 危機対策事業 21,688 　市民生活の安心安全を確保する。

(安心安全課)

(現：危機管理室) <新>

・地域・安心安全ネットの充実事業

　　安心安全ハンドブックを作成し、全世帯に配布

　する。（作成部数　５４万部）

・防犯・防災情報の携帯メール配信（あんしんメー

ル）

　　災害発生時の情報や犯罪発生情報を携帯電話等

　にメールで配信する。

<新>

・国民保護フォーラムの開催

　　市民の国民保護に対する理解を深め、さいたま

　市国民保護計画の周知を図るため、開催する。

<新>

・国民保護図上訓練の実施

　　国民保護法等に基づき、武力攻撃や大規模テロ

　等から国民の生命、身体及び財産を保護するため

　図上訓練を行う。

・危機管理研修

　　３年次職員研修、係長相当職員研修、管理職員

　研修

（６）安全を確保し、市民を支える

予算科目 摘　　　　　　　　　要

(総務局)

、
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

2 総務費 防災対策事業 386,377 　災害に備え、防災対策の充実を図る。

(防災課)

(現：危機管理室) ・八都県市合同防災訓練の実施

　　市民・国・防災関係機関との連携により防災体

　制の強化を図るため、八都県市合同防災訓練（中

　央会場）を実施する。

　<内容>

　　期　　日　平成１９年９月１日（土）

　　会　　場　秋ヶ瀬公園（桜区）

　　参加機関　約１２０機関・団体

　　参 加 者　約１０，０００人

・区防災訓練の実施

<新>

・災害に強いまちづくり計画の策定

　　災害による被害を最小限にとどめるため、災害

　に強いまちづくり計画を策定する。

・防災行政無線の整備

　　災害時の避難勧告等の広報体制の強化を図るた

　め、防災行政用無線の整備を行う。

<拡大>

・防災気象情報ホームページの充実

　　気象情報に加え、新たに河川水位及び雨量情報

　を追加する。

(総務局)

57



　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

2 総務費 ・災害用備蓄事業

　　大規模災害に備え、災害用備蓄の充実を図る。

<主要備蓄品備蓄状況>

・自主防災組織の育成・支援

　　地域の防災力の向上を図るため、自主防災組織

　の育成・支援を図る。

　<内容>

　　自主防災組織運営補助金、防災訓練補助金、資

　機材補助金等

<新>

・（仮称）災害時情報ホームページの構築

　　大規模災害が発生した場合における被害情報や

　避難施設、医療関係の情報などを市民等に迅速に

　周知、提供するシステムを構築する。

　<参考>

　　運用開始予定　平成１９年８月

(総務局)

備蓄品名
１９年度
購入予定数

１９年度末
見込数

アルファ米 76,000食 303,300食
毛布 2,500枚 136,040枚
ガソリン缶 600缶 1,783缶
粉ミルク 686缶 686缶
救急箱 15個 192個
仮設トイレ 15台 616台
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

2 総務費 防犯対策事業(防犯パトロ 4,500 　青色防犯灯を搭載した車両を使用し防犯パトロー

ール事業) ルを実施する。

(交通防犯課) <実施方法>

(現：市民総務課) ・巡回　平日週１回以上　午後２時～午後５時

　　啓発メッセージを流しながら巡回する。

交通安全施設設置及び 719,281 　交通事故防止を図るため、道路照明灯、反射鏡等

維持管理事業 を設置する。

(交通防犯課) <平成１９年度設置予定数>

(現：交通安全課) ・道路照明灯　１，４００基

・道路反射鏡　　　４５０基

<拡大>

4 衛生費 自動体外式除細動器（Ａ 38,487 　公共施設等に自動体外式除細動器(ＡＥＤ)を整備

9 消防費 ＥＤ）整備事業 する。

10 教育費 <整備計画>

(健康増進課) 　　１８年度設置分　　　　　　３９７器

(救急課) 　　１９年度設置分　　　　　　２２９器

(生涯学習振興課) 　　設置器数合計　　　　　　　６２６器

(健康教育課)

<参考>

・計画総設置器数　６２６器

(市民局)

（保健福祉局）

（消防局）

（教育委員会）
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

4 衛生費 健康科学研究センターの 203,775 　保健衛生及び環境公害等に関する検査研究施設と

開設 して、健康科学研究センターを開設する。

(保健科学課) <施設概要>

(生活科学課) ・所在地　 中央区鈴谷地内

(環境科学課) ・構　造 　地上４階地下１階建て

(現：保健施設準備室) ・配　置　 １、２階　保健所

　　　　　 ３、４階　健康科学研究センター

　 ・開　設　 平成１９年４月１日

<新>

8 土木費 CPTED
セプテッド

検討基礎調査委託 6,000 　まちづくりにCPTED手法（環境デザインによる犯

(都市総務課) 罪予防）を導入した「防犯に配慮したまちづくり」

について調査・検討を行う。

<内容>

・CPTED 検討基礎調査委託等

<事業計画>

・平成19年度　基礎調査の実施

・平成20年度　ガイドラインの検討

8 土木費 あんしん歩行エリア整備 156,840 　歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保する

（建設局） 事業 ため、緊急に対策が必要な地区について整備を行う

(道路環境課)

<整備地区>

・浦和区北浦和地区

・岩槻区本町地区

（都市局）

（保健福祉局）

。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 河川改修の推進 2,194,020 　浸水被害の改善と治水安全度の向上を図るため、

（建設局） (河川課) 河川等の整備を行う。

<整備地区>

・準用河川の改修

　　滝沼川

　　新川

　　深作川

　　油面川

・普通河川等

　　滝沼川堤外水路

　　東宮下雨水渠

　　宮前川

　　宝来川

　　中釘川

　　三橋排水路

　　ＢＣ－６０排水路(桜区)

　　ＣＣ－５７排水路(南区)

　　ＦＬ－２２排水路(緑区)

・流域貯留浸透事業

・遠方監視システム整備

・その他流末排水路整備等

市有建築物の安全安心診 14,000 　市有建築物の一元化管理に係る保全情報システム

断推進事業 を構築し、耐震改修等の年次計画を策定する。

(保全管理課) <内容>

(現：建築総務課) ・耐震改修促進計画策定
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

8 土木費 既存建築物耐震改修促進 39,500 　耐震改修を促進するため「市耐震改修促進計画」

（建設局） 事業 を策定するとともに、民間建築物の耐震改修に対し

(建築総務課) 助成する。

<助成制度の概要>

・耐震診断補助

　　住宅(２万５千円を上限)

　　マンション(１００万円を上限)

・<新>耐震改修補助

　　住宅(３５万円を上限)

　　マンション(７００万円を上限)

・耐震性調査補助

　　マンション(２０万円を上限)

<新>

既存建築物アスベスト対 10,700 　アスベストによる被害の未然防止を図るため、

策事業 新たに含有調査費及び除去工事等の費用に対する

(建築総務課) 助成制度を創設する。

<助成制度の内容>

・分析費用補助

　　分析に要した費用の２／３(１０万円を上限)　

・除去・封じ込め費用補助

　　除去に要した費用の２／３(１５０万円を上限)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 市営春野団地建設事業 790,115 市営春野団地を建設する。

（建設局） (住宅課)

<継続費>

・市営春野団地第２期建設事業

・市営春野団地第３期建設事業

<事業計画>

　平成１７・１８年度　第１期工事(Ａ棟・駐車場)

　平成１８・１９年度　第２期工事(Ｂ棟・立体駐車場)

　平成１９・２０年度　第３期工事(Ｃ棟)

　平成２０・２１年度　第４期工事(Ｄ棟)

<施設概要>

　場所　　　見沼区春野２丁目１２２７番地１８

　敷地面積　１０,８４５.２㎡

　施設規模　総戸数　１７８戸

　　　　　　駐車場台数　１１９台

年度 事業内容

18 236,000 25.3% 第２期建設工事

19 696,715 74.7% 第２期建設工事

計 932,715 100.0%

年割額

年度 事業内容

19 93,400 12.1% 第３期建設工事

20 676,600 87.9% 第３期建設工事

計 770,000 100.0%

年割額
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

8 土木費 市営住宅耐震改修事業 500,000 　市営住宅の耐震改修工事を行う。

（建設局） (住宅課) <内容>

・工事請負費(２０棟)

9 消防費 消防署・所の整備 700,898

（消防局） (財務課) る。

・<新>日の出出張所の開所

　・開所予定　平成１９年８月

　<施設概要>

　・構　　造　鉄筋コンクリート造２階建て

　・延床面積　１，１１６．３５㎡

　・場　　所　浦和区東岸町地内

・<新>大成出張所の開所

　・開所予定　平成１９年１２月

　<施設概要>

　・構　　造　鉄筋コンクリート造地上２階

              地下１階建て

　・延床面積　１，３０８．６９㎡

　・場　　所　大宮区大成町１丁目地内

　消防署・所の建替えや移転など、計画的に整備す

団地名 棟数

今羽 ３

奈良 ２

上町 ２

小村田 １

宮前 １

美幸町 １

辻水深 １０

合計 ２０
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

9 消防費 特殊車両の整備 610,598 　複雑多様化する災害に対応するため、消防機動力

（消防局） (警防課) の確保に必要な消防車両等を整備する。

<内容>

　更新車両台数　１６台

<新>

特別高度救助隊の創設 44,181 　大規模災害や生物・化学テロ災害等の緊急対応体

(警防課)(指令課) 制の強化を図るため、省令基準に基づく「特別高度

救助隊」を創設する。

<内容>

・特別高度救助隊(２隊)…浦和署、大宮署

・新規装備　　地震警報器１台

　　　　　　　高度探査装置１式
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

9 消防費 消防システムデジタル化 79,624 　平成２０年度地域衛星通信ネットワークのデジタ

（消防局） 事業 ル化に対応するとともに、市内全域をカバーするた

（指令課） め高所監視カメラを整備する。

<内容>

・映像送受信装置デジタル化改修等

・高所監視カメラ設置　市内６拠点

<債務負担行為>

<拡大>

10 教育費 学校安全ネットワーク事 6,815 　小学校区に学校安全ネットワーク協議会を設置し

業 防犯ボランティアリーダーのもと地域防犯活動を展

(健康教育課) 開する。

<事業計画>

・学校区単位の協議会の立ち上げ

・防犯ボランティアリーダー(警察ＯＢ等)２０名

・活動の内容

　①各校を巡り、防犯ボランティアの指導を行う。

　②通学路の危険箇所等の点検

学校防犯体制整備事業 166,008 　不審者による犯罪から子どもを守るため、小学校

(健康教育課） ・養護学校に警備員を配置する。

（教育委員会）

事　　項 限 度 額 期　　間

画像伝送システム・ 平成２０年度から

高所カメラ賃借料 平成２４年度まで
381,000

、
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

＜水　道　事　業　会　計＞

水 道 事 業 水道施設整備事業 5,607,666 　安全な水道水を安定して供給するため、老朽水道

（水道局） 管の更新等の水道施設の整備を計画的に推進する。

<内容>

・老朽管更新事業

・配水支管整備事業

・配水ブロック整備事業

・拠点施設整備事業

・耐震化事業

・地下水源整備事業

鉛給水管解消事業 1,500,840 　水道メーターの接続部分等に一部使用されている

鉛給水管の取替修繕を行う。

<内容>

・宅地内水道メーター前後鉛管交換工事

・公道上分岐部分鉛管交換工事

有効率向上対策事業 233,960 　配水本管接合ボルトの交換修繕や漏水調査を実施

し、漏水事故の防止と限りある水資源の有効活用を

図る。

<内容>

・漏水調査委託

・本管接合ボルト・ナット交換修繕

・水管橋外面防食修繕等
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

＜下　水　道　事　業　会　計＞

下水道事業 公共下水道の整備 12,852,896 ・公共下水道の整備促進

（建設局） (下水道計画課) 　<内訳>

　・補助事業(幹線・準幹線整備工事)

　・単独事業(面整備工事)

　・老朽管更新工事

　・負担金・補償費(ガス・水道移設等)

　下水道普及率　８３．６％(平成１９年度末目標)

　平成１９年度整備面積　２２０ha

　　　　　　　　（処理人口　１４，０００人）

・下水道合流区域改善事業

　　浸水被害の軽減及び水質保全のため、雨水貯留

　施設を整備する。また、雨天時における夾雑物の

　流出対策として、雨水吐口にスクリーンを設置す

　る。

　<内訳>

　・南浦和２号幹線整備事業

年度 事業内容

17 700,000 7.8% 整備工事

18 2,880,000 32.0% 整備工事

19 3,700,000 41.1% 整備工事

20 1,340,000 14.9% 整備工事

21 380,000 4.2% 整備工事

合計 9,000,000 100.0%

年割額
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

下水道事業 ・浸水対策事業

（建設局） 　浸水被害を軽減するため、雨水幹線を整備する。

　<内訳>

　・補助事業

　　加田屋落し排水区下水道工事外７件

　・単独事業

　　谷田排水区下水道工事外２件

　・負担金・補償費(ガス・水道移設等)
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［交流・コミュニティの分野］

　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<新>

2 総務費 浦和駅東口関連事業 12,677,868 　浦和駅東口駅前地区再開発ビルに公共施設を整備

(コミュニティ課) する。

8 土木費 (現：政策局コミュニティ課) <施設概要>

(市民活動支援室) ・階　　数　地下４階～地上１０階

10 教育費 (現：政策局市民活動支援室) ・敷地面積　　１１，２２２．０９㎡

(消費生活総合センター) ・延床面積　１０８，１１９．４０㎡

(国際課) ・平成１９年１０月開設予定

(現：国際交流課)

(浦和駅周辺まちづくり事務所)

(現：浦和駅東口開発課)

(北浦和図書館)

・浦和コミュニティセンターの開設

　<施設概要>

　・多目的ホール（１室）、集会室（１５室）、音

　　楽室（６室）、レクリエーションルーム

　　（２室）、ＩＴ研修室（１室）

・市民活動サポートセンターの開設

　　ＮＰＯやボランティア団体等の活動を支援し、

　活性化を図るため、市民活動サポートセンターを

　開設する。

摘　　　　　　　　　要

（７）理解を深め合い、多彩な交流を広げる

予算科目

(市民局)

(都市局)

(教育委員会)

用途 階数 面積

10F 浦和コミュニティセンター

9F　市民活動サポートセンター

   　 国際交流センター

   　 浦和消費生活センター

8F　中央図書館（１１月末開設予定）

シネマコンプレックス 6F,7Fの一部 10,808.78㎡

大型商業施設 B1F～5F、6F,7Fの一部 54,160.55㎡

区分店舗 1Fの一部 277.04㎡

駐車場・駐輪場 B4F～B2F 26,302.48㎡

その他 B1F,1Fの一部 278.78㎡

16,291.77㎡公共施設
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額 摘　　　　　　　　　要予算科目

・浦和消費生活センターの移転

　・相談時間の拡大　平日１時間延長

　　　　　　　　　　土曜日開庁

・国際交流センターの移転

・中央図書館の開設

　　市民の主体的な学習の場として需要の高い図書

　館を充実するため、さいたま市中央図書館を開設

　する。

　・開館時間　平日　　　　午前９時～午後９時

　　　　　　　土日・祝日　午前９時～午後６時

　・収容可能冊数　７０万冊

・公共地下駐車場整備

　　周辺市街地の交通渋滞の緩和を図るため、公共

　地下駐車場を整備する。

　<施設概要>

　・駐車台数　　　５３２台

　・駐輪台数　１，６２２台

・公益内装整備（継続費）

年 度 事業内容

18 854,121 37.7% 公益内装工事・工事監理

19 1,413,234 62.3% 公益内装工事・工事監理

合 計 2,267,355 100.0%

年割額
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額 摘　　　　　　　　　要予算科目

<新>

2 総務費 市民提案型協働モデル事 15,000 　協働の理念を共有し、協働の場と機会を拡充する

業 ため、市民提案による協働モデル事業を実施する。

(市民活動支援室) <内容>

(現：政策局市民活動支援室) ・実施数…　５件

・限度額…　３，０００千円／１件

<新>

国際交流推進事業 15,000 　国連北東アジアさいたまシンポジウムを開催する

(国際課) <開催計画>

(現：国際交流課) 　日　程：６月下旬

　内　容：シンポジウム、講演会等

　参加国：北東アジア諸国(中国、インド他）

　目　的：国際会議の招致による国際化推進及び国

　　　　　際協力

　主　催：(財)日本国際連合協会及び(仮称)国連北

　　　　　東アジアさいたまシンポジウム実行委員

　　　　　会

(市民局)

。
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額 摘　　　　　　　　　要予算科目

2 総務費 自治体職員協力交流事業 1,928 　海外の自治体職員を受入れ、本市の行政事務や地

(国際課) 域文化についての研修を通じて、国際協力を図る。

(現：国際交流課)

プラザノース整備事業 3,595,552 　北部拠点宮原地区内に地域の中核となる、プラザ

(大宮北部地域複合施設 ノースをＰＦＩ手法により整備する。

建設準備室) <施設概要>

・場　　所　北区宮原町１丁目８５２－１

・敷地面積　２６，０１５㎡

・延床面積　１９，６４３㎡

・機　　能　区役所、図書館、ホール、コミュニ

　　　　　　ティ機能、芸術創造・ユーモア機能

<事業計画>

・平成１７年度　　　　特定事業契約締結

・平成１７～１９年度　設計、工事施工

・平成２０年５月　　　供用開始

<債務負担行為>

(市民局)

事 項 限 度 額 期 間

平成１７年度から

平成３４年度まで
プラザノース整備事業 17,198,726
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額 摘　　　　　　　　　要予算科目

<新>

3 民生費 シルバーバンク事業 33,975 　団塊の世代などの豊富な経験や知識・技術等を地

(高齢福祉課) 域社会の貴重な財産として活かしていくため、シル

バーバンクを設置する。

<事業概要>

・シニアパワー人材バンク

・シニアボランティアバンク

・シニア指導者人材バンク

・企業等ＯＢ人材バンク

　上記の情報をシステムに登録。必要に応じて事務

局がコーディネート(相談・面談)のうえマッチング

を行う。

<拡大>

7 商工費 花火大会の開催 38,000 　花火大会を市内３カ所において開催する。

(経済政策課) <事業概要>

　会場　大和田公園周辺

　　　　浦和競馬場

　　　　岩槻文化公園

(環境経済局)

(保健福祉局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額

<新>

2 総務費 事業ＰＲマガジン編集発 25,752 　政策や事業を市民に理解してもらうため、毎月、

行事業 漫画を用いたＰＲマガジンを発行する。

(広報課) <事業概要>

　サイズ　Ａ４サイズ４ページ（カラー）

　開始時期　平成１９年８月号より発行予定

　配布方法　市報と併せて配布

<新>

行政情報検索システムの 8,940 　文書目録データを市ホームページに公開する。

構築 <運用開始>

(情報政策課) 　平成１９年６月予定

(現：政策局システム管理課）

<新>

市政総合案内「さいたま 33,815 　市政への問合せや相談等の総合案内として、「さ

コールセンター」の開設 いたまコールセンター」を開設する。

(コミュニティ課) <事業概要>

(現：政策局情報政策課) ・開設時期　平成１９年７月開設予定

・受付時間　８時～２１時（年中無休）

（８）効果的で効率的な行財政運営を進める

予算科目 摘　　　　　　　　　要

(市長公室)

(政策局)

(市民局)
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<新>

2 総務費 窓口申請パッケージ化事 9,010 　引越しや結婚など複数の窓口で届出や申請が必要

業 な手続きを、専用の窓口(パッケージ工房)に集約し

(区政推進課) ワンストップサービスを実現する。

(現：区政課) <事業計画>

　平成１９年度７月　見沼区モデル事業実施

　平成２０年度　　　全区で導入

区まちづくり推進事業 1,050,700 　区民と協働して、各区独自の特色あるまちづくり

(区政推進課) を推進する。

(現：区政課) <内容>

・まちづくり基本経費

　区民会議・コミュニティ会議等の経費

・まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

・区民満足度ＵＰ経費

　区民の要望に即時対応する経費

(市民局)

(市民局)

、
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

<拡大>

2 総務費 区役所ＩＳＯ１４００１ 15,225 　区役所における環境マネージメントシステムの導

認証取得推進事業 入を図るため、ＩＳＯ１４００１認証の取得を行う。

(区政推進課) <事業計画>

(現：市民局区政課) ・平成１８年度　緑区認証取得

・平成１９年度　５区役所認証取得

・平成２０年度　４区役所認証取得

<拡大>

(選挙管理委 臨時期日前投票所の設置 49,929 　投票環境の向上を図るため、県議会議員・市議会

(選挙課) 議員一般選挙から区役所の期日前投票所に加え、臨

時期日前投票所を設置する。

員会事務局)

(市民局)

区 設置予定場所

西 区 馬宮コミュニティセンター

北 区 産業振興会館

大宮区 ＪＡＣＫ大宮

見沼区 水道局配水管理事務所

中央区 西与野コミュニティホール

桜 区 土合支所

浦和区 北浦和インフォメーションセンター

南 区 南浦和駅市民の窓口

緑 区 三室公民館

岩槻区 ふれあいプラザいわつき
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　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 予 算 額予算科目 摘　　　　　　　　　要

4 衛生費 業務体制の見直し 394,046 　民間への委託化を推進し、市民サービスの向

(環境部) 上とともに、財政支出の削減を図る。

10 教育費 (図書館)

・廃棄物処理業務等

・図書館窓口業務委託

（教育委員会）

（環境経済局）
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