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２．予算規模

［歳入］ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により市税収入が減少するも
のの、国庫・県支出金等の増により、全体として増

［歳出］ 新型コロナウイルス感染症関連事業、中小企業融資貸付金、社会保障
関係経費（扶助費等）の増

［収支不足］市税収入の減少や扶助費等の増により、財政調整基金繰入金は
前年度から増

令和３年度当初予算の規模

一般会計の主な増減要因

◆一般会計、全会計予算総額ともに過去最大の予算規模

６，１１８億円 （前年度比 ＋４９１億円 ＋８．７％）

３，１８９億円 （前年度比 ＋２２億円 ＋０．７％）

１，２５０億円 （前年度比 ▲１４億円 ▲１．１％）

１兆５５７億円 （前年度比 ＋４９９億円 ＋５．０％）

一般会計

特別会計

企業会計

全会計

◆新型コロナウイルス感染症対策等については、国の動向を注視し、今後も
機動的かつ弾力的に対応

※国の令和2年度補正予算（第3号）(「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合

経済対策（令和2年12月8日閣議決定）」関連予算）等に対応した予算を想定
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による個人所得の減により個人市民税の減収が見
込まれるほか、企業収益の悪化による法人市民税の減収により、１０２億円の減

うち 市民税 １，４２５億円 （前年度比 ▲９２億円 ▲６．１％）
うち 固定資産税 ８７０億円 （前年度比 ▲ ９億円 ▲１．１％）

３．歳 入

地方交付税 ６１億円（前年度比 ＋５億円 ＋９．０％）

市税収入の減により、普通交付税の算定の基礎となる基準財政収入額が減少すると見込
まれるため、５億円の増

消費税の税率引上げに伴う地方消費税交付金の増加や新型コロナウイルス感染症対応
に係る固定資産税等の軽減措置及び特例措置に伴う地方特例交付金の増加等により、
３３億円の増

*地方消費税交付金 ＋２０億円
*地方特例交付金 ＋１１億円

※前年度比（％）は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。

市 税 ２，６１７億円（前年度比 ▲１０２億円 ▲３．７％）

譲与税・交付金 ４５６億円（前年度比 ＋３３億円 ＋７．９％）

＜一般会計：歳入＞ （単位：億円）

令和3年度
当初予算

令和2年度
当初予算

2,617 2,719 ▲102 ▲ 3.7%
456 423 33 7.9%
61 56 5 9.0%

1,467 1,294 173 13.4%
687 510 177 34.7%

うち臨時財政対策債 205 80 125 157.2%
うち普通建設事業分 482 430 52 12.0%

126 110 16 14.5%
704 515 189 36.7%

6,118 5,627 491 8.7%

市債

財政調整基金繰入金
その他
合 計

国庫・県支出金

区 分 前年度比

市税
譲与税・交付金
地方交付税

2,652 

1,183(51%)
1,483(56%) 1,551(56%) 1,517(56%) 1,425(55%)

843(36%)

852(32%) 867(32%) 879(32%) 870(33%)

314(13%)

317(12%) 322(12%) 323(12%) 322(12%)

0
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1,500
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H29年度
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H30年度

決算

R1年度

決算

R2年度

予算

R3年度

予算

●市税の推移

市民税 固定資産税 その他

（単位：億円）

2,617 2,740 2,719 

2,340 
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財政調整基金繰入金 １２６億円（前年度比 ＋１６億円 ＋１４．５％）

市税収入の減少や扶助費等の義務的な経費の増加により、１６億円の増

市 債 ６８７億円（前年度比 ＋１７７億円 ＋３４．７％）

国庫・県支出金 １，４６７億円（前年度比 ＋１７３億円 ＋１３．４％）

新型コロナウイルスワクチン接種の実施及び特定教育・保育施設（私立認可保育所、認定こ
ども園等）等の給付の増加等により、１７３億円の増

うち国庫支出金 １，１７２億円 （前年度比 ＋１５１億円
うち県支出金 ２９５億円 （前年度比 ＋ ２２億円

*新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国庫支出金
*特定教育・保育施設等運営事業に係る国庫・県支出金
*障害者自立支援給付等事業に係る国庫・県支出金
*新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
*感染症予防事業に係る国庫支出金
*生活保護事業に係る国庫支出金

臨時財政対策債の増加及び市民会館おおみや新施設整備事業の進捗等により、１７７億円の

増

うち臨時財政対策債 ２０５億円 （前年度比 ＋１２５億円 ＋１５７．２％）

うち普通建設事業分 ４８２億円 （前年度比 ＋ ５２億円 ＋ １２．０％）

*市民会館おおみや新施設整備事業 ＋５８億円

＋７３億円
＋５０億円
＋２２億円
＋ ８億円
＋ ８億円
＋ ６億円

＜財政調整基金残高＞ （単位：億円）

取 崩 額
年 度 末
残高見込

190 228 227 182 126 56

令 和 ３ 年 度

財政調整基金残高

区 分
平成29年度末
残 高

平成30年度末
残 高

令和元年度末
残 高

令和２年度末
残 高 見 込

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H29年度末

現在高

H30年度末

現在高

R1年度末

現在高

R2年度末

残高見込額

R3年度末

残高見込額

●市債残高（一般会計）

臨時財政対策債除く 臨時財政対策債

（単位：億円）

4,552 4,662 4,661 4,666 4,825

2,004 1,981 1,925 1,862 1,914

(44%)

2,548

(56%)

(42%) (41%) (40%) (40%)

(58%) (59%) (60%) (60%)

2,681 2,736 2,804 2,911

0

200

400

600

H29年度

決算

H30年度

決算

R1年度

決算

R2年度

予算

R3年度

予算

●市債発行額（一般会計）

臨時財政対策債除く 臨時財政対策債

609
591

505

687

（単位：億円）

138 106

86 80（16%）
(23%) (18%)

(17%)

510

471 485 419 430 482

(77%) (82%) (83%) (84%) (70%)

205

(30%)

＋１４．７％）
＋ ８．２％）
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４．歳 出

扶助費 １，４２４億円（前年度比 ＋１０３億円 ＋７．８％）

特定教育・保育施設（私立認可保育所、認定こども園等）等の給付や障害福祉サービスの
支給の増加等により、１０３億円の増

*特定教育・保育施設等運営事業
*障害者自立支援給付等事業
*新型コロナウイルス感染症対策関連費用（保険適用の検査費用等）

人件費 １，３０９億円（前年度比 ＋８億円 ＋０．６％）

職員数の増加等により、８億円の増

普通建設事業費 ７７７億円（前年度比 ＋５３億円 ＋７．２％）

公債費 ５４６億円（前年度比 ▲２億円 ▲０．５％）

その他 ２，０６２億円（前年度比 ＋３２９億円 ＋１９．０％）

市民会館おおみや新施設整備事業の進捗等により、５３億円の増

*市民会館おおみや新施設整備事業
*浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業
*特定教育・保育施設等整備事業
*街路整備事業

臨時財政対策債等の過去に発行した市債の利子支払額の減少等により、２億円の減

市内中小企業に対する貸付金の増加等により、３２９億円の増

*中小企業融資貸付金
*新型コロナウイルスワクチン接種事業
*新型コロナウイルス感染症対策関連費用（医療機関への補助等）

※前年度比（％）は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。

＋ ５８億円
＋ ３９億円
▲ ３１億円
▲ １６億円

＋１９７億円
＋ ７９億円
＋ ２４億円

＋ ６３億円
＋ ２９億円
＋ １０億円

＜一般会計：歳出＞ （単位：億円）

令和3年度
当初予算

令和2年度
当初予算

3,279 3,170 109 3.4%

人 件 費 1,309 1,301 8 0.6%

扶 助 費 1,424 1,321 103 7.8%

公 債 費 546 548 ▲ 2 ▲0.5%

777 724 53 7.2%

2,062 1,733 329 19.0%

6,118 5,627 491 8.7%

前年度比

合 計

区 分

義 務 的 経 費

普 通 建 設 事 業 費

そ の 他
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５．３つの柱

１　新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

・ワクチン接種体制の整備及び予防接種の実施

・病床確保や患者の受入れを行った医療機関等への補助

・ＰＣＲ検査を行う地域外来・検査センターの設置

・保険適用された検査費用及び入院医療費の公費負担

・自宅療養する患者への食料品の配送

・保健所における感染症患者の移送や個人防護具等の調達

・行政検査のために必要な試薬等の購入

・高齢者施設の新規入所者や従業員等の検査費用の補助　　等

・市立中学校6校の体育館への空調機設置に向けた設計の実施

・防災情報等の的確な伝達のための防災アプリの構築

・油面川排水機場の整備などの災害に強い都市基盤整備

　令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染症に係る検査を着実に実施するととも
に、医療機関への支援を行い医療提供体制を確保するほか、市民に対するワクチン接種体
制を整備し、速やかに予防接種を実施するなど感染症対策を迅速に進めます。
　また、自然災害への対策として、近年の豪雨災害を踏まえた河川や排水路の改修などの
治水対策を推進するとともに、災害情報を確実かつ迅速に伝達できるよう情報伝達手段の
多様化を図るほか、災害時の避難所機能の強化を図るため、学校体育館への空調機の設置
を推進します。

事業内容等

[新型コロナウイルス感染症対策]

[自然災害への対策]

【事業詳細  P.14-15(No.1～No.14)】

11,301,077 0

6,996,821 8,287,726

【事業詳細  P.30-31(No.123～No.130)】

【事業詳細  P.15(No.15,16)】

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規
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２　さいたま市誕生20周年を契機に新たな未来を拓く取組

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

・20周年記念式典の開催

・20周年を契機とした本市の魅力発信

・市民憲章及び市民の日の制定

・再生可能エネルギーの利活用等のゼロカーボンシティに向けた取組

・東日本連携・創生フォーラムによる連携事業等の開催

・福祉丸ごと相談センターの設置

・スマートシティさいたまモデルの推進

・シェア型マルチモビリティ実証実験の実施

・祝祭感を創出するために都市装飾を実施

・本市の魅力を発信するための動画上映を実施　　　等

３　新しい時代に対応した行政運営とＤＸの推進

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

・窓口手続のオンライン化の拡充

・スマートフォン決済の導入による市税の納付方法の拡大

・生活保護業務に係るタブレット端末の拡充

・ＩＴを活用した「スマート部活動」の推進

・全ての市立中学校に大型提示装置（プロジェクタ）の設置

・ＡＩチャットボットを活用した保育サービス情報提供　　等

・市内企業に対するＡＩ・ＩｏＴなどの実装支援の実施

事業内容等

[行政のデジタル化の更なる推進]

1,242,304 560,501

[市内企業への支援]

【事業詳細  P.17-18(No.33～No.40)】

　今後のポストコロナ時代を見据え、行政分野における制度・業務・手続などをデジタル
を前提としたものに抜本的に見直す「デジタルファースト」な行政運営への転換を図り、
行政手続の原則オンライン化、テレワークの推進、データの利活用による政策形成、Ａ
Ｉ、ＲＰＡ等新たな技術を活用した業務効率化などに取り組むことで、市民サービスの向
上や行政の生産性の向上を図ります。
　また、コロナ禍により顕在化した市内企業のデジタル化の遅れやビジネスモデルの変革
に対応するため、中小企業に対してＡＩ・ＩｏＴなどの実装支援や新技術分野に対する人
材育成支援など、企業のＣＸ／ＤＸを推進する取組を実施します。

　令和3年度は、さいたま市誕生20周年を迎えるとともに、新たな総合振興計画の計画初
年度となり、さいたま市が新たな一歩を踏み出すこととなります。
　この20周年という節目の年を契機に、市民に対する市への愛着と誇りの醸成等を図ると
ともに、新たな総合振興計画の推進に当たっては「ＳＤＧｓ」、「スマートシティ」とい
う視点を持って各分野の施策を実施することで、本市がはぐくんできた魅力や地域資源を
更に生かし、未来に引き継ぐための持続可能な都市づくりを進めます。
　また、開催が延期された東京２０２０大会について、大会の成功に向けて取り組むとと
もに、そのことを契機として国内外に本市の魅力を発信します。

事業内容等

[さいたま市誕生20周年事業]

[東京２０２０大会に向けた事業]

[スマートシティの取組]

【事業詳細  P.15-16(No.17～No.24)】

[ＳＤＧｓの主な取組]

247,867 219,344

367,996 625,345

【事業詳細  P.16-17(No.25～No.32)】

新規

新規

新規

新規

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

新規

拡大

拡大
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６．総合振興計画

１　重点戦略事業　重点戦略１　関連
（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進
　～地域のニーズに対応した次期アクションプランを策定～

ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築
　～脱炭素社会に向けた持続可能なまちづくりの推進～

Ｅ-ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔの推進
～次世代自動車の普及と国内外へ本市取組の発信～

【環境未来都市推進事業（未来都市推進部）P.20】
【次世代自動車の普及促進（環境創造政策課）P.21】

スマートシティさいたまモデルの推進
～「共通プラットフォームさいたま版」の利活用促進～

【スマートシティさいたまモデル推進事業（未来都市推進部）P.20】

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
～医療・介護のデータを活用した保健指導や健康相談～

運動習慣の獲得に向けた健康マイレージの推進
～楽しく歩いて生活習慣病等を予防～

【健康マイレージ（健康増進課）P.22】

63,087 70,092

42,747 21,448

144,459 144,366

78,463

152,900

72,991

110,217

16,460 0

戦術1 先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創造

　ＩＣＴを活用し、楽しみながら継続的な運動習慣の獲得を図るため、歩数等
に応じてポイントを付与する健康マイレージ事業を実施します。

　ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用するとともに、都市ＯＳ「共通プラット
フォームさいたま版」の分野間（健康、交通等）・自治体間の連携や情報銀行
化を目指しながら、民間事業者による生活支援サービス等の実証や社会実装に
取り組むことで、スマートシティさいたまモデルの構築を目指します。

戦術2 一人ひとりが“健幸”を実感できるスマートウエルネスシティの創造

　医療・介護のデータから地域の健康課題を把握し、フレイル予防等を目的と
した個別的な保健指導や、「住民主体の通いの場」等での健康教育・健康相談
等を実施します。

【高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 （年金医療課、いきいき長寿推進課） P.22】

　運輸部門の温室効果ガス排出削減対策として、次世代自動車の普及を図るた
め、充電環境の充実、電気自動車等を購入する市民や事業者への導入支援等を
実施します。また、本市の先進的な取組を国内外に発信するため、「Ｅ－ＫＩ
ＺＵＮＡグローバルサミット」の開催準備を実施します。

　見沼田圃基本計画に掲げる見沼田圃づくりのテーマ「農・自然・歴史とふれ
あう、憩いのふるさと“みぬま”」を実現するため、次期アクションプランを
策定するとともに、見沼散策の拠点となる（仮称）三崎広場を整備するなど、
見沼田圃の魅力向上に資する取組を推進します。

　脱炭素社会の実現に向けて、地域内での電力の地産地消を始めとするエネル
ギーの新たな利活用スキームや自立・分散型システムを構築するとともに、エ
ネルギー分野を中心とした都市間連携の取組を推進します。

【見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進（見沼田圃政策推進室）P.21】

【ゼロカーボンシティ実現への共創推進（環境創造政策課）P.21】

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

拡大

拡大

新規

拡大

３柱

３柱

３柱
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（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

「さいたまスポーツシューレ」の活用推進
～スポーツビジネスの創出・ＩＣＴを活用したスポーツ指導の実施～

誰もがスポーツに親しむことのできる生涯スポーツの振興
～スポーツ能力測定会や体力測定会の開催～

【生涯スポーツ振興事業（スポーツ振興課）P.21】

次世代型スポーツ施設の誘致・整備
～持続可能なスポーツ環境の提供に向けて～

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

ＩＣＴを活用した学びの改革
～ＧＩＧＡスクール構想を更に加速させるため大型提示装置を整備～

【児童生徒用コンピュータ整備事業（教育研究所）P.23】
【アクティブ・ラーニングの推進（指導１課）P.23】

スポーツを科学する生徒の育成
　～「スマート部活動」さいたまモデルの構築～

【スポーツを科学する生徒の育成（高校教育課）P.23】

小中学校における水泳授業の民間委託化事業
　～民間活力を活用した学習活動の充実～

4,199 0

7,000 0

25,471 19,826

10,070 46

913,033 301,805

9,969 6,600

　国のＧＩＧＡスクール構想の下、児童生徒1人1台端末が整備されたことを受
け、全ての市立中学校に大型提示装置（プロジェクタ）を整備し、これまでの
対面授業とデジタルのベストミックスを図りながら個別最適な学びと協働的な
学びを推進します。

戦術3 笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造

【「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業（スポーツ政策室）P.21】

　学校プールの機能性・合理性の向上を図るとともに、質の高い教育を提供す
るため、水泳授業の民間委託化をモデル的に実施します。

【次世代型スポーツ施設誘致・整備事業（スポーツ政策室）P.22】

【小中学校における水泳授業の民間委託化事業（学校施設課）P.23】

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

　持続可能で幅広いスポーツの振興を図るため、民間力を最大限に活用した事
業として、スポーツ医学・栄養学・メンタルヘルス等の先端的な知識とＩＣＴ
を活用したスポーツ指導や指導者・人材の育成、スポーツビジネスの創出・活
性化を図るための事業を実施します。

戦術4 子どもたちの未来を拓く日本一の教育都市の創造

　市民の継続的なスポーツ活動へとつなげる取組として、子どもたちがそれぞ
れの能力に合ったスポーツを発見するための能力測定会と大人の健康意識の高
まりにつなげるための体力測定会を開催します。

　プロスポーツを始めとするスポーツイベント・大会やエンターテインメント
イベントの開催等により、採算性を重視したスポーツ施設の誘致・整備に取り
組みます。

　中高生の部活動にＩＴを活用し、データ理論に基づく個別最適なトレーニン
グや指導法を実践することで、生徒が主体的な活動を通して、競技力のみなら
ず新たな価値を創造する力を育む「スマート部活動」さいたまモデルを構築し
ます。

拡大

拡大

新規

拡大

拡大

【関連事業】
新規

３柱

３柱

３柱

３柱
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（単位：千円）

就学援助オンライン学習通信費の支給
　～子どもたちの家庭での学びを保障～

【就学援助オンライン学習通信費の支給（学事課）P.23】

武蔵浦和駅周辺地区新設校建設事業
～学校規模の適正化・教育の質の向上を図るために義務教育学校を整備～

【武蔵浦和駅周辺地区新設校建設事業（学校施設課）P.24】

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進
　～個別プロジェクトの都市計画決定に向けて～

東日本連携の推進による地域経済活性化
　～インターネット等を活用した東日本商材の新たな販路拡大～

【東日本連携の推進による地域経済活性化（経済政策課）P.32】
【日本酒ＰＲイベントの実施（経済政策課）P.32】

【東日本連携広域周遊ルート事業（観光国際課）P.32】

産学連携等によるイノベーション創出の支援
～産学官金連携事業の推進～

大規模公園の整備推進
　～個性豊かで潤いのある都市空間の形成～

【大規模公園の整備推進（都市公園課）P.29】

65,772 0

83,962 32,010

134,913 146,438

72,657 108,138

51,275 40,033

23,760 0

【大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進（東日本交流拠点整備課）P.28】

　大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、セントラルパーク次期整
備地区、与野中央公園）の整備を推進し、緑の核となり、地域の環境改善や地
域住民の憩い、自然とのふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点
を創出します。

　医療・ヘルスケア関連、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連など、成長著しい産業
分野におけるイノベーションを創出するため、さいたま市産業創造財団と産学
連携支援センター埼玉を中心とし、企業、大学等研究機関、金融機関とのマッ
チング等を行うとともに、新技術・新製品開発のための研究開発、事業化等を
支援します。

　東日本を中心とする地域の広域連携を推進するため、東日本連携センターを
活用した東日本の自治体を中心とした地域のシティプロモーションイベントや
商談会等を実施し、地域経済活性化を図ります。

　国のＧＩＧＡスクール構想の下、児童生徒1人1台端末が整備されたことを受
け、経済的理由で就学困難な就学援助世帯に対して、家庭でのオンライン学習
に係る通信費の支援を新たに実施します。

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

　大宮駅グランドセントラルステーション化構想を具体化するため、同構想及
び大宮ＧＣＳプラン２０２０に基づき、大宮駅周辺街区のまちづくり、交通基
盤整備及び駅機能の高度化の事業化を推進します。

戦術5 ヒト・モノ・情報を呼び込み、東日本の未来を創る対流拠点都市の創造

　学校規模の適正化とともに、教育の質の向上を図るため、武蔵浦和駅周辺地
区に義務教育学校を整備するための基本計画を策定します。

【産学連携等によるイノベーション創出の支援（産業展開推進課）P.32】

新規

【関連事業】

拡大

拡大

拡大

拡大

新規

【関連事業】

３柱

３柱

３柱
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２　重点戦略事業　重点戦略２　関連
（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

保育需要の受け皿及び保育人材の確保
　～幼児教育・保育環境のさらなる充実を目指して～

【保育人材確保対策事業（幼児政策課）P.26】
【保育コンシェルジュ事業（幼児政策課）P.26】

【私立幼稚園等預かり保育補助事業（幼児政策課）P.27】
【保育人材確保対策事業（保育課）P.27】

送迎保育ステーションの整備
～働きながら幼稚園を利用できる環境づくり～

私立幼稚園入園料補助事業の創設
～子育て家庭の支援と幼児教育の振興～

【私立幼稚園入園料補助事業（幼児政策課）P.27】

地域づくりを通じた介護予防の推進
～「ますます元気教室」の開催や介護予防ボランティアの育成～

【一般介護予防事業（いきいき長寿推進課）P.25】

福祉丸ごと相談センターの設置
～福祉の複合的な地域生活課題の解決に向けて～

【福祉丸ごと相談センターの設置（福祉総務課）P.24】

生活保護業務に係るタブレット端末の全区導入
　～市民サービスの向上とケースワーク業務の効率化～

ＩＣＴを活用した身近な公共交通
　～ＡＩを活用したデマンド交通の導入に向けて～

【コミュニティバス等の導入及び改善支援（交通政策課）P.28】

18,216 21,882

122,820 0

144,363 147,043

9,082 1,971

14,083 2,089

4,952,708 7,520,145

15,600 0

　子育て家庭の様々なニーズに応えるため、認可保育所等の整備を促進するな
ど、多様な保育の受け皿を確保するとともに、安定した保育所等の運営のた
め、保育士用宿舎借り上げ支援の拡充など、保育士確保に取り組みます。

　交通空白地区や交通不便地区等の利便性の向上を図るため、コミュニティバ
スや乗合タクシーの新規導入・運行改善支援等を行うとともに、ＡＩを活用し
たデマンド交通の導入に向けた検討を行います。

【生活保護業務に係るタブレット端末の全区導入（生活福祉課）P.25】

　市民サービスの向上及び業務の効率化を推進するため、ケースワーク業務に
おける訪問先での調査等に活用するタブレット端末を全区に導入します。

　幼児教育・保育の無償化後も多額の負担が残る私立幼稚園入園初年度の保護
者負担を軽減するため、新たに入園料の一部を補助します。

【特定教育・保育施設等の整備事業（のびのび安心子育て課）P.26】

【送迎保育ステーション事業（のびのび安心子育て課）P.26】

　駅周辺などの利便性の高い地域から、周辺の幼稚園に児童を送迎する拠点と
なる「送迎保育ステーション」を新たに整備します。

　高齢者を対象とした介護予防に関する教室や講座を公民館等の様々な場所で
開催するとともに、関係団体と協力し、高齢者が身近な場所で自発的に継続し
て運動を続けることができる地域づくりを支援します。

戦術1 子どもから高齢者まで、あらゆる世代が輝けるまちづくり

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

　福祉の複合的な課題を抱える市民等に対応するため、大宮区、中央区、浦和
区、岩槻区の4区に相談支援包括化推進員を配置し、福祉丸ごと相談センター
を設置します。

拡大

新規

新規

【関連事業】

【関連事業】

【関連事業】

拡大

拡大

拡大

拡大

拡大

３柱

３柱

３柱

３柱

拡大
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（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援
～ニューノーマルに対応したビジネスモデルへの変革促進～

効率的かつ安定的な農業経営の実現
～先進技術の導入等による農業経営の安定化～

ワンストップ就労支援の充実
～就労の推進と誰もが働きやすい環境づくり～

【就労支援の充実（労働政策課）P.31】

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

治水対策施設の整備推進
　～頻発化・激甚化する水害に対する治水安全度の向上～

【準用河川改修事業（河川課）P.30】
【排水路等改修事業（河川課）P.30】

【油面川排水機場整備事業（河川課）P.30】
【流域対策施設整備事業（河川課）P.31】

地域と共に取り組む防災対策の推進
～防災情報一元化に向けたスマートフォンアプリの構築～

【防災アプリ構築事業（防災課）P.30】

安心して暮らせる安全なまちづくりの実現に向けた防犯対策の推進
　～地域の防犯活動や防犯カメラの設置等を支援～

【地域防犯活動等助成事業（市民生活安全課）P.24】

17,226 0

32,735 33,005

6,439 7,440

67,548 69,968

1,488,503 1,868,357

263,010 219,611

　災害時における避難情報の的確な伝達のため、防災アプリを構築し、防災情
報伝達体制を整備します。

　安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するために、広報啓発活動を通じ
て、特殊詐欺被害防止を始めとした市民の防犯や暴力排除意識の向上を図ると
ともに、自治会の防犯カメラ設置に対する支援を行うなど、地域における自主
防犯活動の支援や暴力排除活動を推進します。

　企業の生産性・付加価値向上を推進するため、産官学金連携によりデジタル
技術の普及啓発やＡＩ・ＩｏＴなどの実装支援等を行い、市内企業のＣＸ／Ｄ
Ｘを促進します。

【中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援（経済政策課）P.32】

戦術2 激動する新時代に「未来技術」で躍動する地域産業づくり

　ＩＣＴ・ＡＩ・ロボットなどの先進技術を活用した経営モデルの確立、農業
者への普及啓発及び導入への支援を実施します。
　また、農地の出し手と受け手に係る情報収集及び提供を行うとともに、担い
手への農地の貸付けを促進する取組を行います。

　本市就労支援施設である「ワークステーションさいたま」及び「地域若者サ
ポートステーションさいたま」において、国が行う職業相談・紹介等と連携
し、働く意欲を持つあらゆる求職者等を対象に、就労に至るまでのワンストッ
プ就労支援を実施します。

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

　油面川排水機場の整備を始め、準用河川や排水路等の改修、流域対策施設の
整備を推進し、治水安全度の向上を図ります。

戦術3 災害に強く、市民と共につくる安全・安心なまちづくり

【効率的かつ安定的な農業経営の実現（農業政策課・見沼グリーンセンター）P.31】

新規

拡大

拡大

拡大

３柱

３柱

３柱
３柱

３柱

３柱

３柱
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（単位：千円）

犯罪被害者等相談・支援事業
～犯罪被害者相談体制の強化と支援の創設～

【犯罪被害者等相談・支援事業（市民生活安全課）P.24】

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進
～リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒの啓発～

【一般廃棄物減量施策の推進（資源循環政策課）P.20】
【生ごみ処理容器等購入費の補助（廃棄物対策課）P.20】

環境美化推進事業の推進
～ごみ拾い情報共有アプリの導入～

【ごみ拾い情報共有アプリの導入（資源循環政策課）P.20】

サーマルエネルギーセンターの整備
～廃棄物処理施設の安定的な稼働に向けて～

【サーマルエネルギーセンター整備事業（環境施設整備課）P.21】

スマートシティに向けたモビリティサービスの充実
～多様なサービスによる快適な移動を目指して～

（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

ノーマライゼーションの更なる普及・啓発
～ブラインドサッカーの国際親善試合を開催～

【ノーマライゼーション普及啓発事業（障害政策課）P.24】

12,533 0

18,547 8,774

12,100 4,730

1,802,944 178,716

10,743 10,046

1,826 0

戦術4 環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現

　一般廃棄物の現状分析と市民意識調査を行い、効果的な施策を検討するとと
もに、市民、事業者、行政が連携・協力し、リデュース、リユース、リサイク
ルの３Ｒを積極的に進めます。また、その重要性を広く市民や事業者に周知し
ます。

【スマートシティに向けたモビリティサービスの充実（都市総務課）P.28】

　犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図るため、相談体制の構築及び支
援を実施します。

　「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」
（ノーマライゼーション条例）の理念の普及啓発を図るため、ブラインドサッ
カーの国際親善試合であるノーマライゼーションカップや「障害者週間」市民
のつどいなどの啓発イベントを実施します。

　先進技術で都市の課題を解決するスマートシティの実現に向け、シェア型マ
ルチモビリティの実証実験を重ね、モビリティサービスを充実します。また、
新たなモビリティサービスとなる「ＭａａＳ」などの社会実装に向け、官民連
携で研究を進めます。

戦術5 絆で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくり

　新しい生活様式を踏まえた日常的なごみ拾い活動を促進し、市民清掃活動の
参加者の増加を図るため、ごみ拾い活動の情報共有ができるアプリを活用した
ＷＥＢシステムを導入します。

　西部環境センターと東部環境センターを統廃合し、サーマルエネルギーセン
ターを建設するため、新施設の本体工事に着手します。

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

新規

新規

拡大 【関連事業】

【関連事業】

【関連事業】

拡大

拡大

３柱

３柱
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（単位：千円）

自治会への加入促進
～自治会運営及び情報発信の支援～

【自治会運営補助金交付事業（コミュニティ推進課）P.19】
【自治会集会所整備事業（コミュニティ推進課）P.19】
【コミュニティ助成事業（コミュニティ推進課）P.19】

【自治会加入促進事業（コミュニティ推進課）P.19】

コミュニティ・スクールの推進
　～未来を担う子どもたちの成長を支え、よりよい地域社会を構築～

【コミュニティ・スクールの推進（生涯学習振興課）P.24】

３　質の高い都市経営の実現
（単位：千円）

令和3年度 令和2年度

「さいたま市ＣＳ９０＋運動」の推進
～市民満足度向上に向けて～

マッチングファンド制度による協働事業の促進
～地域課題解決に向けた協働事業への支援～

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による公園のにぎわい創出
～公共空間の新たな価値の創造～

市民に分かりやすい情報発信
～動画等の活用による情報発信の強化～

【市民に分かりやすい情報発信（広報課）P.33】

スマートフォン決済の導入
～新たな納付方法による利便性の向上～

【スマートフォン決済の導入（収納対策課）P.33】

　公園のにぎわい創出、魅力の向上を図るため、公募設置管理制度（Ｐａｒｋ
－ＰＦＩ）やネーミングライツの活用など、公民連携事業を推進します。

【Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による公園のにぎわい創出（都市公園課）P.33】

6,690 0

4,307 2,702

529 529

354,267 347,359

5,612 7,799

1,528 2,256

4,314 3,720

【「さいたま市ＣＳ９０＋運動」の全市的推進（都市経営戦略部）P.33】

【マッチングファンド制度による協働事業の促進（市民協働推進課）P.33】

　出前講座を実施するとともに、動画・画像を活用した情報発信を強化しま
す。

　納税者の更なる利便性向上と接触機会の低減を図るため、新たに市税の納付
にスマートフォンアプリを利用したキャッシュレス決済を導入します。

　2030年までに「市民満足度」を90％以上とすることを目標とした「さいたま
市ＣＳ９０＋運動」を推進します。

　市民活動団体が実施する公益的な事業を支援するため、基金を活用した助成
事業を実施します。

事業内容等

　コロナ禍により、学校教育、家庭教育及び社会教育それぞれの役割と責任並
びに相互協力の重要性が顕在化したことを踏まえ、学校・家庭・地域が目標や
ビジョンを共有し連携・協働するコミュニティ・スクール実施校を拡大しま
す。

　自治会活動の活性化を図るため、自治会運営補助金等各種補助金を交付しま
す。また、ＳＮＳを始めとするＩＣＴを活用した自治会活動方法の導入や、自
治会ホームページを円滑に運営できるよう、運用方法を確立させるなどの支援
を実施します。

※　　　は、Ｐ5・6の「３つの柱」に含まれる事業です。

拡大

新規

拡大

拡大

３柱

３柱
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１ 新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

1 新規 新型コロナウイルスワ 7,851,659 0 新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び個 214

クチン接種事業 (532,322) (0) 人の重症化を防ぐため、全市民を対象に予防

〔新型コロナウイルス 接種を実施

ワクチン対策室〕

2 新規 新型コロナウイルス感 731,460 0 新型コロナウイルス感染症患者等のための病 210

染症患者等入院病床確 (731,460) (0) 床確保や患者受入れを行った医療機関に対し

保等事業 て補助金を交付

〔地域医療課〕

3 新規 新型コロナウイルス感 514,250 0 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れ 210

染症設備整備事業 (0) (0) る医療機関及び検査機関に対し、個人防護

〔地域医療課〕 具、簡易診療室及びＰＣＲ検査機器の購入等

に必要な費用を補助

4 新規 地域外来・検査セン 220,697 0 市内4か所に地域外来・検査センターを設置 210

ターの運営 (110,349) (0) し、新型コロナウイルス感染症の疑いのある

〔地域医療課〕 患者のＰＣＲ検査等を実施

5 新規 医療機関等向けの個人 16,150 0 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する 211

防護具等の購入・保管 (16,150) (0) ため、医療機関等向けの個人防護具等を購入

〔地域医療課〕 ・保管

6 新規 新型コロナウイルス感 1,177,572 0 保険適用されたＰＣＲ検査等に係る費用を公 211

染症に係る行政検査 (588,786) (0) 費負担及びＰＣＲ検査の一部を外部の民間検

〔疾病予防対策課〕 査機関に依頼

7 新規 新型コロナウイルス感 243,155 0 新型コロナウイルス感染症に関する相談支援 211

染症に係る相談事業 (0) (0) を実施

〔疾病予防対策課〕

8 新規 新型コロナウイルス感 104,352 0 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する 211

染症患者入院医療費の (26,088) (0) ため、入院医療費に係る費用を公費負担

公費負担

〔疾病予防対策課〕

9 新規 新型コロナウイルス感 15,418 0 自宅療養する新型コロナウイルス感染症患者 211

染症患者自宅療養者向 (0) (0) に対して、食料品を配送

けの物資配送事業

〔疾病予防対策課〕

７．主な事業一覧

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

10 新規 新型コロナウイルス感 43,800 0 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する 211

染症患者等移送事業 (21,900) (0) ため、医療機関や宿泊施設へ患者を移送

〔疾病予防対策課〕

11 新規 患者対応のための個人 25,763 0 新型コロナウイルス感染症患者対応の際に必 211

防護具等の調達 (12,882) (0) 要となる個人防護具等を調達

〔疾病予防対策課〕

12 新規 新型コロナウイルス感 15,563 0 新型コロナウイルス感染症の検体を医療機関 211

染症検体搬送事業 (7,782) (0) から保健所に搬送

〔疾病予防対策課〕

13 新規 新型コロナウイルス検 36,285 0 健康科学研究センターにおける新型コロナウ 217

総振 査事業 (18,143) (0) イルス感染症の検査に必要な試薬等を備え、

〔保健科学課〕 検査を実施

14 新規 高齢者入所施設等ＰＣ 304,953 0 高齢者の入所施設従事者及び新規入所者が、 189

Ｒ検査費用補助事業 (304,953) (0) 新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査

〔高齢福祉課〕 を受けるための費用を補助

15 新規 中学校体育館空調整備 18,470 0 災害時の避難所機能の強化を図るとともに、 563

事業 (970) (0) 良好な教育環境を確保するため、市立中学校

〔学校施設課〕 の体育館への空調機設置に向けて、6校分の

実施設計を実施

16 新規 防災アプリ構築事業 17,226 0 平常時からの防災啓発及び災害時の防災情報 91

総振 〔防災課〕 (17,226) (0) の的確な伝達等による円滑な避難等を目的に

重点2-3 新たにスマートフォンアプリを構築

２ さいたま市誕生20周年を契機に新たな未来を拓く取組
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

17 新規 20周年記念式典の開催 15,068 0 平成13年5月1日のさいたま市市制施行から 80

〔総務課〕 (0) (0) 20年を迎えることを記念し、さいたま市の発

展を内外にアピールするとともに、今後の一

層の発展を誓うため、式典を開催

18 新規 さいたま市誕生20周年 48,105 0 さいたま市誕生20周年を契機に、本市の魅力 54

事業 (0) (0) や発展をＳＮＳ等の様々な媒体で市内外に発

〔シティセールス推進 信するとともに、花で装飾した「フラワー

課〕 ウォール」を市民と協働で設置することで市

への愛着・誇りを醸成

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

19 新規 市民の日・市民憲章の 6,707 0 新たに制定を予定する市民の日・市民憲章の 69

普及 (0) (0) 普及に向けたパネル作製等の取組を実施

〔都市経営戦略部〕

20 新規 ゼロカーボンシティ実 16,460 0 電力の地産地消等のエネルギーの利活用スキ 307

総振 現への共創推進 (8,480) (0) ームを構築するとともに、都市間連携の取組

重点1-1 〔環境創造政策課〕 を推進

21 総振 東日本連携の推進によ 30,128 59,743 「東日本連携・創生フォーラム」を開催する 333

重点1-5 る地域経済活性化 (30,128) (32,680) とともに、東日本地域の商材の販路拡大やビ

〔経済政策課〕 ジネス交流を進めることで、東日本全体の地

域経済を活性化

22 拡大 福祉丸ごと相談セン 9,082 1,971 福祉の複合的な課題を抱える市民等に対応す 172

総振 ターの設置 (2,245) (487) るため、４区に相談支援包括化推進員を配置

〔福祉総務課〕 し、福祉丸ごと相談センターを設置

23 総振 スマートシティさいた 110,217 152,900 「公民＋学」の連携・協力のもと、新たな生 71

重点1-1 まモデル推進事業 (110,207) (152,890) 活支援サービスを提供するとともに、コミュ

〔未来都市推進部〕 ニティ形成を促進しながら、スマートシティ

さいたまモデルを推進

24 拡大 スマートシティに向け 12,100 4,730 大宮駅・さいたま新都心周辺地区等におい 352

総振 たモビリティサービス (12,100) (4,730) て、シェア型マルチモビリティの実証実験を

重点2-4 の充実 実施するなど、ＩＣＴをまちづくりに取り入

〔都市総務課〕 れるスマートシティの取組を推進

25 東京２０２０大会を活 33,550 54,656 多くの来訪者が見込まれる東京２０２０大会 54

用した市の魅力発信事 (33,550) (54,656) 期間中、サッカーとバスケットボールの競技

業 会場周辺において本市の施策や伝統産業等の

〔シティセールス推進 魅力を発信

課〕

26 総振 東京２０２０大会に向 26,212 24,442 競技体験等を通じて東京２０２０大会に向け 157

けた気運醸成事業 (6,553) (6,111) た気運を醸成するため、さいたまスポーツ

〔オリンピック・パラ フェスティバルを開催

リンピック部〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

27 おもてなしアクション 133,689 382,474 東京２０２０大会の開催にあたり、本市を訪 157

プラン推進事業 (130,389) (379,174) れる観戦客等へおもてなしを行うとともに、

〔オリンピック・パラ 都市装飾により祝祭感を創出

リンピック部〕

28 東京２０２０聖火リ 82,772 76,274 東京２０２０聖火リレーについて、安全を確 157

レー事業 (82,772) (76,274) 保するとともに円滑な運営を支援

〔オリンピック・パラ

リンピック部〕

29 ホストタウン交流事業 45,629 35,524 東京２０２０大会の出場国の事前キャンプ等 157

〔オリンピック・パラ (44,587) (35,124) を受け入れ、アスリート等と市民との交流を

リンピック部〕 推進

30 総振 日本酒ＰＲイベントの 9,539 18,203 東京２０２０大会を契機に、日本酒の魅力を 333

重点1-5 実施 (6,039) (5,989) 伝え、本市や東日本都市へのインバウンドの

〔経済政策課〕 拡大や、海外の日本酒のファン層の拡大を図

るため、日本酒のＰＲイベントを実施

31 総振 観光資源を活用した周 20,000 16,067 東京２０２０大会期間中、本市を訪れる観光 338

重点1-5 遊イベント (20,000) (16,067) 客に市内の周遊を促すため、観光資源を活用

〔観光国際課〕 した周遊イベントを実施

32 総振 氷川参道おもてなし事 16,605 17,705 東京２０２０大会に合わせ、一体的な都心で 365

業 (16,605) (17,705) あるさいたま新都心と大宮駅周辺のにぎわい

〔都心整備課〕 や回遊性向上につなげる取組として、氷川参

道等の地域資源のＰＲや山丸公園で来街者を

おもてなしするイベント等を実施

３ 新しい時代に対応した行政運営とＤＸの推進
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

33 拡大 窓口手続のオンライン 2,906 2,241 多様化する市民ニーズや新しいライフスタイ 70

総振 化拡充 (2,906) (2,241) ルに対応するため、窓口手続のオンライン化

〔情報政策部〕 などにＩＣＴを導入

34 新規 スマートフォン決済の 6,690 0 納税者の更なる利便性向上と接触機会の低減 109

総振 導入 (6,690) (0) を図るため、新たに市税の納付にスマート

〔収納対策課〕 フォンアプリを利用したキャッシュレス決済

を導入

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

35 拡大 生活保護業務に係るタ 14,083 2,089 市民サービスの向上及び業務の効率化を推進 199

ブレット端末の全区導 (14,083) (2,089) するため、ケースワーク業務における訪問先

入 での調査等に活用するタブレット端末を全区

〔生活福祉課〕 に導入

36 拡大 スポーツを科学する生 9,969 6,600 ＩＴを活用した「スマート部活動」を通し 552

総振 徒の育成 (9,969) (6,600) て、さいたまＳＴＥＡＭＳ教育を推進するた

重点1-4 〔高校教育課〕 め、市立高等学校・中学校で実証実験を、小

学校は教科横断的なプロジェクト学習の研究

を実施

37 拡大 児童生徒用コンピュー 654,367 225,845 「ＧＩＧＡスクール構想」により整備した児 553

総振 タ整備事業 (654,367) (225,845) 童生徒1人1台端末の効果を高めるため、適切

重点1-4 〔教育研究所〕 な維持管理を行うとともに、新たに全ての市

立中学校において大型提示装置を導入

38 拡大 アクティブ・ラーニン 258,666 75,960 学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付 545

総振 グの推進 (258,666) (75,960) けられるよう、「主体的・対話的で深い学び

〔指導１課〕 （アクティブ・ラーニング）の視点からの授

業改善」を図り、「真の学力」を育成すると

ともに、本市の特定の課題及び全国的な教育

課題等に関して、研究を委嘱し、委嘱校の教

育力を向上

39 拡大 保育コンシェルジュ事 32,613 28,155 保育所等の利用に関する相談受付や情報提供 257

総振 業 (17,395) (15,017) 並びに利用保留児童の保護者へのアフター

重点2-1 〔幼児政策課〕 フォローを行う専任職員を10区に配置

また、保育サービス等の情報を提供するＡＩ

自動応答サービスを新たに導入

40 拡大 中小企業の生産性・付 263,010 219,611 市内中小企業の持続的な成長に向け、経営基 330

総振 加価値向上を通じた成 (263,010) (219,611) 盤の強化と事業継続力の向上の総合的な支援

重点2-2 長促進支援 及びＣＸ／ＤＸの推進による生産性と付加価

〔経済政策課〕 値向上支援を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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４　分野別事業
（１）コミュニティ･人権･多文化共生

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

41 総振 男女共同参画のまちづ 5,236 1,176 第４次男女共同参画のまちづくりプランに基 124

くりプランの進行管理 (5,236) (1,176) づく推進事業の実施及び進行管理

事業

〔人権政策・男女共同

参画課〕

42 総振 相談・ＤＶ防止事業 39,448 35,709 相談者自身が自己解決していくための支援と 125

〔人権政策・男女共同 (25,437) (23,815) して、電話相談、面接相談、専門相談を実施

参画課〕 するとともに、ＤＶ被害者支援に取り組む民

間団体への補助及びＤＶ防止対策関係機関連

携会議を開催

43 総振 自治会運営補助金交付 285,272 284,728 住み良い豊かな地域社会の形成に資すること 126

重点2-5 事業 (285,272) (284,728) を目的として、自治会及び自治会連合会の運

〔コミュニティ推進 営に要する経費の一部を補助するとともに、

課〕 さいたま市自治会連合会のホームページ運営

を支援

44 総振 自治会集会所整備事業 61,640 48,307 自治会活動の場を確保・充実させることを目 126

重点2-5 〔コミュニティ推進 (61,640) (48,307) 的として、自治会集会所の新築、増改築修繕

課〕 及び建物本体・用地の借上げに要する経費の

一部を補助

45 総振 コミュニティ助成事業 6,174 13,325 コミュニティ活動の促進を図るため、みこし 126

重点2-5 〔コミュニティ推進 (6,174) (13,325) 等の屋外活動備品や会議机等の屋内活動備品

課〕 の整備に要する経費の一部を補助

46 拡大 自治会加入促進事業 1,181 999 自治会への加入促進を図るため、地域活動へ 126

総振 〔コミュニティ推進 (1,061) (879) の参加を促すポスターやリーフレット等によ

重点2-5 課〕 り市民への啓発活動を実施

47 総振 講演会・研修会の開催 605 1,111 市民を対象とした人権啓発講演会及び企業の 131

重点2-5 〔人権政策・男女共同 (250) (467) 社員を対象とした人権問題研修会を開催

参画課〕

48 総振 人権啓発冊子・用品の 848 841 人権啓発パンフレット・冊子・用品の作成及 131

重点2-5 作成 (435) (422) び講演会等の市主催のイベントの際の配布

〔人権政策・男女共同

参画課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

49 総振 国際交流の機会増加 80,460 85,305 多言語生活相談や日本語教室、ボランティア 321

重点2-5 及び多文化共生意識 (80,435) (85,289) 養成講座、国際交流イベント等を実施

の醸成

〔観光国際課〕

（２）環境
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

50 総振 環境未来都市推進事業 30,679 40,514 次世代自動車普及施策を推進するとともに、 71

重点1-1 〔未来都市推進部〕 (28,002) (36,014) 本市の先進的な取組を国内外に発信するた

め、「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡグローバルサミッ

ト」開催準備を実施

再掲 総振 スマートシティさいた 110,217 152,900 「公民＋学」の連携・協力のもと、新たな生 71

23 重点1-1 まモデル推進事業 (110,207) (152,890) 活支援サービスを提供するとともに、コミュ

〔未来都市推進部〕 ニティ形成を促進しながら、スマートシティ

さいたまモデルを推進

51 拡大 路上喫煙及びポイ捨て 81,909 88,240 「環境美化重点区域」及び「路上喫煙禁止区 285

総振 防止の推進 (81,765) (88,096) 域」内で、環境美化指導員による巡回指導や

〔資源循環政策課〕 啓発物の設置、指定喫煙所の改修を実施

52 新規 ごみ拾い情報共有アプ 1,826 0 新たにごみ拾い情報共有アプリのを活用した 285

総振 リの導入 (1,826) (0) ＷＥＢシステムを導入し、日常的な市民清掃

〔資源循環政策課〕 活動の普及啓発を実施

53 拡大 一般廃棄物減量施策の 14,587 4,814 新しい生活様式の影響を把握した上で、現状 286

総振 推進 (14,587) (4,814) に即した食品ロス及びプラスチックごみ等を

重点2-4 〔資源循環政策課〕 削減するための施策を推進

54 総振 環境学習施設の運営 3,929 4,141 環境学習施設「みぬま見聞館」の管理運営を 300

重点1-1 〔大宮南部浄化セン (3,929) (4,141) 通じて生物多様性への理解を促進

　ター〕

55 総振 生ごみ処理容器等購入 3,960 3,960 家庭から排出される生ごみの減量化を図るた 301

重点2-4 費の補助 (3,960) (3,960) め、生ごみ処理容器等を購入した市民に対し

〔廃棄物対策課〕 購入経費の一部を補助

56 新規 衛生センター統廃合事 7,027 0 衛生センターを統廃合するため、大宮南部浄 303

総振 業 (0) (0) 化センター基幹的設備改良の長寿命化計画を

〔環境施設管理課〕 策定し、改良工事後にクリーンセンター西堀

を廃止

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

57 拡大 サーマルエネルギーセ 1,802,944 178,716 西部環境センターと東部環境センターを統廃 304

総振 ンター整備事業 (272,971) (91,169) 合し、サーマルエネルギーセンターを建設す

〔環境施設整備課〕 るため、新施設の本体工事に着手

再掲 新規 ゼロカーボンシティ実 16,460 0 電力の地産地消等のエネルギーの利活用スキ 307

20 総振 現への共創推進 (8,480) (0) ームを構築するとともに、都市間連携の取組

重点1-1 〔環境創造政策課〕 を推進

58 拡大 次世代自動車の普及促 42,312 37,949 次世代自動車の充電環境の充実、市民・事業 307

総振 進 (40,851) (36,866) 者への導入支援、ＥＶ教室等の普及啓発を実

重点1-1 〔環境創造政策課〕 施

59 拡大 生物多様性の保全の推 2,411 2,120 市民参加型生きもの調査や学校・企業等と連 308

総振 進 (2,411) (2,120) 携した調査等を実施し、データベース化を推

重点1-1 〔環境対策課〕 進

60 総振 見沼田圃の保全と新た 63,087 70,092 「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさ 371

重点1-1 な活用・創造の推進 (43,987) (50,792) と“みぬま”」を実現するために、見沼田圃

〔見沼田圃政策推進 基本計画次期アクションプランを策定し、

室〕 （仮称）三崎広場を整備するとともに、情報

発信力を強化

（３）健康・スポーツ
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

61 拡大 サッカーのまちづくり 3,850 2,530 サッカーを核として、スポーツを活用したま 149

総振 推進事業 (3,850) (2,530) ちづくりを推進するため、サッカーの魅力体

重点1-3 〔スポーツ振興課〕 験イベント「さいたまサッカーフェスタ」を

開催するとともに、女子サッカーの普及・発

展を図る取組を実施

62 新規 生涯スポーツ振興事業 7,000 0 市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続 153

総振 〔スポーツ振興課〕 (7,000) (0) 的なスポーツ活動へとつなげる取組として、

重点1-3 子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測

定会を開催

63 拡大 「さいたまスポーツ 25,471 19,826 持続的で幅広いスポーツ振興に貢献する環境 155

総振 シューレ」活用推進事 (21,458) (19,626) の実現に向け、民間力を最大限に活用した取

重点1-3 業 組として、スポーツビジネス創出・活性化事

〔スポーツ政策室〕 業や、ＩＣＴを活用したスポーツ指導を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

64 拡大 次世代型スポーツ施設 10,070 46 持続可能なスポーツ環境の提供に向けて、民 155

総振 誘致・整備事業 (10,070) (46) 間力を活用したスポーツを「みる」、「す

重点1-3 〔スポーツ政策室〕 る」、「まなぶ」場の整備を推進

65 拡大 ランニングイベント開 38,069 6,542 「スポーツのまち　さいたま」の実現に向け 156

総振 催事業 (38,069) (6,542) て、市民のスポーツに対する意欲・関心を高

重点1-3 〔スポーツイベント め、多くの市民が楽しめるファンラン等のラ

課〕 ンニングイベントを開催するとともに、新た

なランニングイベントを検討

再掲 総振 東京２０２０大会に向 26,212 24,442 競技体験等を通じて東京２０２０大会に向け 157

26 けた気運醸成事業 (6,553) (6,111) た気運を醸成するため、さいたまスポーツ

〔オリンピック・パラ フェスティバルを開催

リンピック部〕

66 拡大 高齢者の保健事業と介 42,747 21,448 医療・介護のデータから地域の健康課題を把 189

総振 護予防の一体的実施 (0) (0) 握し、フレイル予防等を目的とした個別的な 195

重点1-2 〔年金医療課、いきい 保健指導や、「住民主体の通いの場」等での

き長寿推進課〕 健康教育・健康相談等を実施

また、高齢者を必要な医療・介護サービスに

つなげるため、受診勧奨、介護予防事業への

参加勧奨等を実施

67 総振 健康マイレージ 144,459 144,366 ＩＣＴを活用し、楽しみながら継続的な運動 209

重点1-2 〔健康増進課〕 (144,459) (144,366) 習慣の獲得を図るため、歩数等に応じてポイ

ントを付与する健康マイレージを実施

68 拡大 がん対策推進事業 3,926 2,660 がんになっても安心して暮らせる地域社会の 209

総振 〔健康増進課〕 (3,226) (1,890) 構築を目指し、総合的かつ計画的にがん対策

を推進するとともに、新たに若年の末期がん

患者に対し、在宅における療養生活を支援す

るための補助金を交付

69 総振 地域・家庭・学校が連 2,349 2,706 「さいたま市５つの『食べる』」の推進、朝 210

重点1-2 携した食を通じた健康 (2,181) (2,387) 食・共食の啓発、協働の強化、ライフステー

づくり ジに応じた食育の推進

〔健康増進課〕

70 総振 学校における食育の推 5,146 5,723 学校給食における県内地場産物の活用を推進 580

重点1-2 進 (5,146) (5,723) するとともに、地元シェフによる学校給食や

〔健康教育課〕 学校教育ファームを実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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（４）教育
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

再掲 拡大 アクティブ・ラーニン 258,666 75,960 学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付 545

38 総振 グの推進 (258,666) (75,960) けられるよう、「主体的・対話的で深い学び

〔指導１課〕 （アクティブ・ラーニング）の視点からの授

業改善」を図り、「真の学力」を育成すると

ともに、本市の特定の課題及び全国的な教育

課題等に関して、研究を委嘱し、委嘱校の教

育力を向上

71 拡大 さいたまＳＴＥＡＭＳ 2,467 810 科学・技術分野の進展をリードできる力や未 545

総振 教育の推進 (2,467) (810) 来社会において自己実現できる力を育成する

重点1-4 〔指導１課〕 ため、ＳＴＥＭ分野を幹とした教科横断的な

プロジェクト学習を実施

72 拡大 グローバル・スタディ 669,356 591,740 グローバル社会で主体的に行動し、たくまし 547

総振 の推進 (552,816) (487,119) く豊かに生きる児童生徒を育成するため、

重点1-4 〔指導１課〕 「グローバル・スタディ」を実施

73 拡大 グローバル人材を育成 2,805,086 284,445 世界へ飛躍するグローバル人材を育成するた 552

総振 する中等教育学校の整 (917,006) (284,445) め、大宮国際中等教育学校の校舎整備及び国

備 際バカロレア認定に向けた手続を実施

〔高校教育課〕

再掲 拡大 スポーツを科学する生 9,969 6,600 ＩＴを活用した「スマート部活動」を通し 552

36 総振 徒の育成 (9,969) (6,600) て、さいたまＳＴＥＡＭＳ教育を推進するた

重点1-4 〔高校教育課〕 め、市立高等学校・中学校で実証実験を、小

学校は教科横断的なプロジェクト学習の研究

を実施

再掲 拡大 児童生徒用コンピュー 654,367 225,845 「ＧＩＧＡスクール構想」により整備した児 553

37 総振 タ整備事業 (654,367) (225,845) 童生徒1人1台端末の効果を高めるため、適切

重点1-4 〔教育研究所〕 な維持管理を行うとともに、新たに全ての市

立中学校において大型提示装置を導入

74 新規 小中学校における水泳 4,199 0 学校プールの機能性・合理性の向上を図ると 555

授業の民間委託化事業 (4,199) (0) ともに、質の高い教育を提供するため、水泳 561

〔学校施設課〕 授業の民間委託化をモデル的に実施

75 新規 就学援助オンライン学 65,772 0 経済的理由で就学困難な就学援助世帯に対し 556

習通信費の支給 (65,772) (0) て、家庭でのオンライン学習に係る通信費の

〔学事課〕 支援を新たに実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

76 新規 武蔵浦和駅周辺地区新 23,760 0 学校規模の適正化とともに、教育の質の向上 558

設校建設事業 (23,760) (0) を図るため、武蔵浦和駅周辺地区に義務教育

〔学校施設課〕 学校を整備するための基本計画の策定を実施

77 拡大 コミュニティ・スクー 4,307 2,702 学校を核とした地域づくりを推進するため、 567

総振 ルの推進 (4,307) (2,702) 市立学校においてコミュニティ・スクール

重点2-5 〔生涯学習振興課〕 （学校運営協議会制度）実施校を拡大

78 拡大 公民館エレベーター設 153,525 27,013 公民館のバリアフリー化を推進するため、エ 570

置事業 (19,825) (20,313) レベーター等の設置に向けた工事・設計等を

〔生涯学習総合セン 実施

ター〕

（５）生活安全
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

79 総振 地域防犯活動等助成事 32,735 33,005 自治会等に対し防犯活動や防犯カメラの設置 125

重点2-3 業 (32,735) (33,005) に係る経費の一部を助成し、さいたま市防犯

〔市民生活安全課〕 協会、さいたま市暴力排除推進協議会に対

し、補助金を交付

80 新規 犯罪被害者等相談・支 12,533 0 犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図 126

総振 援事業 (12,533) (0) るため、相談体制の構築や支援を実施

〔市民生活安全課〕

81 総振 交通安全教室事業 14,136 12,364 幼児・小学生・高齢者などを対象とし、交通 128

重点2-3 〔市民生活安全課〕 (14,098) (12,329) マナーや交通ルールを実践的に学ぶ教室を開

催

（６）福祉
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

再掲 拡大 福祉丸ごと相談セン 9,082 1,971 福祉の複合的な課題を抱える市民等に対応す 172

22 総振 ターの設置 (2,245) (487) るため、4区に相談支援包括化推進員を配置

〔福祉総務課〕 し、福祉丸ごと相談センターを設置

82 総振 ノーマライゼーション 10,743 10,046 障害者や障害に対する理解を深め、ノーマラ 180

重点2-5 普及啓発事業 (2,960) (2,725) イゼーションの理念の普及啓発を行うため、

〔障害政策課〕 ブラインドサッカーの国際親善試合である

ノーマライゼーションカップや「障害者週

間」のつどい等を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

83 総振 障害者総合支援セン 44,754 40,329 障害者の就労の促進を図るため、就労相談支 188

重点2-2 ター障害者支援事業 (44,677) (40,256) 援、雇用創出コーディネーターの事業所訪問

〔障害者総合支援セン による就労の場の拡大、ジョブコーチの職場

ター〕 訪問による定着支援などを実施

84 総振 セカンドライフ支援事 20,359 20,378 おおむね50歳以上の中高年齢層に対して、ボ 191

重点2-1 業 (20,334) (20,355) ランティア、就労、余暇活動に関する情報を

〔高齢福祉課〕 集約して発信するセカンドライフ支援セン

ターを運営

85 拡大 シルバーポイント（長 60,632 60,864 65歳以上の方が登録団体で健康づくり等の活 193

総振 寿応援ポイント）事業 (51,669) (53,436) 動を行った場合にポイントが付与され、貯め

重点2-1 〔高齢福祉課〕 たポイントを奨励金に交換できる事業を実施

86 拡大 アクティブチケット交 32,352 29,091 シルバーポイント事業等の活動に参加した高 193

総振 付事業 (32,352) (29,091) 齢者及び75歳以上の方を対象として、市内公

重点2-1 〔高齢福祉課〕 共施設等を無料又は割引料金で利用できるア

クティブチケットを交付

再掲 拡大 生活保護業務に係るタ 14,083 2,089 市民サービスの向上及び業務の効率化を推進 199

35 ブレット端末の全区導 (14,083) (2,089) するため、ケースワーク業務における訪問先

入 での調査等に活用するタブレット端末を全区

〔生活福祉課〕 に導入

87 拡大 子どもに対する学習機 87,040 85,598 生活困窮世帯の子どもの基礎学力の向上や大 178

総振 会と居場所の提供 (43,521) (42,800) 人と触れ合う居場所の提供等の学習支援を実

〔生活福祉課〕 施するため、中高校生を対象とした学習支援

教室を開催するとともに、小学生に対しても

試験的に実施

88 拡大 シルバーポイント（い 46,292 41,968 60歳以上の方が受入施設等においてボラン 231

総振 きいきボランティアポ (5,788) (5,245) ティア活動を行った場合にポイントが付与さ

イント）事業 れ、貯めたポイントを奨励金やシルバー元気

〔高齢福祉課〕 応援券と交換、又は福祉団体等に寄附できる

事業を実施

89 総振 一般介護予防事業 144,363 147,043 高齢者自身が身近な場所で継続して運動を行 232

重点2-1 〔いきいき長寿推進 (18,046) (18,381) うことができるよう介護予防の普及・啓発、

課〕 ボランティアの育成を行う等、「地域づくり

による介護予防」を推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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（７）子ども・子育て
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

90 総振 妊娠・出産包括支援事 62,847 52,854 各区保健センターに設置した妊娠・出産包括 213

重点2-1 業 (20,953) (17,620) 支援センターを円滑に運営し、妊娠期からの

〔地域保健支援課〕 切れ目ない支援を実施

91 総振 若者自立支援ルーム 58,285 69,743 社会生活を営むうえで困難を有する若者が1人 245

重点2-1 運営事業 (58,285) (69,743) でも多く円滑な自立が果たせるよう、市内2か

〔青少年育成課〕 所で若者自立支援ルームを運営し、支援プロ

グラム等を実施

92 拡大 児童相談等特別事業 47,561 33,880 児童問題の複雑、深刻化や児童相談所等への 249

総振 〔南部児童相談所〕 (26,148) (18,552) 相談の増加に対応するため、通告・相談に応

じられる体制を整備するとともに、県と連携

したＳＮＳによる相談を新たに実施

93 新規 養育費の保証促進補助 930 0 養育費の確実な受け取りのため、公正証書の 251

総振 金 (465) (0) 作成費用や保証会社と養育費保証契約を締結

〔子育て支援政策課〕 した際の本人負担費用に対する補助を新たに

実施

94 拡大 放課後児童健全育成事 3,330,390 3,194,582 待機児童の解消を図るため、放課後児童クラ 254

総振 業 (1,045,104) (1,030,833) ブの安定的な運営を支援することにより、入

〔青少年育成課〕 所児童数を拡大

再掲 拡大 保育コンシェルジュ事 32,613 28,155 保育所等の利用に関する相談受付や情報提供 257

39 総振 業 (17,395) (15,017) 並びに利用保留児童の保護者へのアフター

重点2-1 〔幼児政策課〕 フォローを行う専任職員を10区に配置

また、保育サービス等の情報を提供するＡＩ

自動応答サービスを新たに導入

95 総振 保育人材確保対策事業 44,182 59,013 保育士等の人材確保を図るため、保育士資格 257

重点2-1 〔幼児政策課〕 (43,910) (57,209) 取得支援事業、市認定保育施設における保育 260

士等処遇改善事業を実施

96 総振 特定教育・保育施設等 2,687,442 5,745,790 多様な保育の受け皿確保のため、認可保育所 258

重点2-1 の整備事業 (137,979) (380,477) 等17施設、定員1,305人分の整備に要する費

〔のびのび安心子育て 用の一部を補助するとともに、小規模保育事

課〕 業等の連携施設の確保支援などを実施

97 新規 送迎保育ステーション 15,600 0 働きながら幼稚園を利用できる環境を整える 258

総振 事業 (10,415) (0) ため、駅周辺などの利便性の高い地域から、

重点2-1 〔のびのび安心子育て 周辺の幼稚園に児童を送迎する拠点となる送

課〕 迎保育ステーションを整備

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

98 新規 私立幼稚園入園料補助 122,820 0 幼児教育・保育の無償化後も多額の負担が残 258

事業 (122,820) (0) る私立幼稚園入園初年度の保護者負担を軽減

〔幼児政策課〕 するため、新たに入園料の一部を補助

99 拡大 私立幼稚園等預かり保 556,792 419,830 私立幼稚園等の預かり保育事業に対する補助 259

総振 育補助事業 (351,754) (324,950) 制度を拡充するとともに、市が認定した「子

重点2-1 〔幼児政策課〕 育て支援型幼稚園」の利用者負担に対し補助

100 拡大 保育人材確保対策事業 1,631,679 1,267,357 市内保育施設への就職支援を実施するほか、 261

総振 〔保育課〕 (1,072,068) (863,926) 保育士の処遇改善や保育支援者配置等に係る

重点2-1 経費を補助

また、市外から就職する保育士の利用拡大等

による宿舎借り上げ支援事業の補助を拡充

101 新規 医療的ケア児受入支援 33,640 0 私立認可保育所等の入所を希望する児童のう 261

総振 事業 (16,820) (0) ち、医療的ケアを必要とする児童の受入れを

〔保育課〕 行う保育所等に対して、新たに支援を実施

（８）文化
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

102 総振 国際芸術祭レガシー事 9,625 583 さいたま国際芸術祭のレガシーとして、市民 144

重点2-5 業 (5,462) (583) サポーターの活動支援、市民プロジェクト事

〔国際芸術祭開催準備 業等を実施

室〕

103 拡大 市民会館おおみや新施 9,997,388 4,001,629 大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地 148

総振 設整備事業 (1,388,888) (837,329) 再開発事業に伴い、文化会館機能、コミュニ

〔文化振興課〕 ティ機能を備えた新市民会館おおみやを整備

104 総振 岩槻人形博物館管理運 125,314 128,992 本市の特色ある地域資源である人形を活用 148

営事業 (99,138) (103,944) し、人形文化の振興を図るとともに、観光振

〔岩槻人形博物館〕 興等にも寄与するため、岩槻人形博物館にお

いて日本人形を中心とした展示や講座等を実

施

105 総振 大宮盆栽美術館管理運 114,037 157,581 本市の特色ある地域資源である盆栽を活用 149

営事業 (82,543) (102,987) し、盆栽文化の振興を図るとともに、観光振

〔大宮盆栽美術館〕 興等にも寄与するため、大宮盆栽美術館にお

いて展示や講座等を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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（９）都市インフラ
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

106 拡大 地下鉄７号線延伸促進 19,417 18,130 地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）延伸協議会 66

総振 事業 (12,610) (12,110) から示された課題の解決のため、引き続き、

重点1-5 〔未来都市推進部〕 埼玉県と共同で調査・検討を行うことと併せ

て、関係者会議を開催し、関係者との調整を

図るとともに、延伸の機運を醸成するため、

期成会の活動を支援

107 拡大 空き家等対策の推進 11,499 2,757 関係法令に基づく適正管理指導等を行うとと 306

総振 〔環境創造政策課〕 (11,499) (2,757) もに、空き家等対策計画に基づく対策を推進

将来的な空き家等の増加抑制に向け、「空き

家等対策計画」の見直しを実施

再掲 拡大 スマートシティに向け 12,100 4,730 大宮駅・さいたま新都心周辺地区等におい 352

24 総振 たモビリティサービス (12,100) (4,730) て、シェア型マルチモビリティの実証実験を

重点2-4 の充実 実施するなど、ＩＣＴをまちづくりに取り入

〔都市総務課〕 れるスマートシティの取組を推進

108 拡大 コミュニティバス等の 18,216 21,882 コミュニティバス等の導入及び改善検討に関 356

総振 導入及び改善支援 (18,216) (21,882) する地域組織等への技術的支援とともに、

重点2-1 〔交通政策課〕 ＡＩデマンド交通の導入検討を実施

109 総振 大宮駅グランドセント 134,913 146,438 大宮駅周辺地域戦略ビジョンのターミナル街 366

重点1-5 ラルステーション化構 (122,258) (140,238) 区におけるまちづくりの具体化を図るため、

想の推進 大宮駅グランドセントラルステーション化構

〔東日本交流拠点整備 想及び大宮ＧＣＳプラン２０２０に基づき、

課〕 大宮駅周辺街区のまちづくり、交通基盤整備

及び駅機能の高度化の事業化に向けた検討を

実施

110 新規 大宮駅周辺まちなか 5,412 0 ウォーカブル推進都市として、大宮駅周辺地 367

総振 ウォーカブルの推進 (5,412) (0) 域を中心に、居心地が良く歩きたくなるまち

〔大宮駅東口まちづ なかを創出するため、道路空間等の利活用に

くり事務所〕 向けた取組を推進

111 総振 大宮駅東口大門町２丁 1,285,371 2,871,098 都心としての拠点性の向上を図るとともに、 367

重点1-5 目中地区第一種市街地 (72,471) (154,398) 交通機能の強化、歩行者ネットワークの形成

再開発事業 等を図るため、市街地再開発事業を推進

〔大宮駅東口まちづ

くり事務所〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

112 総振 大宮駅西口第三地区 1,032,067 1,693,107 大宮駅西口第三地区まちづくり方針に基づ 368

重点1-5 まちづくりの推進 (78,239) (131,957) き、地区内におけるまちづくりの機運醸成に

〔大宮駅西口まちづ 向けた啓発等を行うとともに、市街地再開発

くり事務所〕 事業にかかる補助金交付や都市計画道路の整

備、事業用地の維持管理を実施

113 拡大 大規模公園の整備推進 83,962 32,010 緑の核となり、地区内外から多くの人が訪れ 369

総振 〔都市公園課〕 (39,962) (17,410) れる大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通

重点1-5 船堀公園、（仮称）セントラルパーク、与野

中央公園）の整備を推進

114 総振 武蔵浦和駅周辺地区ま 1,903 2,596 武蔵浦和駅周辺地区のまちづくりを推進する 371

重点1-5 ちづくり推進事業 (1,903) (0) ため、第７－１街区のまちづくり方針の決定

〔浦和西部まちづくり に向け、勉強会を実施

事務所〕

115 総振 市街地再開発推進事業 3,998,439 129,959 浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業を推 372

重点1-5 〔浦和駅周辺まちづ (230,229) (40,120) 進するとともに、浦和西口停車場線等の整備

くり事務所〕 を実施

116 拡大 美園地区のまちづくり 33,606 66,952 副都心にふさわしい都市空間・都市環境の形 373

総振 の推進 (0) (0) 成を図るため、大門上池調節池広場の管理運

〔浦和東部まちづくり 営を行うほか、新たにＡＩオンデマンド交通

事務所〕 サービスの実証実験を実施

117 総振 岩槻駅西口土地区画整 487,099 587,532 岩槻駅西口の商業活性化と潤いのある住環境 374

重点1-5 理事業 (181,512) (41,211) を形成するため、建物移転や道路などの基盤

〔岩槻まちづくり事務 整備を推進

所〕

118 総振 大宮駅西口第四土地 842,000 1,146,000 業務・商業機能の集積及び都心地区にふさわ 379

重点1-5 区画整理事業 (803,597) (931,843) しい市街地形成を図るため、建物移転や区画

〔大宮駅西口まちづ 道路整備等の面的基盤整備を行い、土地利用

くり事務所〕 の転換を促進

119 総振 浦和東部第一特定土地 858,000 1,228,000 副都心にふさわしい魅力ある市街地を形成す 381

重点1-5 区画整理事業 (728,239) (1,016,255) るため、道路築造工事等を実施

〔浦和東部まちづくり

事務所〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

120 総振 江川土地区画整理事業 159,000 184,000 良好な市街地を形成するため、調整池排水機 384

重点1-5 〔岩槻まちづくり事務 (158,704) (183,694) 場の築造などを実施

所〕

121 総振 大門下野田特定土地区 170,000 106,000 副都心にふさわしい魅力ある市街地を形成す 385

重点1-5 画整理事業 (139,989) (105,998) るため、整地工事等を実施

〔浦和東部まちづくり

事務所〕

122 総振 幹線道路整備事業 8,992,821 10,718,102 都市活動を支える道路交通ネットワークを形 404

重点2-3 〔道路計画課〕 (1,384,297) (1,573,114) 成するため、都市計画道路等の幹線道路整備 413

を効率的かつ効果的に推進

（１０）防災・消防
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

再掲 新規 防災アプリ構築事業 17,226 0 平常時からの防災啓発及び災害時の防災情報 91

16 総振 〔防災課〕 (17,226) (0) の的確な伝達等による円滑な避難等を目的に

重点2-3 新たにスマートフォンアプリを構築

123 総振 自主防災組織育成事業 130,106 135,601 災害時に地域住民が団結して地域を守る自主 92

重点2-3 〔防災課〕 (130,106) (135,601) 防災組織の結成及び育成強化を図るため、補

助金の交付及び防災アドバイザーを派遣

124 総振 橋りょう耐震化事業 999,600 1,064,700 埼玉県緊急輸送道路の橋りょうや重要路線、 406

〔道路環境課〕 (14,650) (20,300) 鉄道などを跨ぐ跨道橋や跨線橋について、重

点的かつ計画的に橋脚の耐震補強や橋桁の落

下防止対策を実施

125 総振 準用河川改修事業 102,539 498,576 浸水被害の軽減、治水安全度の向上を図るた 409

重点2-3 〔河川課〕 (18,539) (62,976) め、準用河川の整備を推進

126 総振 排水路等改修事業 795,161 813,451 浸水被害の軽減、治水安全度の向上を図るた 409

重点2-3 〔河川課〕 (150,446) (208,236) め、市が管理する排水路等の整備を推進

127 総振 油面川排水機場整備事 465,260 482,360 油面川流域における浸水被害を軽減するた 409

重点2-3 業 (44,560) (48,660) め、令和4年に油面川排水機場を運用開始で

〔河川課〕 きるよう整備を推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

128 拡大 流域対策施設整備事業 125,543 73,970 浸水被害の軽減を図るため、河道整備以外の 409

総振 〔河川課〕 (26,993) (7,470) 対策として、流域貯留浸透施設や調節池の整

重点2-3 備を推進

129 総振 下水道浸水対策事業 3,427,097 3,559,043 浸水被害の軽減を目的とした雨水管及び雨水 418

〔下水道計画課〕 貯留施設等の整備を推進

130 総振 消防力等の体制強化 915,819 1,660,025 大規模化、複雑多様化する災害に適切に対応 512

〔消防総務課、消防企 (321,953) (486,825) するため、さいたま市消防力整備計画に基づ 513

画課、消防施設課、予 き、中央消防署の移転に係る建設工事、（仮 515

防課、警防課、救急 称）城南地区出張所の整備に係る既存建物解 517

課、指令課〕 体工事及び中央消防署の解体工事に係る設計 ～

業務を実施 521

（１１）経済・産業
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

131 総振 就労支援の充実 67,548 69,968 本市就労支援施設において求職者の世代・状 322

重点2-2 〔労働政策課〕 (64,574) (67,088) 況に応じた就労支援を実施するとともに、企

業と求職者のマッチングにより市内中小企業

等の人材確保を支援

132 総振 産業人材の育成 5,239 9,470 市内小中学生を対象に、一連の実践的なビジ 322

重点2-2 〔労働政策課〕 (5,239) (9,470) ネス体験プログラムを実施するとともに、市

内工業高校生を対象に、市内企業へのインタ

ーンシッププログラム等を実施

133 総振 効率的かつ安定的な 6,439 7,440 農業経営の安定化のため、ＩＣＴ等の先進技 323

重点2-2 農業経営の実現 (6,439) (7,440) 術を活用した経営モデルの確立、農業者への 326

〔農業政策課・見沼 普及啓発及び導入支援のほか情報収集による

グリーンセンター〕 農地貸付の促進

134 総振 地場産農産物の流通 7,363 10,145 市内農産物の安全・安心な生産体制の整備、 323

重点1-2 ・消費拡大 (7,363) (10,145) ＰＲによる消費拡大、ＧＡＰ取得、ブランド

〔農業政策課〕 化、商品開発等の支援を通じて地産地消を推

進

135 拡大 （仮称）農業及び食の 43,903 28,263 食肉中央卸売市場・と畜場及び地域経済活性 329

総振 流通・観光産業拠点の (43,903) (28,263) 化拠点を一体的に整備する（仮称）農業及び 340

整備 食の流通・観光産業拠点の整備の検討

〔経済政策課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

再掲 拡大 中小企業の生産性・付 263,010 219,611 市内中小企業の持続的な成長に向け、経営基 330

40 総振 加価値向上を通じた成 (263,010) (219,611) 盤の強化と事業継続力の向上の総合的な支援

重点2-2 長促進支援 及びＣＸ／ＤＸの推進による生産性と付加価

〔経済政策課〕 値向上支援を実施

136 総振 創業・副業・テレワー 11,935 13,870 創業を目指す方及び副業を希望する方に対 330

重点1-5 ク支援による新たな産 (11,935) (13,870) し、総合的な支援の提供及びテレワーク環境

業の創出 の整備促進支援を実施

〔経済政策課〕

再掲 総振 東日本連携の推進によ 30,128 59,743 「東日本連携・創生フォーラム」を開催する 333

21 重点1-5 る地域経済活性化 (30,128) (32,680) とともに、東日本地域の商材の販路拡大やビ

〔経済政策課〕 ジネス交流を進めることで、東日本全体の地

域経済を活性化

再掲 総振 日本酒ＰＲイベントの 9,539 18,203 東京２０２０大会を契機に、日本酒の魅力を 333

30 重点1-5 実施 (6,039) (5,989) 伝え、本市や東日本都市へのインバウンドの

〔経済政策課〕 拡大や、海外の日本酒のファン層の拡大を図

るため、日本酒のＰＲイベントを実施

137 総振 企業立地の促進 234,817 211,302 本市の優位性を生かした企業誘致活動や官民 334

重点1-5 〔産業展開推進課〕 (234,807) (211,292) 連携による新たな産業集積拠点の創出に向け

た権利者組織の支援及び関係機関協議等を実

施

138 拡大 産学連携等によるイノ 51,275 40,033 成長産業分野における企業と研究機関等との 334

総振 ベーション創出の支援 (51,275) (40,033) 産学連携を支援し、新技術開発と新事業創出 335

重点1-5 〔産業展開推進課〕 を推進

139 総振 国内外事業展開支援の 63,714 82,282 企業の事業機会の拡大を図るためのビジネス 335

重点1-5 強化 (63,714) (82,282) マッチングを実施するとともに、欧州等にお 336

〔産業展開推進課〕 ける国際競争力向上支援を実施

140 総振 地域の特色を生かした 152,692 134,939 商店街の活性化及びにぎわいの創出を図るた 337

重点2-2 商業活性化 (152,692) (134,939) め、地域の特色を生かしたイベント等を実施

〔商業振興課〕 するとともに、商店会等が実施する地域イベ

ントや共同施設整備に対して補助を行い、ま

た、商店の関係者等を対象とした講座等、状

況に応じた支援を実施

141 拡大 東日本連携広域周遊 32,990 30,192 東京２０２０大会の開催を契機に、本市を始 338

総振 ルート事業 (28,440) (23,042) めとする東日本地域への観光客誘致を促進す

重点1-5 〔観光国際課〕 るため、共同でのプロモーションを実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

再掲 総振 観光資源を活用した周 20,000 16,067 東京２０２０大会期間中、本市を訪れる観光 338

31 重点1-5 遊イベント (20,000) (16,067) 客に市内の周遊を促すため、観光資源を活用

〔観光国際課〕 した周遊イベントを実施

142 総振 インバウンド促進事業 11,710 22,273 外国人観光客の誘致を促進するため、本市の 338

重点1-5 〔観光国際課〕 (8,710) (19,273) 観光資源についてプロモーションを実施

143 総振 ＭＩＣＥの更なる推進 10,096 9,517 コンベンションをはじめとするＭＩＣＥの誘 338

重点1-5 〔観光国際課〕 (10,096) (9,517) 致・開催を促進するため、主催者に対して助

成や支援を実施

（１２）市民協働・公民連携、高品質経営市役所
*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和3年度 令和2年度 説明
概要掲載
ページ

144 総振 市民に分かりやすい情 1,528 2,256 出前講座を実施するとともに、動画・画像を 52

報発信 (1,528) (2,256) 活用した情報発信を強化

〔広報課〕

145 拡大 「さいたま市ＣＳ９０ 529 529 2030年までに「市民満足度」を90％以上とす 69

総振 ＋運動」の全市的推進 (529) (529) ることを目標とした「さいたま市ＣＳ９０＋

〔都市経営戦略部〕 運動」を全市的に推進

再掲 新規 スマートフォン決済の 6,690 0 納税者の更なる利便性向上と接触機会の低減 109

34 総振 導入 (6,690) (0) を図るため、新たに市税の納付にスマート

〔収納対策課〕 フォンアプリを利用したキャッシュレス決済

を導入

146 総振 マッチングファンド 5,612 7,799 市民活動団体が実施する公益的な事業を支援 132

制度による協働事業 (1,721) (3,118) するため、基金を活用した助成事業を実施

の促進

〔市民協働推進課〕

147 総振 Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公 4,314 3,720 公園のにぎわい創出、魅力の向上を図るた 369

民連携による公園のに (4,314) (3,720) め、公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）

ぎわい創出 やネーミングライツの活用など、公民連携事

〔都市公園課〕 業を推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画実施計画事業　　重点・・・総合振興計画重点戦略事業
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⑦ しあわせ倍増に向けた創造的改革の実践
質の高い都市経営の実現のため、「市民協働・公民連携」と「高品質経営市

役所」の２つの視点から、「さいたま市総合振興計画基本計画実施計画」に基

づき、行財政改革の取組を推進します。

１ 多様な主体とともに進めるまちづくり

● 行財政改革の取組による、
令和３年度予算案における財政効果額 約 70億円 歳入確保額 約 7.3億円

歳出削減額 約62.4億円

８．行財政改革の取組

市民協働・公民連携 （1,000千円）

高品質経営市役所 （6,967,058千円）

１ 市民に信頼される開かれた市政運営

市民、市民活動団体、事業者、大学など多様な主体と市との協働・連携を推進し、社会や地域の課

題に対して効果的に取り組むまちを目指します。

【施策と主な事業】

（１）市民協働・公民連携意識の醸成
・ＣＳ９０＋運動の全市的推進

・庁内コミュニケーションの促進と推進体制の充実

・公民連携セミナーの開催

・高校生ファシリテーターの活躍

（２）市民協働・公民連携を推進する仕組みづくり
・ＮＰＯ法人の設立支援

・民間提案の事業化

・マッチングファンド制度による協働事業の促進

・大学との連携の推進

本市の情報を市民と共有するとともに、適正な職務執行を通じて、市民に信頼される開かれた市政

運営を推進します。

【施策と主な事業】

（１）広報・広聴機能の充実
・市民に分かりやすい情報発信

・市民の関心・共感を高める情報発信

・市民に信頼される広聴機能の充実

（２）効果的・効率的な区役所窓口サービスの提供
・区役所窓口総合サービスの向上

（３）公正かつ適正な職務執行
・職員のコンプライアンス意識の更なる向上

２ 健全財政の維持

必要な市民サービスを維持し、かつ的確に行うため、効果的・効率的な財政運営を推進します。

【施策と主な事業】

（１）健全で持続可能な財政運営
・事務事業の見直しによる健全財政の維持

・公共施設マネジメントの推進

-34-



市民サービスの更なる向上を図るため、事務の効率化や働きやすい環境を整備するとともに、地域

社会に貢献できる職員を育成します。

【施策と主な事業】

（１）職員の育成
・一職員一改善提案制度の推進

・研修を通じた成長意識の向上と組織風土の醸成

（２）働く環境の整備
・働きやすい職場環境整備の推進

４ ＩＣＴやデータを活用した新しい時代の行政運営

ＩＣＴを活用して、新しい時代の市民ニーズに応える効果的で効率的な行政運営を行うとともに、デー

タに基づく業務遂行の仕組みを構築します。

・市税・介護保険料・保育料の収納率の向上

・国民健康保険事業の健全化

・公金の納付機会の拡大

・ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用

・未利用資産の有効活用

・保育園用務業務・学校用務業務等の委託化

・外郭団体の健全経営

（２）公営企業の健全経営
・水道事業の健全経営

・下水道事業の健全経営

・病院事業の健全経営

３ 市政を支える職員の育成と働く環境の整備

【施策と主な事業】

（１）ＩＣＴやデータを活用した行政サービス、業務効率化
・窓口手続のオンライン化拡充

・さいたまシティスタットの推進

・情報システムの最適化

・ＩＣＴを活用できる人材の育成

５ 真の分権型社会を担う自主的・自立的な都市の実現

地方分権改革の確実な推進や地方税財政制度の抜本的な見直しを国に働きかけるとともに、地域

の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指します。

【施策と主な事業】

（１）地方分権改革の推進と新たな大都市制度の創設
・指定都市市長会による連携

・九都県市首脳会議による連携

６ さいたま市の特長を生かした都市イメージの向上

本市の特長を生かし、都市のイメージの向上を図ります。

【施策と主な事業】

（１）地域資源等の発信による訪問意向の形成

・全庁のシティセールス力向上

・効果的なシティセールスの展開

（２）「住みやすさ」の発信による定住意向の形成
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（１）予算総括表 （単位：億円）

令和３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

比 較
前年度比
（％）

6,117.8 5,627.2 490.6 8.7

国 民 健 康 保 険 事 業 1,029.2 1,023.7 5.5 0.5

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 260.8 253.4 7.4 2.9

介 護 保 険 事 業 935.2 910.8 24.4 2.7

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 0.8 0.9 ▲ 0.1 ▲ 9.9

食肉中央卸売市場及びと畜場事業 4.9 4.2 0.7 17.6

用 地 先 行 取 得 事 業 0.5 0.5 0.0 0.0

大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 8.4 11.5 ▲ 3.1 ▲ 26.5

東 浦和第二土地区画整理事業 13.4 13.1 0.3 2.7

浦和東部第一特定土地区画整理事業 8.6 12.3 ▲ 3.7 ▲ 30.1

南与野駅西口土地区画整理事業 4.1 9.8 ▲ 5.7 ▲ 57.8

指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 7.6 8.3 ▲ 0.7 ▲ 8.4

江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 1.6 1.8 ▲ 0.2 ▲ 13.6

大門下野田特定土地区画整理事業 1.7 1.1 0.6 60.4

公 債 管 理 912.0 915.5 ▲ 3.5 ▲ 0.4

計 3,188.9 3,166.8 22.1 0.7

水 道 事 業 475.7 487.0 ▲ 11.3 ▲ 2.3

病 院 事 業 284.4 274.3 10.1 3.7

下 水 道 事 業 489.5 502.5 ▲ 13.0 ▲ 2.6

計 1,249.6 1,263.8 ▲ 14.2 ▲ 1.1

10,556.3 10,057.8 498.5 5.0合 計

会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

計

企

業

会

計

一般会計の規模は、新型コロナウイルス感染症関連事業、中小企業融資貸付金、社会保障関係経
費（扶助費等）の増により、前年度比8.7％増となった。

【特別会計：主な増額要因】
・介護保険事業特別会計 被保険者数の増加に伴う増
・後期高齢者医療事業特別会計 被保険者数の増加に伴う増

【企業会計：主な減額要因】
・下水道事業会計 ポンプ場施設耐震化の完了に伴う減

９．予算案の内訳

※前年度比は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。

※会計ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しない場合があります。
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（２）歳入
令和３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

比 較
前年度比
（％）

構成比
(％)

1 市 税 2,617.3 2,718.6 ▲ 101.3 ▲ 3.7 42.8

2 地 方 譲 与 税 28.7 29.5 ▲ 0.8 ▲ 2.6 0.5

3 利 子 割 交 付 金 1.8 1.8 0.0 2.2 0.0

4 配 当 割 交 付 金 10.4 9.0 1.4 15.1 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 11.7 8.5 3.2 37.1 0.2

6 分離課税所得割交付金 3.1 3.0 0.1 1.3 0.1

7 法 人 事 業税 交 付金 21.2 19.0 2.2 11.6 0.3

8 地 方 消 費税 交 付金 275.7 256.1 19.6 7.6 4.5

9 ゴルフ場利用税交付金 0.6 0.6 0.0 ▲ 1.7 0.0

10 自動車取得税交付金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 環 境 性 能割 交 付金 5.6 7.2 ▲ 1.6 ▲ 21.5 0.1

12 軽 油 引 取税 交 付金 64.0 65.7 ▲ 1.7 ▲ 2.6 1.0

13 地 方 特 例 交 付 金 30.2 19.2 11.0 57.4 0.5

14 地 方 交 付 税 60.9 55.8 5.1 9.0 1.0

15 交通安全対策特別交付金 2.8 2.9 ▲ 0.1 0.0 0.1

16 分 担 金 及び 負 担金 34.9 30.7 4.2 13.8 0.6

17 使 用 料 及び 手 数料 77.3 78.2 ▲ 0.9 ▲ 1.2 1.3

18 国 庫 支 出 金 1,172.0 1,021.4 150.6 14.7 19.2

19 県 支 出 金 295.3 273.0 22.3 8.2 4.8

20 財 産 収 入 13.8 13.7 0.1 0.8 0.2

21 寄 附 金 2.5 2.4 0.1 5.4 0.0

22 繰 入 金 167.4 162.3 5.1 3.1 2.7

23 繰 越 金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 諸 収 入 533.3 338.3 195.0 57.7 8.7

25 市 債 687.3 510.3 177.0 34.7 11.2

6,117.8 5,627.2 490.6 8.7 100.0

（単位：億円）

款

歳 入 合 計

市税収入が減収するものの、国庫・県支出金等の増により、全体として増加している。

歳入に占める割合は、大きい款から順に、市税、国庫支出金、市債となっている。

【主な増額要因】
18款 国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種事業の増 ＋ ７３億円
24款 諸収入 中小企業融資資金貸付金元利収入の増 ＋１９７億円
25款 市債 臨時財政対策債の増 ＋１２５億円

【主な減額要因】

1款 市税 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による市民税の減 ▲ ９２億円

※前年度比は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。

-37-



＜市税の内訳＞ （単位：億円）

令和３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

比　較
前年度比
（％）

構成比
(％)

個 人 1,298.6 1,335.5 ▲ 36.9 ▲ 2.8 49.6

法 人 126.2 181.1 ▲ 54.9 ▲ 30.3 4.8

計 1,424.8 1,516.6 ▲ 91.8 ▲ 6.1 54.4

土 地 393.1 395.1 ▲ 2.0 ▲ 0.5 15.0

家 屋 371.8 379.5 ▲ 7.7 ▲ 2.0 14.2

償 却 97.8 97.7 0.1 0.1 3.7

交付金 6.9 7.0 ▲ 0.1 ▲ 0.9 0.3

計 869.6 879.3 ▲ 9.7 ▲ 1.1 33.2

15.1 14.8 0.3 2.4 0.6

75.1 72.5 2.6 3.5 2.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.1 25.0 0.0

46.1 46.7 ▲ 0.6 ▲ 1.3 1.8

土 地 109.4 109.9 ▲ 0.5 ▲ 0.4 4.2

家 屋 77.1 78.8 ▲ 1.7 ▲ 2.2 2.9

計 186.5 188.7 ▲ 2.2 ▲ 1.1 7.1

2,617.3 2,718.6 ▲ 101.3 ▲ 3.7 100.0

入 湯 税

事 業 所 税

都市計画税

市税　合計

区　　分

市 民 税

固定資産税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

特 別 土 地 保 有 税

1,107

（50.0）

1,116

（50.0）

1,135

（50.1）

1,167

（50.4）

1,458

（56.0）

1,540

（56.6）
1,517

（55.8）
1,425

（54.4）

800

(36.1)

807

（36.2）

820

（36.2）

833

（36.0）

837

（32.1）

864

（31.8）
879

（32.4）
870

（33.2）

2,215 2,231 2,267 2,314

2,604
2,723 2,719

2,617

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

308
（13.9）

307
（13.7）

312
（13.7）

315
（13.6）

309
（11.9）

318
（11.6）

323
（11.8） 322

（12.4）

市 民 税

固定資産税

軽自動車税
市たばこ税
事業所税
都市計画税

ほか

(億円)

＜市税の推移＞

※前年度比及び構成比は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。

※ 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しない場合があります。

グラフの( )内は構成比
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(億円)

2,215

（47.6）

2,231

(48.9)

2,267

(48.3)

2,314

(43.7)

2,604

(47.0)
2,723

(48.9)

2,719

(48.3)
2,617

（42.8）

309

(6.7)

312

(6.8)

303

(6.5)

298

(5.6)

301

(5.4)

351

(6.3)
338

(6.0)

533

（8.7）
233

(5.0)

212

(4.8)

274

(5.8)

297

(5.6)

309

(5.6)

290

(5.2)
287

(5.1)

296

（4.8）
593

（12.8）
522

（11.4）

479

（10.2）

586

（11.1）

680

（12.3）

543

（9.8）
510

（9.1）

687

（11.2）

975

（21.0）
911

（19.9）

978

（20.9）

1,103

（20.8）

1,167

（21.0）

1,218

（21.9）
1,294

（23.0）

1,467

（24.0）

324

(6.9)
373

(8.2)

388

(8.3)

703

(13.2)

485

(8.7)

443

(7.9)

478

(8.5)

518

（8.5）

4,649 4,560
4,689

5,301

5,545 5,568 5,627

6,118

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

依
存
財
源

歳入予算額の推移（平成２６年度～令和３年度）

市 税

諸 収 入

そ の 他

自主財源

（注２）

市 債

国 県

支 出 金

そ の 他
依存財源
（注１）

（億円）

（注１）その他依存財源とは、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、

自動車取得税交付金、環境性能割交付金、軽油引取税交付金、地方特例交付金、地方交付税、

交通安全対策特別交付金、特別地方消費税交付金及び道府県民税所得割臨時交付金の合計額

です。

（注２）その他自主財源とは、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金及

び繰越金の合計額です。

※ 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しない場合があります。

グラフの( )内は構成比

自
主
財
源

1,892 1,806 1,845 2,392 2,332 2,204 2,283 2,672

(40.7) (39.6) (39.3) (45.1) (42.0) (39.6) (40.6) (43.7)

2,757 2,755 2,844 2,909 3,214 3,364 3,344 3,446

(59.3) (60.4) (60.7) (54.9) (58.0) (60.4) (59.4) (56.3)

依存財源

自主財源
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（３）歳出（目的別） （単位：億円）

令和３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

比 較
前年度比
（％）

構成比
(％)

1 議 会 費 16.8 16.9 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.3

2 総 務 費 531.2 486.6 44.6 9.2 8.7

3 民 生 費 2,185.9 2,087.2 98.7 4.7 35.7

4 衛 生 費 559.0 415.5 143.5 34.5 9.2

5 労 働 費 1.9 2.1 ▲ 0.2 ▲ 11.4 0.0

6 農 林 水 産 業 費 19.9 16.8 3.1 18.1 0.3

7 商 工 費 423.0 224.0 199.0 88.8 6.9

8 土 木 費 722.1 733.2 ▲ 11.1 ▲ 1.5 11.8

9 消 防 費 177.5 183.4 ▲ 5.9 ▲ 3.2 2.9

10 教 育 費 931.8 910.0 21.8 2.4 15.2

11 災 害 復 旧 費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 公 債 費 546.7 549.5 ▲ 2.8 ▲ 0.5 9.0

13 予 備 費 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0

6,117.8 5,627.2 490.6 8.7 100.0

款

歳 出 合 計

【主な増減要因】

2款 総務費 市民会館おおみや新施設整備事業 ＋ ６０億円

3款 民生費 特定教育・保育施設等運営事業 ＋ ７１億円

障害者自立支援給付等事業 ＋ ２９億円

特定教育・保育施設等整備事業 ▲ ３０億円

4款 衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ＋ ７９億円

サーマルエネルギーセンター整備事業 ＋ １６億円

7款 商工費 中小企業融資貸付金 ＋１９７億円
8款 土木費 浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業 ＋ ３９億円

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業 ▲ １６億円
10款 教育費 大宮国際中等教育学校整備事業 ＋ ２５億円

（注）性質別の主な増減要因と金額が一致しない場合があります。

※目的別とは、歳出の内訳を行政目的別（総務、民生、土木など）によって分類したものです。

※前年度比及び構成比は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。
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1,688

(36.3)

1,692

（37.1）

1,855

（39.6）

1,914

（36.1）

1,949

(35.1)

2,003

（36.0）

2,087

(37.1)

2,186

（35.7）

337

(7.3)

396

(8.7)

386

(8.2)

941

(17.8)

975

(17.6)

890

(16.0)

910

(16.2)

932

（15.2）829

(17.8)

827

(18.1)

793

(16.9)

759

(14.3)

786

(14.2)
740

(13.3)

733

(13.0)

722

（11.8）
515

(11.1)
377

(8.3)

375

(8.0)

369

(7.0)

399

(7.2)
428

(7.7)

416

(7.4)

559

（9.2）

482

(10.4)
469

(10.3)

491

(10.5)

504

(9.5)

514

(9.3)
534

(9.6)

549

(9.8)

547

（9.0）

428

(9.2)
438

(9.6)

429

(9.1)

446

(8.4)

553

(10.0)
536

(9.6)

487

（8.6）

531

（8.7）

370

(7.9)
361

(7.9)

360

(7.7)

366

(6.9)

368

(6.6)
437

(7.8)

445

（7.9）

641

（10.4）

4,649
4,560

4,689

5,301

5,545 5,568 5,627

6,118

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

(億円)

民生費

土木費

総務費

教育費

公債費

その他

（注）

衛生費

（注）その他とは、議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費及び予備費

の合計額です。

グラフの( )内は構成比

※ 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しない場合があります。

歳出（目的別）予算額の推移（平成２６年度～令和３年度）
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（４）歳出（性質別）
（単位：億円）

令和３年度
当初予算

令和２年度
当初予算

比 較
前年度比
（％）

構成比
（％）

3,279.0 3,170.2 108.8 3.4 53.6

人 件 費 1,309.2 1,301.2 8.0 0.6 21.4

扶 助 費 1,424.0 1,320.7 103.3 7.8 23.3

公 債 費 545.8 548.3 ▲ 2.5 ▲ 0.5 8.9

844.7 746.5 98.2 13.1 13.8

776.6 724.3 52.3 7.2 12.7

補 助 事 業 277.7 239.8 37.9 15.8 4.5

単 独 事 業 486.4 473.6 12.8 2.7 8.0

国直轄事業負担金 12.5 10.9 1.6 14.7 0.2

0.0 0.1 ▲ 0.1 ▲ 99.9 0.0

50.9 52.0 ▲ 1.1 ▲ 2.0 0.9

323.0 290.7 32.3 11.1 5.3

11.8 19.9 ▲ 8.1 ▲ 40.4 0.2

1.5 5.3 ▲ 3.8 ▲ 71.1 0.0

448.3 254.0 194.3 76.5 7.3

380.0 362.2 17.8 4.9 6.2

2.0 2.0 0.0 0.0 0.0

6,117.8 5,627.2 490.6 8.7 100.0

災 害 復 旧 事 業 費

区 分

義 務 的 経 費

物 件 費

普 通 建 設 事 業 費

予 備 費

歳 出 合 計

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

【主な増減要因】
扶助費 特定教育・保育施設等運営事業 ＋ ６３億円

障害者自立支援給付等事業 ＋ ２９億円
物件費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ＋ ７９億円
普通建設事業費 市民会館おおみや新施設整備事業 ＋ ５８億円

浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業 ＋ ３９億円
特定教育・保育施設等整備事業 ▲ ３１億円

貸付金 中小企業融資貸付金 ＋１９７億円

(注) 目的別の主な増減要因と金額が一致しない場合があります。

※性質別とは、予算の節の区分を基準とし、市の経費を性質（人件費、物件費など）によって分類したものです。

※前年度比及び構成比は、千円単位の額により算出しており、表中（億円単位）の額により計算した比率と一致しない場合があります。
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750

(16.1)

771

(16.9)

762

(16.3)

1,241

(23.4)

1,259

(22.7)

1,273

(22.9)
1,301

(23.1)

1,309

（21.4）

481

(10.4)

468

(10.3)

491

(10.5)

503

(9.5)

514

(9.3)

534

(9.6)

548

(9.7)

546

（8.9）

1,030

(22.2)

1,042

(22.8)

1,156

(24.6)

1,168

(22.0)

1,272

(22.9)

1,299

(23.3)

1,321

(23.5)

1,424

（23.3）

809

(17.4)
702

(15.4)

677

(14.4)

790

(14.9)

902

(16.3)
760

(13.7)

724

(12.9)

777

（12.7）

1,579

(33.9)
1,577

(34.6)

1,603

(34.2)

1,598

(30.2)

1,598

(28.8)
1,702

(30.5)

1,733

(30.8)

2,062

（33.7）
4,649 4,560

4,689

5,301
5,545 5,568 5,627

6,118

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

(億円)

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

人 件 費

公 債 費

扶 助 費

そ の 他

（注）

普通建設
事 業 費

（注）その他とは、物件費、災害復旧事業費、維持補修費、補助費等、積立金、投資

及び出資金、貸付金、繰出金及び予備費の合計額です。

歳出（性質別）予算額の推移（平成２６年度～令和３年度）

※ 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しない場合があります。

グラフの( )内は構成比

809 702 677 790 902 760 724 777

(17.4) (15.4) (14.4) (14.9) (16.3) (13.7) (12.9) (12.7)

2,261 2,281 2,409 2,912 3,045 3,106 3,170 3,279

(48.6) (50.1) (51.5) (54.9) (54.9) (55.8) (56.3) (53.6)

投資的経費

義務的経費
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