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１ 補正予算の特徴

総事業費 約１０２億円
(１) 復興・防災対策（3,726,073千円）
① 事前防災・減災のための国土強靭化の推進、災害への対応体制の強
化等
・市有施設の耐震化・老朽化対策、道路・水道・下水道の老朽化対策

(２) 成長による富の創出（3,182,548千円）

① 民間投資の喚起による成長力強化（2,860,950千円）

・土地区画整理事業・道路改良事業の推進

② 人材育成・雇用対策（321,598千円）

・理科教育設備整備の推進

(３) 暮らしの安心・地域活性化（3,293,551千円）
① 暮らしの安心の確保（544,978千円）
・老人福祉施設の設備改修、公園施設等の安全対策等

② 地域の特色を生かした地域活性化（2,748,573千円）
・スマイルロード、暮らしの道路等の整備
・浦和美園駅東口駅前広場の複合公共施設整備に伴う用地取得

１ さいたま市経済活性化対策

(１) 臨時交付金交付見込額について
① 補正による追加公共事業等による地方負担額 約37億円… a
② 財政力指数等により、0.7～0.9の係数で調整 × 0.7 … b

（さいたま市は財政状況が良好のため、0.7で算出）

③ 臨時交付金交付見込額 約26億円 (＝a×b)

(２) 臨時交付金の充当について
① 地方単独事業(建設地方債発行対象事業)の実施にかかる地方負担を
軽減するための財源として充当可能

② 本補正予算への充当は、以下の事業等を追加実施するための財源と

して活用
・スマイルロード、暮らしの道路整備

・消防署所10施設の非常用自家発電設備の改修
・小中学校の老朽化に伴う修繕

などの事業に約10億円を充当

２ 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（地域の元気臨時交付金）
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２　補正予算案の概要

（１）　総括表

（単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

436,181,618 8,675,622 444,857,240

国 民 健 康 保 険 事 業 119,292,040 119,292,040

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 17,800,785 17,800,785

介 護 保 険 事 業 64,167,717 64,167,717

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 64,000 64,000

食肉中央卸売市場及びと畜場事業 374,800 374,800

用 地 先 行 取 得 事 業 850,067 850,067

大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 1,616,335 211,550 1,827,885

深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 36,000 36,000

東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 1,689,488 218,400 1,907,888

浦和東部第一特定土地区画整理事業 1,995,037 98,000 2,093,037

南 与 野 駅 西 口 土地 区 画 整 理 事 業 479,555 190,200 669,755

指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 174,800 112,400 287,200

江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 485,100 485,100

南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業 100,696 100,696

公 債 管 理 5,576,400 5,576,400

計 214,702,820 830,550 215,533,370

企 水 道 事 業 44,005,580 124,000 44,129,580

業 病 院 事 業 14,908,667 14,908,667

会 下 水 道 事 業 45,420,888 572,000 45,992,888

計 計 104,335,135 696,000 105,031,135

755,219,573 10,202,172 765,421,745合 計

会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

計
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（２）　一般会計補正予算の概要

（歳　入） （単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

1 市 税 215,025,128 215,025,128

2 地 方 譲 与 税 2,958,001 2,958,001

3 利 子 割 交 付 金 494,000 494,000

4 配 当 割 交 付 金 364,000 364,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 112,000 112,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 10,422,000 10,422,000

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 70,000 70,000

8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 1 1

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,263,001 1,263,001

10 軽 油 引 取 税 交 付 金 6,001,001 6,001,001

11 地 方 特 例 交 付 金 976,480 976,480

12 地 方 交 付 税 7,791,529 7,791,529

13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 405,000 405,000

14 分 担 金 及 び 負 担 金 3,970,341 3,970,341

15 使 用 料 及 び 手 数 料 6,015,328 6,015,328

16 国 庫 支 出 金 65,087,167 3,704,250 68,791,417

17 県 支 出 金 16,369,745 16,369,745

18 財 産 収 入 1,885,868 1,885,868

19 寄 附 金 24,742 24,742

20 繰 入 金 8,190,292 1,037,810 9,228,102

21 繰 越 金 6,532,289 6,532,289

22 諸 収 入 30,475,238 762 30,476,000

23 市 債 51,748,467 3,932,800 55,681,267

436,181,618 8,675,622 444,857,240歳  入  合  計

款
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（歳　出） （単位：千円）

1 議 会 費 1,606,854 1,606,854

2 総 務 費 42,368,637 1,528,013 43,896,650

3 民 生 費 158,191,761 181,799 158,373,560

4 衛 生 費 39,254,725 74,813 39,329,538

5 労 働 費 619,664 619,664

6 農 林 水 産 業 費 1,417,892 52,000 1,469,892

7 商 工 費 15,849,918 15,849,918

8 土 木 費 79,741,924 4,438,949 84,180,873

9 消 防 費 14,196,953 227,032 14,423,985

10 教 育 費 36,308,416 2,173,016 38,481,432

11 災 害 復 旧 費 5 5

12 公 債 費 46,424,869 46,424,869

13 予 備 費 200,000 200,000

436,181,618 8,675,622 444,857,240

合計

歳　出　合　計

補正前の額款 補正額
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（３） 各事業の概要

一般会計

№ 局　名 課 所 名 事 務 事 業 名 ページ

1 市民・スポーツ文化局 コミュニティ推進課 （仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業

2 保健福祉局 高齢福祉課 老人福祉センター等管理運営事業

3 保健福祉局 高齢福祉課 老人福祉施設管理運営事業

4 子ども未来局 青少年育成課 児童センター管理運営事業

5 子ども未来局 保育課 保育所管理運営事業

6 経済局 見沼グリーンセンター 見沼グリーンセンター施設整備事業

7 建設局 建築総務課 建築総務事務事業

8 建設局 道路環境課 道路維持事業

9 建設局 道路環境課 道路整備事業

10 建設局 道路計画課 道路新設改良事業

11 建設局 道路環境課 橋りょう維持事業

12 都市局 都市公園課 都市公園等管理事業

13 都市局 都市公園課 都市公園等整備事業

14 都市局 みどり推進課 指定緑地等設置・保全事業

15 都市局 区画整理支援課 組合施行等土地区画整理支援事業

16 都市局 浦和東部まちづくり事務所 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業

17 都市局 岩槻まちづくり事務所 岩槻駅西口土地区画整理事業

18 建設局 住宅課 市営住宅建替事業

19 消防局 消防施設課 消防施設等整備事業

20 教育委員会事務局 指導１課 学校教育推進事業

21 教育委員会事務局 学校施設課 各校営繕事業〔小〕

22 教育委員会事務局 学校施設課 各校営繕事業〔中〕

23 教育委員会事務局 学校施設課 各校営繕事業〔高〕

24 教育委員会事務局 生涯学習総合センター 公民館安心安全整備事業

25 教育委員会事務局 学校施設課 給食施設整備事業（学校施設課） 18

26 財政局、外 用地管財課、外11課 公有財産管理事業、外11事業 19

特別会計

№ 局　名 課 所 名 会 計 名 ページ

27 都市局 大宮駅西口まちづくり事務所 大宮駅西口都市改造事業特別会計

28 都市局 東浦和まちづくり事務所 東浦和第二土地区画整理事業特別会計

29 都市局 浦和東部まちづくり事務所 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計

30 都市局 与野まちづくり事務所 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計

31 都市局 日進・指扇周辺まちづくり事務所 指扇土地区画整理事業特別会計 22

企業会計
№ 局　名 課 所 名 会 計 名 ページ

32 水道局 水道財務課、外１課 水道事業会計 23

33 建設局 下水道財務課、外２課 下水道事業会計 24

14

15

17

16

13

12

8

20

21

6

7

11

10

9
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 2款 1項 11目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　施設建設用地の取得【繰越明許費】

　当該施設の整備工事施工前に、施設建設用地を取得す

る。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年3月～5月　　関係者との調整等

　　・平成25年6月　　　　 用地取得の実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 3款 3項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　老人福祉センターいこい荘トイレ改修工事

　【繰越明許費】

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年5月 　改修工事契約締結

　　・平成25年6月 　改修工事着工

　　・平成25年12月　改修工事完了

補正前予算額 888,115

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,127

　指定管理者により老人福祉センター等の管理運営、公共建築物定期点検、施設修
繕等を行います。また、高齢者サロン活動の拡充を図るため、未実施地区への働き
かけを行います。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

予算書Ｐ. 民生費 老人福祉費 老人福祉施設費 国庫支出金 30,627

1,299,993

事務事業名 老人福祉センター等管理運営事業 補正額 43,754

局/部/課 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課

　浦和美園駅周辺では、計画住宅や戸建て住宅等の立地が進み人口定着が進んでい
ます。人口定着の促進や地元の要望等を踏まえ、市民の利便性の向上を図るため、
浦和美園駅東口に複合公共施設の整備を行います。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

一般財源 65,093

補正前予算額 27,853

総務管理費 自治振興費 国庫支出金 490,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 744,900

事務事業名 （仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業 補正額 1,299,993

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

予算書Ｐ. 総務費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 3款 3項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　年輪荘エレベーター設置工事【繰越明許費】

　(1)　年輪荘エレベーター設置工事に伴う家屋調査業務

　(2)　年輪荘エレベーター設置工事　

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年4月 　家屋調査業務委託契約締結

　　・平成25年5月 　近隣事前調査

　　・平成25年5月 　設置工事契約締結

　　・平成25年6月 　設置工事着工

　　・平成25年11月　設置工事完了

　　・平成25年12月　近隣事後調査

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 3款 4項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　岩槻児童センター外壁改修工事実施設計

　【繰越明許費】

２　岩槻児童センター外壁改修工事【繰越明許費】

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・設計　　平成25年5月　　契約

　　　　　　　平成25年9月末　完了

　　・工事　　平成25年10月　 契約

　　　　　　　平成26年3月末　完了

補正前予算額 624,473

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,164

　児童が健全な遊びを通して、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目
的とした児童センターの管理運営を行います。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 国庫支出金 9,713

補正前予算額 290,627

事務事業名 児童センター管理運営事業 補正額 13,877

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,441

　指定管理者により公立老人福祉施設(養護老人ホーム年輪荘、グリーンヒルうら
わ、各デイサービスセンター)の管理運営、公共建築物定期点検、施設修繕等を行
います。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課

予算書Ｐ. 民生費 老人福祉費 老人福祉施設費 国庫支出金 37,154

事務事業名 老人福祉施設管理運営事業 補正額 56,595
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 3款 4項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　公立保育園4園の建設設計等委託料【繰越明許費】 　[参考]

　(1)　尾間木保育園外3園改修工事実施設計 　　事業スケジュール

　　・設計　　平成25年5月　　契約

２　公立保育園4園の改修工事【繰越明許費】 　　　　　　　平成25年9月末　完了

　(1)　尾間木保育園外壁改修工事 　　・工事　　平成25年10月　 契約

　(2)　大和田保育園床改修工事 　　　　　　　平成26年3月末　完了

　(3)　美幸保育園外壁・屋根改修工事

　(4)　田島保育園床改修工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 6款 1項 5目 16款

-

＜主な事業＞

１　春おか広場屋外トイレ新築工事【繰越明許費】  　[参考]

　　事業スケジュール

２　春おか広場屋外トイレ新築工事に伴う詳細設計 　　・平成25年3月下旬　　詳細設計の実施

　【繰越明許費】 　　・平成25年6月上旬　　新築工事に伴う業者選定

　　・平成25年7月中旬　　新築工事の着工

　　・平成26年3月下旬　　新築工事の竣工

補正前予算額 9,100

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 16,300

　見沼グリーンセンター本館、市民の森、指導農場及び春おか広場に係る施設の保
全管理を行います。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 経済局/経済部/見沼グリーンセンター

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費 国庫支出金 35,700

補正前予算額 3,388,875

事務事業名 見沼グリーンセンター施設整備事業 補正額 52,000

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 18,645

　児童福祉法第24条に基づく保育の実施のため、公立保育園の管理運営を行いま
す。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

予算書Ｐ. 民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 国庫支出金 43,503

事務事業名 保育所管理運営事業 補正額 62,148
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 1項 2目 16款

-

＜主な事業＞

１　耐震診断・改修の促進【繰越明許費】

　(1)　木造住宅耐震診断員派遣事業

　(2)　既存建築物耐震補強等助成事業

２　アスベスト除去の推進【繰越明許費】

　(1)　民間建築物吹付けアスベスト除去等助成事業

　(2)　既存民間建築物データベース作成業務

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・補正予算成立後　申請受付

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 2項 2目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　道路修繕工事【繰越明許費】 　[参考]

　舗装の損傷箇所について、修繕工事を実施する。 　　事業スケジュール

　　・スマイルロード整備工事及び道路修繕工事

２　スマイルロード整備工事【繰越明許費】 　　　平成25年4月　工事発注図書作成

　沿道の方々からの整備要望に基づき、用地の寄附や買 　　　平成25年6月　工事着工

収を伴わない道路の整備を進める。 　　　平成26年2月　工事完成

３　道路標識・道路情報板点検【繰越明許費】 　　・道路標識、道路情報板点検

　道路標識や道路情報板について健全度の総点検を実施 　　　平成25年4月　業務発注図書作成

する。 　　　平成25年6月　点検着手

　　　平成25年9月　点検完了

補正前予算額 4,194,310

36,000

244,100

12,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 20,000

　道路のパトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路付属物などの損傷箇所
を修繕することにより、安心・安全で快適な道路環境を維持します。また、スマイ
ルロード整備事業においては、沿道の方々からの申請に基づき、用地の寄附や買収
を伴わない道路の整備を進めます。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

一般財源 79,730

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路維持費 国庫支出金 192,370

事務事業名 道路維持事業 補正額 292,100

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

補正前予算額 562,555

477,284

77,795

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 280,827

　建築に係る環境への負荷の軽減、バリアフリーに配慮した人にやさしい秩序のあ
る都市を形成するとともに、建築物の耐震化の促進など安全で安心なまちづくりを
促進します。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 建築指導費 国庫支出金 274,252

事務事業名 建築総務事務事業 補正額 555,079

局/部/課 建設局/建築部/建築総務課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 2項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　暮らしの道路整備工事【繰越明許費】

　幅員が4メートル未満であることや排水が悪いなど様

々な問題を抱えている生活道路について、沿道の方々か

らの整備要望に基づき、整備を進める。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・暮らしの道路整備工事

　　　平成25年4月　工事発注図書作成

　　　平成25年6月　工事着工

　　　平成26年3月　工事完成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 2項 3目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　広域幹線道路整備【繰越明許費】 　[参考]

　(1)　一般国道463号越谷浦和バイパス 　　事業スケジュール

鶴巻IC 　　・道路改良工事

　　　平成25年4月 　工事発注図書作成

２　市内幹線道路整備【繰越明許費】 　　　平成25年6月 　工事着工

　(1)　市道12721号線（吉野橋通り） 　　　平成25年12月　工事完成

延長260m 幅員12m

補正前予算額 3,516,725

91,000

20,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 69,000

　国県道及び基幹的市道の交通基盤となる幹線道路網を整備推進し、計画的に道路
の新設及び道路拡幅改良を行う路線整備事業です。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

一般財源 6,000

局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費 国庫支出金 36,000

補正前予算額 1,040,035

156,780

事務事業名 道路新設改良事業 補正額 111,000

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 47,034

　道路幅員が4メートル未満の道路においては、消防・救急などの緊急活動の妨げ
となるほか、道路排水の悪い箇所があるなど様々な問題を抱えています。
　これらの問題に対処するため、沿道の方々からの要望に基づき、道路用地の寄附
を受けて行う暮らしの道路整備事業により生活道路の整備を進めます。
  国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費 国庫支出金 109,746

事務事業名 道路整備事業 補正額 156,780

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

-10-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 2項 4目 16款

-

＜主な事業＞

１　橋りょう補修工事【繰越明許費】

　老朽化による損傷のある橋梁について、点検結果等に

基づき、歩道橋の対策工事を実施する。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・橋りょう補修工事

　　　平成25年4月 　工事発注図書作成

　　　平成25年6月 　工事着工

　　　平成25年12月　工事完成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 4項 4目 16款

-

＜主な事業＞

１　岩槻文化公園テニスコート修繕【繰越明許費】

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年4月　 利用者調整

　　・平成25年11月　修繕契約締結

　　・平成26年3月　 修繕完了

補正前予算額 2,664,201

19,950

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 5,985

　都市公園等の管理運営、修繕、取得用地の維持管理を行うとともに、民間児童遊
園地の設置等に対する助成を行います。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 公園費 国庫支出金 13,965

補正前予算額 844,200

8,000

事務事業名 都市公園等管理事業 補正額 19,950

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,400

　橋りょうの老朽化による維持管理費のコスト縮減のために策定した「橋梁長寿命
化修繕計画」や点検結果等に基づき補修、修繕を実施します。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 橋りょう維持費 国庫支出金 5,600

事務事業名 橋りょう維持事業 補正額 8,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 8款 4項 4目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　都市公園の整備工事、用地取得及び実施設計 　[参考]

　【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(1)　南児童相談所跡地取得 　　・平成25年5月　 委託契約締結

　(2)　企業局跡地取得 　　・平成25年7月　 土地売買契約締結(企業局跡地)

　(3)　バリアフリー化工事 　　・平成25年8月   バリアフリー化工事契約締結

　　 　(さぎ山記念公園、観音寺下公園) 　　　　　　　　　　公園整備工事契約締結

　(4)　(仮称)加倉5丁目公園水道施設撤去工事 　　・平成25年9月　 土地売買契約締結

　(5)　(仮称)円阿弥公園実施設計 　　　　　　　　　　(南児童相談所跡地)

　(6)　(仮称)桜ヶ丘一丁目公園実施設計 　　・平成25年10月　水道施設撤去工事契約締結

　(7)　(仮称)南中丸教職員住宅跡地公園整備工事 　　・平成25年12月　委託完了

　　・平成26年3月　 工事完了

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 8款 4項 5目 16款

23款

＜主な事業＞

１　大牧特別緑地保全地区計画地用地取得事業

　【繰越明許費】　

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年4月下旬　土地売買契約締結

　　・平成25年5月上旬　分筆登記

　　・平成25年6月下旬　所有権移転登記

　　・平成25年7月上旬　支払

補正前予算額 458,092

185,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 125,000

　都市緑地法及びみどりの条例に基づく、自然緑地等の維持管理、整備及び保存緑
地に対する補助金の交付を行うことで、市内に残る良好な自然環境を有する緑地の
保全を推進します。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 緑化推進費 国庫支出金 60,000

補正前予算額 1,394,863

1,131,690

事務事業名 指定緑地等設置・保全事業 補正額 185,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 625,700

　都市化により野外レクリエーションの場が減少する中で、緑に囲まれた安全な遊
び場や市民のための運動場を提供し、併せて災害時の避難場所となる公園を整備し
ます。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うもの、また、当該緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済
の活性化に資する事業について、補正を行うものです。

一般財源 67,398

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 公園費 国庫支出金 438,592

事務事業名 都市公園等整備事業 補正額 1,131,690
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 8款 6項 1目 16款

23款

＜主な事業＞

１　9土地区画整理組合への補助金交付【繰越明許費】 　[参考]

　　事業スケジュール

　(1)　大間木水深特定土地区画整理事業 　　・平成25年3月下旬　補助金交付決定

　(2)　大門第二特定土地区画整理事業 　　・平成26年3月下旬　補助金交付

　(3)　風渡野南特定土地区画整理事業

　(4)　蓮沼下特定土地区画整理事業

　(5)　大和田特定土地区画整理事業

　(6)　内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業

　(7)　大谷口・太田窪土地区画整理事業

　(8)　中川第一特定土地区画整理事業

　(9)　島町西部土地区画整理事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 8款 6項 1目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　都市再生機構施行への補助金交付【繰越明許費】

　(1)　浦和東部第二特定土地区画整理事業

　(2)　岩槻南部新和西特定土地区画整理事業

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年3月下旬　補助金交付決定

　　・平成26年3月下旬　補助金交付

補正前予算額 1,934,119

898,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 408,000

　本市の副都心としてふさわしい良好な市街地の整備を行うため、都市再生機構が
施行する浦和東部第二地区と岩槻南部新和西地区の土地区画整理事業へ支援を行う
など、副都心としての利便性や魅力付けの向上を図ります。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

一般財源 50

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 国庫支出金 489,950

補正前予算額 13,630,790

958,400

事務事業名 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業 補正額 898,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 472,800

　土地区画整理組合に対し、補助金の交付及び事業資金の貸付けを行い、土地区画
整理事業を促進し、健全な市街地の形成を図ります。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/区画整理支援課

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 国庫支出金 485,600

事務事業名 組合施行等土地区画整理支援事業 補正額 958,400

-13-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 8款 6項 1目 16款

23款

＜主な事業＞

１　建物移転補償【繰越明許費】

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年4月下旬　 補償契約締結

　　・平成25年12月下旬　建物等移転完了

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 8款 7項 2目 16款

-

＜主な事業＞

１　環境事前調査業務【繰越明許費】 ３　市営峰岸住宅建替基本計画策定業務【繰越明許費】

　(仮称)市営浮谷グランド住宅建設工事に伴い、当該地 　市営峰岸住宅建替に伴い、立地条件や建替実施のため

に近隣する家屋に対して、工事による影響を与えたか否 の具体的な課題や法令等の諸条件を整理し、実施設計の

かを正確に判断する為の事前資料を得るため、調査を実 基となる具体的な建替計画を策定する。

施する。         

　[参考]

２　電波受信障害調査業務【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(仮称)市営浮谷グランド住宅建設に伴い、テレビ電波 　　・環境事前調査　　　　　 平成25年4月～7月

の受信状態に障害が起こりそうな対象範囲を想定し、工 　　・電波受信障害調査　　　 平成25年4月～7月

事着手以前の当該範囲内における受信状況を調査し、そ 　　・市営峰岸住宅建替基本計画策定

の実態を把握するため、調査を実施する。                              平成25年4月～10月

補正前予算額 61,409

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 5,879

　市営住宅は昭和30年代後半から40年代にかけて建設された住宅が多く存在してお
り、建物の老朽化が進行していることから、安心して暮らせる住まいづくりを推進
するため、老朽化が顕著と認められる市営住宅について計画的な建替えを実施しま
す。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅建設費 国庫支出金 4,810

補正前予算額 400,632

83,000

事務事業名 市営住宅建替事業 補正額 10,689

＜事業の目的・内容＞ 市債 50,500

　岩槻駅西口地区は、岩槻駅の西側に隣接していながらも、駅西口の未開設や道路
等の公共施設の未整備により、駅前という立地が生かされていないため、駅西口の
開設に合わせ、駅前広場及びそれに接続する都市計画道路等の整備を行い、商業の
活性化と潤いのある住環境の形成を図ります。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 国庫支出金 32,500

事務事業名 岩槻駅西口土地区画整理事業 補正額 83,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 9款 1項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　非常用自家発電設備改修工事【繰越明許費】

　消防局庁舎及び消防署所9施設の非常用自家発電設備改

修工事を行う。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年度　非常用自家発電設備改修工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 10款 1項 3目 16款

-

＜主な事業＞

１　理科教育設備等備品整備事業【繰越明許費】

　特に重点的に整備すべき理科設備(顕微鏡・望遠鏡・人

体模型等)を市立小・中学校に整備する。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年度　理科設備の整備

補正前予算額 324,762

321,598

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 160,799

　｢学びの向上さいたまプラン｣等に基づき、指導内容の工夫改善及び教育環境の整
備等を図るために、学校への訪問指導、教育資料の発刊、読み・書き・そろばんプ
ロジェクト等の各種施策を推進します。
　学校教育における理科教育の振興を図るため、理科教育振興法に基づき理科設備
を市立小・中学校に整備するもので、国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の
活性化に資する事業について、補正を行うものです。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費 国庫支出金 160,799

補正前予算額 84,715

215,460

事務事業名 学校教育推進事業 補正額 321,598

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 64,638

　消防体制の充実強化及び消防署所を計画的に整備します。大震災等において消防
庁舎の機能維持のため、非常用自家発電設備の機能強化を図る必要があり、平成26
年度に消防署所の非常用自家発電設備の改修を予定している10施設を事業の前倒し
により整備するものです。
　国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する
事業について、補正を行うものです。

局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

予算書Ｐ. 消防費 消防費 消防施設費 国庫支出金 150,822

事務事業名 消防施設等整備事業 補正額 215,460
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

27 10款 2項 3目 16款

22款

23款

-

＜主な事業＞

１　学校体育館避難場所機能整備事業【繰越明許費】 　[参考]

　　事業スケジュール(平成25年度)

　(1)　高砂小学校外19校体育館非構造部材耐震化等工 　　・高砂小学校外19校　7～9月　又は12月～2月

　　 事 　　　体育館非構造部材耐震化等工事

　　・見沼小学校　6～9月　散水設備設置工事

２ 小学校営繕工事【繰越明許費】 　　　　　　　　 10～3月  校庭改修(芝生化)工事

　(1)　見沼小学校散水装置設置工事 　　・与野八幡小学校　7～10月　トイレ改修工事

　(2)　見沼小学校校庭改修(芝生化)工事 　　・大谷小学校　7～9月　校舎外壁改修工事

　(3)　与野八幡小学校トイレ改修工事

　(4)　大谷小校舎外壁改修工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

29 10款 3項 3目 16款

22款

23款

-

＜主な事業＞

１　学校体育館避難場所機能整備事業【繰越明許費】 　[参考]

　　事業スケジュール(平成25年度)

　(1)　美園中学校外10校体育館非構造部材耐震化等工 　　・美園中学校外10校　7～9月　又は12月～2月

　　 事 　　　体育館非構造部材耐震化等工事

　　・三橋中学校　7月～9月　校舎外壁改修工事

２　中学校営繕工事【繰越明許費】 　　・泰平中学校　12～3月　校舎外壁改修工事

　(1)　三橋中学校校舎外壁改修工事 　　・岸中学校　　12～3月　体育館外部改修工事

　(2)　泰平中学校校舎外壁改修工事 　　・与野南中学校　12～3月　体育館外部改修工事

　(3)　岸中学校体育館外部改修工事

　(4)　与野南中学校体育館外部改修工事

補正前予算額 701,022

319,105

199,900

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 240

　本事業は老朽化した校舎等について屋上防水、トイレ等を改修する事業です。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業として、体育館
非構造部材耐震化等工事を実施します。また、国の緊急経済対策実施と併せて、市
が独自に実施する地域経済の活性化に資する事業として、校舎外壁改修工事、体育
館外部改修工事を実施するものです。

市債 205,100

一般財源 86,078

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校建設費 国庫支出金 227,587

補正前予算額 679,668

531,430

242,204

事務事業名 各校営繕事業〔中〕 補正額 519,005

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 368

　本事業は老朽化した校舎等について屋上防水、トイレ等を改修する事業です。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業として、体育館
非構造部材耐震化等工事、校庭改修工事、散水装置設置工事、トイレ改修工事を実
施します。また、国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施する地域経済の
活性化に資する事業として、校舎外壁改修工事を実施するものです。

市債 505,200

一般財源 56,650

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校建設費 国庫支出金 211,416

事務事業名 各校営繕事業〔小〕 補正額 773,634
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

29 10款 4項 4目 16款

-

＜主な事業＞

１　校舎内部改修工事【繰越明許費】

　大宮北高等学校西校舎の教室床改修工事を行う。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成25年7月～9月　校舎内部改修工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

29 10款 6項 2目 16款

-

＜主な事業＞

１　屋上防水・外壁改修実施設計【繰越明許費】 　[参考]

　 　　事業スケジュール

　谷田公民館及び与野本町公民館の屋上防水・外壁改修 　　・屋上防水・外壁改修工事

実施設計を行う。 　　　平成25年9月　実施設計完了予定

　　　平成26年2月　工事完了予定

２　屋上防水・外壁改修工事【繰越明許費】 　　・空調設備改修実施設計

　谷田公民館及び与野本町公民館の屋上防水・外壁改修 　　　平成26年3月　実施設計完了予定

工事を行う。

３　空調設備改修実施設計【繰越明許費】

　植竹公民館及び大宮南公民館の空調設備改修実施設計

を行う。

補正前予算額 167,812

42,304

1,215

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,689

　バリアフリー化や屋上防水等の改修を行うことで、施設の長寿命化を図るととも
に、来館者にとって安全・安心な施設環境を整備します。
　老朽化の進んでいる谷田公民館・与野本町公民館の屋上防水・外壁改修設計・工
事及び植竹公民館・大宮南公民館の空調設備改修実施設計を行うものであり、国の
平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正を行う
ものです。

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 公民館費 国庫支出金 31,932

補正前予算額 ―

事務事業名 公民館安心安全整備事業 補正額 45,621

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 10,236

　良好な学習環境を確保するために、高等学校の老朽化した校舎等の改修を行いま
す。
　大宮北高等学校西校舎の教室床の老朽化が進んでいることから、床材の全面張替
等の改修を実施するものであり、国の緊急経済対策実施と併せて、市が独自に実施
する地域経済の活性化に資する事業について、補正を行うものです。

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校建設費 国庫支出金 23,884

事務事業名 各校営繕事業〔高〕 補正額 34,120

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

2,102
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

29 10款 7項 2目 16款

22款

23款

-

＜主な事業＞

１　城南小学校給食室建設工事【繰越明許費】

　[参考]

　　事業スケジュール(平成25年度)

　　・城南小学校　7月～3月　給食室建設工事

補正前予算額 2,701,995

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 154

　学校給食センターから給食の提供を受けている学校に、単独校調理場(給食室)を
整備する事業です。国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事
業について、補正を行うものです。

市債 374,100

一般財源 49

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費 国庫支出金 12,418

事務事業名 給食施設整備事業（学校施設課） 補正額 386,721

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23～29
2款～
10款 16款

23款

-

補正前予算額 ―

＜事業の目的・内容＞ 市債 332,500

　耐震診断を終了した市有施設について、行政機能の維持及び市民や職員の安心安
全を確保するために改修等を行うものです。また、国の緊急経済対策実施と併せ
て、市が独自に実施する地域経済の活性化に資する事業として、補正を行うもので
す。

一般財源 13,598

局/部/課 財政局/財政部/用地管財課、外11課

予算書Ｐ. 総務費～教育費 国庫支出金 95,310

事務事業名 公有財産管理事業、外11事業 補正額 441,408

○耐震改修施設（36棟） (単位：千円)

国庫支出金 市債 一般財源

1 宮原4丁目鍛冶自治会館 1974年 2,740 913 1,800 27

2 東大宮自治会館 1971年 2,360 786 1,500 74

3 東大宮2丁目集会所 1975年 1,470 490 900 80

4 八幡会館 1981年 4,440 1,480 2,900 60

5 丸ヶ崎自治会館 1971年 2,680 893 1,700 87

6 文化振興課 文化会館管理運営事業 市民会館いわつき 1969年 10,127 3,375 6,700 52

7 アリーナ棟

8 付属棟

9 本館

10 別館

11 浦和西体育館 事務所棟 1979年 2,527 842 1,600 85

12 Ａ棟

13 Ｂ棟

14 区政推進室 区役所管理事業 中央区役所保健センター 1976年 61,380 7,058 54,200 122

15 １棟

16 ２棟

17 浦和斎場管理事務所 浦和斎場管理運営事業 浦和斎場 本館 1979年 4,294 1,431 2,800 63

18
思い出の里市営霊園事

務所
ひかり会館管理運営事業 ひかり会館 1972年 70,519 7,283 63,100 136

19 東大宮中央公園
公園管理事務
所

1969年 1,900 633 1,200 67

20 下落合プール 1972年 15,571 5,190 10,300 81

21 浦和北公園 管理棟 1972年 3,200 1,066 2,100 34

22 1号管理棟 1971年 3,810 1,270 2,500 40

23 2号管理棟 1976年 1,220 406 800 14

24 便所・観客席棟 1971年 1,220 406 800 14

25 屋内プール棟 1981年 2,340 780 1,500 60

26 植水分団車庫 1979年 1,083 361 700 22

27 馬宮分団車庫 1980年 1,235 411 800 24

28 東部分団車庫 1978年 1,311 437 800 74

29 春岡分団車庫 1975年 855 285 500 70

30 大戸分団車庫 1964年 741 247 400 94

31 高砂分団車庫 1963年 1,197 399 700 98

32 岩槻消防署太田出張所 1963年 5,150 1,716 3,400 34

33 文化財保護課 文化財保護事業 旧与野公民館 1966年 38,608 27,026 0 11,582

34 与野図書館 1978年 6,308 2,102 4,200 6

35 北浦和図書館 1972年 43,111 4,957 38,000 154

36 博物館 市立博物館管理運営事業 岩槻郷土資料館 事務所棟 1930年 4,290 1,430 2,800 60

441,408 95,310 332,500 13,598

109,000 180

3,600 17

2,577 5,100 56

1973年

14,187

3,065 6,100 31

向原児童センター 1975年 5,425

スポーツ振興課
与野体育館

1,808

9,196

№ 担当課室 事業名 施設名 棟名 建設年 事業費
財源内訳

用地管財課

都市公園課

消防施設課

公有財産管理事業

都市公園等管理事業

消防施設等維持管理事業

体育館管理運営事業

青少年育成課 児童センター管理運営事業

合　　計

大宮体育館 1977年 7,733

浦和駒場体育館

中央図書館管理課 図書館管理運営事業

沼影公園

1966年 123,367
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

6款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　　事業スケジュール

　(1)　建物等移転補償 　　・平成25年4月下旬　補償契約締結

　　・平成26年3月下旬　建物等移転完了

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　東浦和第二土地区画整理事業【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(1)　宅地造成・道路整備工事 　　 宅地造成・道路整備工事

　(2)　建物等移転補償 　　 ・平成25年5月下旬　工事契約締結

 　　・平成25年8月下旬　工事完了

　　 建物等移転補償

　　 ・平成25年4月下旬　補償契約締結

　　 ・平成26年3月下旬　建物等移転完了

補正前予算額 1,689,488

14,000

204,400

＜事業の目的・内容＞ 市債 104,000

　東浦和第二土地区画整理事業地区内76.7haにおいて、土地区画整理事業により、
地区内で進行している無秩序な市街地化を防止し、災害に強いまちづくりを目指
し、公共施設の整備と宅地の利用増進を図ります。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所

予算書Ｐ. 53 国庫支出金 114,400

１　大宮駅西口第四土地区画整理事業【繰越明許費】

211,550

会計名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計 補正額 218,400

補正前予算額 1,616,335

　大宮駅西口第四地区は、大宮駅西口に位置しながらも都市基盤整備が立ち遅れ狭
隘道路による交通の混乱、建物の老朽化による防災上の不安等の諸問題を抱えてい
ます。そこで、これらを解消し、都心地区にふさわしい魅力あるまちづくりを目指
すため、土地区画整理事業による都市基盤整備を行います。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

予算書Ｐ. 35 国庫支出金 90,750

＜事業の目的・内容＞ 市債 120,800

会計名 大宮駅西口都市改造事業特別会計 補正額 211,550
局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　浦和東部第一特定土地区画整理事業【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(1)　区画道路実施設計業務 　　・平成25年5月下旬　委託契約締結

　(2)　区画道路築造工事 　　・平成25年5月下旬　区画道路築造工事契約締結

　(3)　盛土造成・整地工事 　　・平成25年7月下旬　盛土造成・整地工事契約締結

　　・平成26年3月下旬　委託・工事完了

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

6款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　与野駅西口土地区画整理事業【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(1)　建物等移転補償 　　・平成25年4月下旬 　補償契約締結

　　・平成25年12月下旬　建物等移転完了

補正前予算額 479,555

190,200

＜事業の目的・内容＞ 市債 103,600

　南与野駅西口地区において、｢豊かな緑につつまれた公園のようなまち｣をまちづ
くりのテーマに土地区画整理事業により人と環境に配慮した質の高い駅前広場や都
市計画道路等の都市基盤を有する良好な市街地の形成を図ります。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

190,200
局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

予算書Ｐ. 89 国庫支出金 86,600

4,000

34,000

60,000

会計名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計 補正額

補正前予算額 1,995,037

　埼玉高速鉄道線浦和美園駅西口周辺に位置する浦和東部第一地区において土地区
画整理事業を進めることにより、道路・公園などの都市基盤施設の整備をはじめ、
土地の整序を行い、自然環境と調和した魅力ある新市街地の形成を図ります。
  国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

予算書Ｐ. 71 国庫支出金 40,800

＜事業の目的・内容＞ 市債 57,200

会計名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計 補正額 98,000
局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

8款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　指扇土地区画整理事業【繰越明許費】 　　事業スケジュール

　(1)　道路実施設計業務 　　・平成25年4月下旬　委託契約締結

　(2)　建物、物件、家屋事前調査業務 　　・平成25年9月下旬　工事契約締結

　(3)　事業計画変更図書作成業務 　　・平成26年3月下旬　委託・工事完了

　(4)　道路築造工事 85,000

補正前予算額 174,800

5,000

18,400

4,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 73,800

　指扇地区において、土地区画整理事業により、道路及び公園等の公共施設の整
備・改善を行い、無秩序な市街化を抑制し、災害に強い・安全で快適なまちづくり
を行うとともに、西大宮駅を核とする市街地の形成を図り、住民の生活向上と公共
の福祉の増進に努めます。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

予算書Ｐ. 107 国庫支出金 38,600

会計名 指扇土地区画整理事業特別会計 補正額 112,400
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（企業会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

3

-

＜主な事業＞

[1款：資本的収入] [1款：資本的支出]

　(1)　補助金 　(1)　施設整備費

　　　国の平成24年度補正予算による水道施設の耐震      今後、耐用年数を超える老朽管が増加するため、

  　化・老朽化対策等の推進の補助金交付に伴い増額補    国の平成24年度補正予算に伴う水道施設の耐震化・

  　正する。    老朽化対策等の推進の補助金充当事業として、老朽

   管更新事業のダクタイル鋳鉄管の更新工事(440メー

   トル分)を追加実施する。

　[参考]

事業スケジュール

・平成25年5月　対象工事の設計完了

・平成25年8月　工事の着工

・平成26年2月　工事完成

【収入】 【支出】

24,000 124,000

24,000 124,000

＜事業の目的・内容＞ 自己財源 100,000

　水道事業会計の施設整備事業は、安定的な給水の確保を図るために施設の整備や
改良更新を計画的に進めていく事業です。
　本件は、このうち老朽化した水道管の更新事業を追加実施するものです。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。 補正前予算額 44,005,580

局/部/課 ②水道局/給水部/水道計画課 資本的収入

予算書 水道事業会計補正予算書 補助金 24,000

会計名 水道事業会計 補正額 124,000
局/部/課 ①水道局/業務部/水道財務課
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（企業会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款 資本的収入

1

3

＜主な事業＞

【収入】 【支出】

[1款：資本的収入] [1款：資本的支出]

　(1)　企業債 　(1)　管きょ費

　国の平成24年度補正予算による下水道施設の耐震 　国の平成24年度補正予算による下水道施設の耐震

化・老朽化対策等の推進の財源とするため増額補正 化・老朽化対策等を推進するため増額補正する。

する。

　(2)　国庫補助金

　国の平成24年度補正予算による下水道施設の耐震

化・老朽化対策等の推進の補助金交付に伴い増額補

正する。

　［参考］

事業スケジュール

・平成25年5月 　工事着工

・平成25年12月　工事完了

196,000

572,000 572,000

376,000 572,000

　下水道施設の整備及び維持管理を実施します。
　国の平成24年度補正予算に伴い、地域経済の活性化に資する事業について、補正
を行うものです。

補正前予算額 45,420,888

予算書 下水道事業会計補正予算書 国庫補助金 196,000

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 ②建設局/下水道部/下水道維持管理課

局/部/課 ③建設局/下水道部/下水道計画課 企業債 376,000

会計名 下水道事業会計 補正額 572,000
局/部/課 ①建設局/下水道部/下水道財務課
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この冊子は３６０部作成し、１部当たりの印刷経費は６５円(概算)です。


