
１．主な現状と課題

都市局　平成２５年度　局運営方針（案）

本市では、全国でもトップスピードで少子化・高齢化が進展しながら人口減少社
会へ移行するという転換期が目前に迫っており、誰もが安全に暮らせるまちとして、
災害に対する備えが必要となっています。
加えて、超高齢社会への備えとして、人口減少社会が到来する前に、誰もが安心

して暮らせる都市基盤を速やかに整備し、良好で快適な都市機能を維持し続けてい
くことができる都市づくりが求められています。

（２）超高齢社会の到来に備えて、都市基盤施設や公共交通を充実し、良好で快適
な住環境や自然環境のもとで『誰もが安心して住み続けられるまちづくり』が
求められています。

（１）災害時の被害を未然に防止・軽減する取組により、災害が起きても被害を最
小限に抑え、速やかな復興が可能となる『災害に強いまちづくり』が求められ
ています。

《特徴》

●南北方向の駅周辺は、密度の高い市街地を形成

●東西方向の駅周辺では、中程度の密度の市街地を形成

【将来都市構造図】
【凡例】

【揺れやすさマップ】：さいたま市直下地震 マグニチュード6.9
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（３）人口減少社会への移行に備え、都市の魅力を高め活力を維持する『魅力ある
未来に誇れるまちづくり』が求められています。

【コミュニティサイクル利用イメージ図】

【さいたま市の目指すまちの姿】

【スポーツ・文化の交流拠点イメージ図（浦和東部）】
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）市民の安全を守る災害に強い都市環境を整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

1 総 防災・安全都市づくり 9,181 9,969 大規模な災害時に起こり得る被害を軽減し、

防 事業 (9,181) (5,869) また、その後の迅速な都市復興が可能となる

〔都市計画課〕 ような災害に強い都市づくりを推進

2 総 組合施行等土地区画整 15,670,268 15,249,196 施行中の組合施行土地区画整理事業に対して

防 理支援事業 (1,606,510) (1,020,512) 補助金を交付し、災害に強い都市基盤整備を

〔区画整理支援課〕 実施

3 総 浦和東部・岩槻南部地 1,859,409 2,237,211 みそのウイングシティを副都心にふさわしい

防 域整備推進事業 (140,105) (184,507) 魅力ある市街地とするため、土地区画整理事

〔浦和東部まちづくり 業により基盤整備を行い、土地活用を促進さ

事務所〕 せ人口定着を図り、まちづくりを推進

4 総 浦和東部第一特定土地 1,987,000 2,094,000 みそのウィングシティにおけるスマートホー

防 区画整理事業 (1,571,646) (926,496) ム整備に必要な基盤整備を行い、低炭素化と

〔浦和東部まちづくり エネルギーセキュリティの確保による災害に

事務所〕 強い環境未来都市を推進

5 総 武蔵浦和駅第１街区市 339,900 1,958,617 武蔵浦和駅第１街区市街地再開発事業の施行

防 街地再開発事業 (27,480) (139,863) 者である独立行政法人都市再生機構へ補助金

〔浦和西部まちづくり を交付し、災害に強い都市基盤整備を実施

事務所〕

6 総 武蔵浦和駅第３街区市 1,078,300 1,245,300 武蔵浦和駅第３街区市街地再開発事業の施行

防 街地再開発事業 (100,629) (77,916) 者である市街地再開発組合へ補助金を交付し、

〔浦和西部まちづくり 災害に強い都市基盤整備を実施

事務所〕

7 総 浦和駅周辺鉄道高架化 3,034,881 5,227,054 3か所の交差道路の整備、浦和駅東西連絡通路

防 事業 (1,809,181) (1,916,533) と中ノ島バスターミナルを接続する地下通路

〔鉄道高架整備課〕 の詳細設計、浦和駅周辺鉄道高架化事業及び

東北客貨線乗降場設置事業に係る負担金

　超高齢社会への備えとして、人口・世帯が減少する社会が到来する前に、災害に強く市
民の誰もが安心して暮らすことができる都市づくりに取り組むとともに、東日本から首都
圏への玄関口という本市の立地特性を生かし、大都市としての魅力を高めるまちづくりを
進めます。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

8 拡 浦和駅西口南高砂地区 825,695 159,684 市街地再開発事業の推進、浦和駅東口駅前交

総 市街地再開発事業 (122,630) (71,912) 通広場等の整備、都市計画道路浦和西口停車

防 〔浦和駅周辺まちづく 場線を整備

り事務所〕

9 拡 大門町２丁目中地区第 187,800 15,650 経済・商業機能を高める開発を推進するた

総 一種市街地再開発事業 (9,400) (15,650) め、市街地再開発事業の組合設立及び事業認

防 〔大宮駅東口まちづく 可取得に向けた現況調査、建物調査、基本設

り事務所〕 計等を実施

10 総 氷川緑道西通線整備推 2,181,470 411,300 広域的な拠点性を持つまちにふさわしい交通

防 進事業 (295,770) (85,600) 体系を形成するため、南区間における用地買

〔大宮駅東口まちづく 収及び一部の道路工事と、北区間における用

り事務所〕 地測量及び事業認可図書を作成

11 総 大宮駅西口第３－Ｂ地 3,993 6,219 奥行きと賑わいのある市街地の形成に向け、

防 区市街地再開発事業 (3,020) (6,219) 大宮駅西口第３－Ｂ地区市街地再開発準備組

〔大宮駅西口まちづく 合を支援し事業化を促進するため、用地測量

り事務所〕 及び計画策定委託等を実施

12 総 大宮駅西口第四土地区 2,316,000 1,928,000 業務・商業機能の集積及び都心地区にふさわ

防 画整理事業 (921,113) (869,595) しい市街地形成を図るため、建物移転や区画

〔大宮駅西口まちづく 道路整備等の面的基盤整備を行い、土地利用

り事務所〕 の転換を促進

13 総 緑の核づくり公園整備 1,388,792 464,400 都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の

防 事業 (332,192) (132,700) 不足する地域を重点に、歩いていける範囲に

〔都市公園課〕 身近な公園整備を進めるとともに、公園内に

おけるドッグラン等の施設整備を検討

（２）誰もが安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

14 総 交通バリアフリー推進 589,728 351,367 市内各駅の移動円滑化(バリアフリー化)を推

事業 (147,755) (201,344) 進するため、北浦和駅等のエレベーター設置

〔都市交通課〕 工事及び南浦和駅等のエレベーター設置に向

けた詳細設計等を実施

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

15 総 指扇駅周辺まちづくり 1,118,035 1,234,316 指扇駅橋上化及び南北自由通路の整備を行い、

推進事業 (39,975) (111,516) あわせて駅施設のバリアフリー化も実施(平成

〔日進・指扇周辺まち 24年度着手、平成26年度末完成予定)

づくり事務所〕

16 総 岩槻駅舎改修事業 1,579,455 599,998 岩槻駅橋上化及び東西自由通路の整備を行い、

〔岩槻まちづくり事務 (33,441) (48,598) あわせて駅施設のバリアフリー化も実施(平成

所〕 24年度着手、平成26年度末完成予定)

17 総 都市計画道路見直し事 19,200 21,000 道路網計画に基づき、廃止候補となった路線

業 (19,200) (21,000) について、関係権利者の合意形成を図り、都

〔都市計画課〕 市計画変更手続きを実施

18 拡 バス対策事業 212,421 237,188 交通空白地区や交通不便地区等の交通利便向

総 〔都市交通課〕 (212,171) (236,938) 上を図るため、コミュニティバス等の運行補

防 助や新規路線導入の検討を行うとともに、路

線バスの利用促進を実施

（３）首都圏の大都市にふさわしい、魅力ある未来に誇れるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

19 総 緑化推進事業 56,296 60,548 花と緑によるまちづくりを推進するため、花

〔みどり推進課〕 (55,596) (59,848) いっぱい運動の拡充、緑のカーテン事業、記

念樹贈呈事業及びみどりの街並みづくり助成

事業を推進

20 総 指定緑地等設置・保全 609,807 458,092 オープン型・クローズ型緑地の保全事業、緑

事業 (159,007) (156,092) 地保全ボランティア活動の推進等により良好

〔みどり推進課〕 な自然環境を有する緑地の保全を推進

21 総 見沼田圃の保全・活用 33,010 30,674 散策環境の向上に向け、交通社会実験を実施

・創造事業 (33,010) (30,674) するとともに、公有地化された土地の利活用

〔みどり推進課〕 手法の検討及び土地利用の変化に伴う現況調

査を実施

22 新 目指せ日本一！ サクラ 6,000 0 見沼田んぼをステージに日本一の桜並木を目

サク見沼田んぼプロジ (6,000) (0) 指し、周辺の桜の現況を把握するとともに、

ェクト推進事業 桜並木づくりに取り組むための調査を実施

〔みどり推進課〕

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

23 岩槻駅周辺地区まちづ 16,718 2,441 岩槻まちづくりマスタープランを基に、アク

くり事業 (0) (0) ションプランの策定及び旧岩槻区役所敷地利

〔まちづくり総務課〕 用の検討を行い、城下町の歴史・文化が息づ

くふれあいのまちづくりを推進

24 拡 与野本町駅周辺地区ま 7,326 3,000 地域資源と民間活力を活用した、安心安全で

ちづくり事業 (0) (0) 持続可能なまちづくりを進めるまちづくりマ

〔まちづくり総務課〕 スタープランの策定作業等を実施

25 拡 アートストリート整備 20,500 3,500 与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場への

事業 (0) (0) 主要なアクセスルートである｢たつみ通り｣を

〔与野まちづくり事務 整備

所〕

26 総 さいたま新都心賑わい 89,595 89,795 さいたま新都心地区内のデッキや自由通路な

創出事業 (80,255) (80,227) どの適正な維持管理に加え、まちづくり推進

〔計画管理課〕 協議会を通じた官民協働の魅力あるまちづく

りを推進

27 拡 さいたま新都心周辺将 10,810 0 にぎわい創出などに向けた将来ビジョン策定、

総 来ビジョン推進事業 (10,810) (0) 北袋1丁目地区における都市環境に配慮した土

〔計画管理課〕 地利用転換の誘導及び新たなデッキなどの公

共施設についての調査・検討を実施

28 総 大宮駅東口公共施設再 7,113 9,000 ｢連鎖型まちづくり｣を推進するため、大宮区

編推進事業 (7,113) (9,000) 役所跡地等、公共施設再編により生み出した

〔大宮駅東口まちづく 用地を活用した駅前開発の推進や、交通イン

り事務所〕 フラ等の強化に関する計画を検討

29 総 大宮駅周辺地域戦略ビ 8,762 5,679 地元との検討体制の運営支援、推進方策の展

ジョン推進事業 (8,762) (5,679) 開支援、地域ルール等の検討を通して、戦略

〔大宮駅東口まちづく ビジョンに沿ったまちづくりを支援・誘導

り事務所〕

30 総 コミュニティサイクル 4,118 140 回遊性向上等による都市の魅力創出に向け、

防 システム推進事業 (4,118) (140) コミュニティサイクルを推進するため、利用

〔都市交通課〕 案内マップの作成や利用増進に向けた施策を

推進

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

31 総 自転車駐車場整備事業 350,608 348,200 浦和駅南側高架下に、(仮称)高砂自転車駐車

防 〔都市交通課〕 (55,948) (31,740) 場を整備するとともに、市営大宮駅西口自転

車駐車場開設に伴う放置自転車等の実態調査

を実施

３．行財政改革への取組

(１)　積極的な財源の確保

　　①　ネーミングライツ（施設命名権）や広告等の活用により、引き続き自主財源の確保に

　　　努めます。〔都市交通課・都市公園課・計画管理課〕

　　②　交付金等については、国の動向等を注視するとともに、関連機関との連携を密にする

　　　ことにより、引き続き財源の確保に努めます。〔都市総務課ほか〕

(２)　官民協働によるまちづくりの推進

　　①　コミュニティサイクルシステムの導入にあたり、サイクルポート（貸出拠点）整備後

　　　の運営において民間活力を導入することにより、運営経費の縮減を図ります。

　 　〔都市交通課〕

　　②　さいたま新都心地区における官民連携によるまちづくりにおいて、参加事業者及び活

　　　動の拡充を図り、魅力あるまちなみ空間の形成を推進します。〔計画管理課〕

　　③　氷川参道整備事業において、引き続き、地元まちづくり協議会等との協働により、魅

　　　力あるまちづくりを推進します。〔計画管理課〕

(３)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　業務委託の内容をより一層精査し、的確な見積りを行うことにより、委託料の見直し

　　　を行いました。〔都市総務課ほか〕（8,267千円）

　　②　節電対応等による光熱水費の削減や印刷物等の印刷部数の精査、公用車の次世代自動

      車への切り替えによる燃料費の削減等により、需用費の見直しを行いました。

      〔都市交通課ほか〕（2,179千円）

11,685既存事業の見直しによるコスト削減額

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　局内及び部内の総合調整・連絡調整

　局内及び部内の総合調整や取りまとめ等を行い、都市

計画行政を推進する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

18款

-

＜主な事業＞

１　都市計画審議会の運営 ４　都市計画基礎調査業務

　市が定める都市計画に関する事項等について、諮問機

関である都市計画審議会で、その内容の審議を行う。 ５　都市計画図等の印刷作成

２　都市計画道路の見直し業務

　道路網計画に基づき、廃止候補となった路線につい

て、関係権利者の合意形成を図り、都市計画変更手続を

進める。

３　都市計画マスタープラン変更調査業務

　都市計画マスタープランの改定の手続を行う。

50使用料及び手数料

増減 △ 11,488 

都市計画総務費予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

＜事業の目的・内容＞

　都市計画に関する各種構想や計画等の策定、調査等を行うことで、都市計画行
政を推進します。

都市局/都市計画部/都市計画課局/部/課

75,113前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

都市計画総務費

事務事業名

　局内及び部内各業務の総合調整を行い、都市計画行政を推進します。

都市計画推進事業（都市計画課）

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 土木費

都市計画推進事業（都市総務課）

都市局/都市計画部/都市総務課

3,277前年度予算額

3,479予算額

一般財源

増減

3,479都市計画費

一般財源 62,075

1,500財産収入

202 

予算額 63,625
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　広報誌等の発行

　市民と行政の協働によるまちづくりの取組や、市民活

動の状況、都市局からの情報等を掲載内容としたまちづ

くり広報誌｢ｋｏｒｅｋａｒａ｣等を発行する。

２　ホームページの運用

　広報誌と連動して、まちづくり関連情報等を掲載した

ホームページを運用する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 18款

＜主な事業＞

１　都市開発基金への積立て 　[参考]

　都市開発基金を金融機関に預け入れしていることによ 　　基金残高の推移

り生じた利子について、同基金に積立てを行う。 　　　・平成19年度末残高　 7,061,867,168円

　　　・平成20年度末残高 　7,099,386,383円

　　　・平成21年度末残高 　7,121,073,560円

　　　・平成22年度末残高　 7,131,176,269円

　　　・平成23年度末残高　 7,137,314,076円

4,200

4,200一般財源

7 

局/部/課

事務事業名

都市計画総務費

都市開発基金積立金

　市民のまちづくりに対する興味や関心を呼び起こすとともに、自らが参加する
ことへの｢きっかけ｣づくりを提供するため、まちづくり広報誌等の発行やホーム
ページでの情報提供等を通して、市民参加意識の醸成を図り、都市づくりの基本
理念である｢市民と行政の協働｣を推進します。

　市街地開発事業及び都市施設整備に係る資金を積み立てるために設置された基
金に対して、積立てを行います。

＜事業の目的・内容＞

21,456

都市局/都市計画部/都市総務課

4,543前年度予算額

予算書Ｐ.

事務事業名 参加型まちづくり支援事業

土木費

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課

予算額

土木費 都市計画費予算書Ｐ.

都市計画費 都市計画総務費

増減 △ 343 

財産収入 21,456

予算額 21,456

前年度予算額 21,449

増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 22款

-

＜主な事業＞

１　都市計画情報システム保守管理業務

　都市計画情報システム(｢都市計画情報検索システム

(庁外配信)｣、｢都市計画窓口支援システム｣)の情報更新

及び保守管理を行う。

２　都市計画基本図修正等業務

　各種測量、測量成果等のデータを取り込むことにより

都市計画基本図の修正を行い、都市計画情報システムや

都市計画図等に活用する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　屋外広告業の登録

　屋外広告業を営む者の登録事務を行う。

２　屋外広告物の許可

　屋外広告物の許可事務を行う。

３　違反広告物の簡易除却業務

　違反広告物の簡易除却や必要な是正指導を行う。

４　簡易除却ボランティアの活動支援

　簡易除却ボランティアの登録や保険の加入等、ボラン

ティア活動に必要な支援を行う。

増減 1,302 

960

20,713

増減 △ 134 

都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課

予算額 11,917

22,015

一般財源 21,055

諸収入

予算額

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

都市計画情報システム作成事業事務事業名

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

　都市計画情報システムで活用する都市計画基本図や都市計画情報の更新を行い
最新の情報精度を保つことで都市計画情報の利活用を促進します。

都市局/都市計画部/都市計画課

　屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の許可、屋外広告業の登録、違反広告物
について是正指導、簡易除却等を行うとともに、キャンペーンや市民ボランティ
ア組織による違反広告物の撤去制度等により屋外広告物の適正化を推進します。

簡易除却ボランティアによる撤去活動の様子

前年度予算額

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

イメージ

土木費 都市計画費 都市計画総務費

事務事業名 屋外広告物適正化推進事業

使用料及び手数料 5,450

諸収入 11

一般財源 6,456

前年度予算額 12,051
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　防災・安全都市づくり事業

　大規模な災害時に起こり得る都市の被害を防止・軽減

するための防災都市づくりに取り組むとともに、復興時

における迅速な都市復興が可能な災害に強い都市づくり

を推進する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　景観法に基づく行為の届出による景観誘導

　一定規模以上の建築物等の新築等について、法による

行為の届出により、景観計画に沿った建築物等となるよ

う景観誘導を行う。

２　景観啓発事業

　市民の景観意識の高揚を図るため、景観に関する啓発

の方策を検討する。

３　景観審議会の運営

増減

9,181

一般財源

局/部/課

予算書Ｐ.

都市局/都市計画部/都市計画課

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市景観計画に基づく景観誘導や景観意識の高揚を図るための啓発を行
い、良好な都市景観形成を推進します。

事務事業名 都市景観形成推進事業

局/部/課

都市計画費 都市計画総務費

都市計画総務費

9,969前年度予算額

予算額

増減 △ 788 

6,550

　大規模な災害が発生したときに起こり得る被害を防止・軽減するため、防災都
市づくりに取り組むとともに、被災後の迅速な都市復興が可能となるような災害
に強い都市構造の実現に向けたまちづくりを推進します。

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

都市環境改善推進事業事務事業名

9,181

予算額

都市局/都市計画部/都市計画課

土木費 都市計画費

土木費 一般財源 6,550

前年度予算額 6,653

△ 103 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 16款

-

＜主な事業＞

１　コミュニティサイクル推進検討 ４　さいたまカーフリーデーの実施

　大宮駅周辺地区において、コミュニティサイクル本格 　交通需要マネジメントの一環として、交通に関する啓

導入後の効果検証を行う。 発を実施する。

２　都市交通戦略推進管理

　｢さいたま市都市交通戦略｣に基づく事業の推進管理を

行い、効果検証を実施する。

３　東京都市圏物資流動調査

　物資流動調査を実施し、将来的な交通計画立案に活用

する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 16款

18款

23款

-

＜主な事業＞

１　北浦和駅西口エレベーター設置工事 ３　東大宮駅東口エレベーター設置工事

　北浦和駅西口改札外にエレベーターを設置する。 　東大宮駅東口改札外にエレベーターを設置する。

２　北浦和駅舎既存遡及工事負担金 ４　今羽駅エレベーター設置工事

　覚書に基づき、鉄道事業者が行う北浦和駅舎耐火改修 　今羽駅改札内にエレベーター2基を設置する。

工事の費用の一部を負担する。

５　東宮原駅エレベーター詳細設計

　東宮原駅改札内のエレベーター2基の設計を行う。

６　南浦和駅エレベーター基本・詳細設計

　南浦和駅改札外のエレベーター2基の設計を行う。

都市計画費 都市計画総務費

増減

　｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)｣及
び本市の交通バリアフリー基本構想に基づき、鉄道駅を中心とした徒歩圏内にお
けるバリアフリー化を推進するとともに、市民等がバリアフリーに関する理解を
深めるための事業を実施します。

一般財源

局/部/課

増減 14,858 

3,000

79,442予算額

64,584

238,361 

財産収入

市債

国庫支出金

都市局/都市計画部/都市交通課

土木費

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画に基づき、過度に自動車
に依存しない交通体系の実現に向け、短・中期交通施策の実行計画である都市交
通戦略を展開するために必要な各種施策等を実施します。
　また、東京都市圏交通計画協議会に参加し、東京都市圏物資流動調査の本市区
域相当分実態調査を実施します。

予算書Ｐ.

事務事業名

交通政策事業

予算書Ｐ.

交通バリアフリー推進事業

351,367前年度予算額

50,000

都市局/都市計画部/都市交通課

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

局/部/課

都市計画費土木費

192,500

238,700

147,755

10,773

都市計画総務費

予算額 589,728

76,442

前年度予算額

一般財源

国庫支出金

[参考]　コミュニティサイクル利用イメージ図

<継続費>

25
26
27
計

70,000 0 0 0 70,000

0

事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

0

50,000
0 120,000
0

240,000240,000 0 0

年度

120,000 0 0
50,000 0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 22款

-

＜主な事業＞

１　地域公共交通導入及び改善支援 　[参考]　コミュニティバス

　｢コミュニティバス等導入ガイドライン｣に基づき地域

公共交通の導入及び改善検討の支援を行う。

２　コミュニティバス等運行事業費補助

　コミュニティバス及び乗合タクシーの運行に対する赤

字補助を行う。

３　ノンステップバス導入促進事業費補助

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 16款

22款

23款

-

＜主な事業＞

１　(仮称)高砂自転車駐車場整備工事 　[参考](仮称)高砂自転車駐車場整備予定位置

　平成26年度に開設予定である(仮称)高砂自転車駐車場

の建設工事を行う。

２　大宮駅西口自転車駐車場実態調査

　大宮駅周辺地区における放置自転車の分布、台数等の

調査を行い、市営大宮駅西口自転車駐車場を整備したこ

とによる影響の把握を行う。

＜事業の目的・内容＞

　自転車駐車場を整備することにより、自転車利用者の利便の向上及び駅前広場
の良好な環境を図ること等を目的に、市内各駅周辺地区において整備予定の自転
車駐車場に関する調査、建設工事等を行います。

増減

一般財源

前年度予算額

諸収入

事務事業名 バス対策事業

局/部/課

350,608

都市計画総務費予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

前年度予算額

増減

　市民に身近な公共交通網の整備を図るため、ノンステップバスの導入等、路線
バスの利用促進を図ります。
　また、交通空白地区・交通不便地区等の解消のため、持続可能な地域公共交通
の導入及び改善について検討します。

事務事業名 自転車駐車場整備事業

予算書Ｐ.

一般財源

土木費 都市計画費

＜事業の目的・内容＞

154,800

36,295

都市計画総務費

都市局/都市計画部/都市交通課

諸収入

212,171

250

237,188

2,408 

348,200

52,188

9,820

△ 24,767 

57,000

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

231,600市債

予算額

国庫支出金

予算額 212,421
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１　高砂自転車駐車場(仮設)撤去工事 ４　自転車駐車場用地賃借・機器リース

　高砂自転車駐車場(本設)の開設に伴い、仮設の自転車

駐車場の撤去を行う。 ５　自転車駐車場管理負担金及び修繕積立金

２　自転車駐車場施設修繕

３　施設等保守管理

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

22款

＜主な事業＞

１　自動車駐車場施設修繕 　[参考]

　さいたま市駐車場案内システム

２　施設等保守管理 　(http://www.citysaitama-parkinfo.jp/)

　ＨＰにおいて、市営・公営駐車場及び民営駐車場の一

３　自動車駐車場管理費及び修繕積立金 部について、空き状況や位置等の情報を提供

50,799

28,148

3,760

増減

4,000

125,000

215,308

8,002

7,001

＜事業の目的・内容＞

都市計画総務費

事務事業名

局/部/課

自動車駐車場管理事業

増減

　自転車利用者の利便の向上及び駅前広場の良好な環境を図ること等を目的に設
置している市営自転車駐車場の管理運営を実施します。

事務事業名

△ 15,072 

　自動車利用者の利便の向上、駅前広場の良好な環境を図ること等を目的に設置
している市営自動車駐車場の管理運営を実施します。

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

362,865

都市局/都市計画部/都市交通課

125,530

12,718

2,018

3,760

91,719

土木費 都市計画費 都市計画総務費

都市局/都市計画部/都市交通課

自転車駐車場管理事業

予算書Ｐ.

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

予算額

予算額 110,215

前年度予算額

使用料及び手数料

一般財源

財産収入

諸収入

前年度予算額 377,937

105,592

諸収入 257,273

△ 15,315 

使用料及び手数料

<継続費>

25
26
計

0

事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

0

3,760
0 5,640
0

9,4009,400 0 0

年度

5,640 0 0
3,760 0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

22款

＜主な事業＞

１　放置自転車等監視業務 　[参考]　放置自転車撤去業務の様子

２　放置自転車撤去業務

３　放置自転車返還業務

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　ＩＴ化システム用サーバー賃借 　[参考]　駐車場案内システム案内板

　パソコンや携帯電話による情報提供を行うためのサー

バーを賃借する。

△ 29,700 

　都心部において自動車利用者に駐車場情報を提供している駐車場案内システム
について、今日のＩＴ化の進歩や利用者ニーズの多様化に対応するため、より効
率的及び効果的な運用について計画立案を行います。
　また、当該システムに係る費用対効果を一層向上させるべく、維持経費の縮減
方策等、より合理的なシステム管理体制を確立します。

増減

＜事業の目的・内容＞

土木費 都市計画費 都市計画総務費

予算額

予算書Ｐ.

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

事務事業名 放置自転車対策事業

＜事業の目的・内容＞

使用料及び手数料 17,296

諸収入 290,488

増減 △ 18,573 

　さいたま市自転車等放置防止条例に基づき、駅前広場、道路その他公共の場所
における歩行者等の通行の安全を確保し、市民の良好な生活環境を保持するた
め、自転車及び原付バイクの放置防止対策に係る放置監視業務、撤去業務、返還
業務、売却等の処分その他これらに付随する業務を実施します。

事務事業名 駐車場案内システム整備計画事業

前年度予算額 326,357

予算額

2,298

前年度予算額

一般財源

31,998

307,784

2,298
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 15款

＜主な事業＞

１　都市計画法に基づく許認可等事務 ４　開発許可地理情報システムの更新及び保守管理業務

　開発行為許可申請等の書類を審査し、許可等の処分後

工事完了時には完了検査を行う。

２　開発に関する基準等の運用管理

　必要に応じ都市計画法に基づく開発行為の許可に係る

基準等の制定、改廃を行う。

３　開発審査会に関する事務 758

　開発審査会へ付議があった場合の事務と審査請求があ

った場合の事務を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　土地利用審査会に関する業務 87 ４　地価公示及び地価調査に関する業務

　事務局として土地利用審査会を運営する。 　地価公示及び地価調査の分科会等に参加し、土地取引

動向の的確な把握に努め、地価高騰の防止や投機的な土

２　土地売買等の届出審査に関する業務 地取引の抑制を図る。

　土地売買等の届出について利用目的を審査し、必要に

応じて是正指導、利用目的の変更の勧告を行う。

３　｢土地月間｣の広報活動に関する業務

　国が中心に実施する｢土地の日｣、｢土地月間｣の広報活

動の一環としてパネル展示、市報及びホームページへの

掲載、ポスターの掲示等を行う。

都市計画総務費

　一定規模(市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡)以上の土地売買につい
て、利用目的審査及び地価動向を把握することにより、土地の有効かつ適正な利
用を図ります。また、投機的土地取引の防止を図ります。

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

都市局/都市計画部/開発調整課

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

局/部/課

454

予算書Ｐ.

開発行為等許認可事業

土地売買届出審査事業

土木費 都市計画費 都市計画総務費

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

　無秩序な宅地開発を防止するため、都市計画法に基づく許認可事務、開発行為
の手続に関する条例の運用等を行うことにより、良好な都市環境の確保に努めま
す。

事務事業名

使用料及び手数料 14,594

予算額 14,594

一般財源 454

予算額

増減 △ 77 

531前年度予算額

増減 △ 3 

14,597

都市局/都市計画部/開発調整課

前年度予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 16款

-

＜主な事業＞

１　宅地耐震化推進計画検討業務 　[参考]　宅地耐震化推進事業スケジュール

　平成23年度までに調査を行った結果を基に、本市の宅

地耐震化推進計画を平成25年度までに策定する。 大規模盛土造成地の変動予測調査(第1次調査)

大規模盛土造成地の変動予測調査(実施計画)

（第2次調査の実施計画書を作成した。）

宅地耐震化推進計画策定業務(試験2次調査含む)

（さいたま市の事業取組方針を策定する。)

大規模盛土造成地の変動予測調査(第2次調査)

（宅地耐震化推進計画に基づき、造成宅地の

耐震性を確認する。）

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し 　[参考]

　(1)　借入金元金 　　繰出金の推移

　(2)　借入金利子 　　　・平成19年度決算額　　 936,493,064円

　　　・平成20年度決算額　　 909,916,362円

　　　・平成21年度決算額　　 669,283,115円

　　　・平成22年度決算額　　 653,580,078円

　　　・平成23年度決算額　　 635,035,161円

都市局/都市計画部/都市公園課

予算書Ｐ.

宅地耐震化推進事業

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課

　兵庫県南部地震や新潟中越地震等において、大規模盛土造成地の滑動崩落など
により、造成宅地における崖崩れや土の流出による甚大な被害が生じており、こ
うした被害から市民の生命財産を守るため、大規模盛土造成地の有無を調査し、
当該宅地の耐震性を確認するとともに、対策を要する場合は、該当区域住民等に
情報提供を行い防災対策を促します。

予算書Ｐ.

土木費 都市計画費 都市計画総務費

事務事業名

＜事業の目的・内容＞

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

増減

576,329前年度予算額

△ 58,945 

事務事業名 用地先行取得事業特別会計繰出金（都市公園課） 予算額

局/部/課

予算額 7,388

一般財源

前年度予算額

国庫支出金

5,388

2,000

H24～H25

H26以降

991 増減

＜事業の目的・内容＞

土木費

517,384

6,397

都市計画費 都市計画総務費

内容

H21～H22

（大規模盛土造成地の位置や規模を把握した。）

H23

年度

一般財源 517,384

517,384

大規模盛土造成地とは

5m 以上

20°以上

■腹付け盛土

　傾斜地に盛土した造成宅地
で盛土をする前の地盤の傾斜
が20度以上、かつ盛土の高さ
が５ｍ以上のもの

■谷埋め盛土

　谷を埋めた造成地で盛土の
面積が3,000㎡以上のもの
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 18款

22款

＜主な事業＞

１　所管普通財産の市有床等の管理

　(1)　北浦和ターミナルビル市有床(駐車場・会議室

　　 等)

　(2)　浦和センチュリーシティ市有床(駐車場)

　(3)　アルーサＡ館市有床(事務所)

　(4)　エイペックスタワー浦和市有床(駐車場)

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 -

＜主な事業＞

１　事業認可事務

　土地区画整理事業及び市街地再開発事業の認可申請に

ついて、適正かつ迅速に判断を行う。

２　国庫補助金事務事業

　事業の推進に必要不可欠な補助金確保のため、国庫補

助申請等の手続を適正かつ迅速に行う。

＜事業の目的・内容＞

　土地区画整理事業及び市街地再開発事業の指導並びに国庫補助金の調整を行い
ます。また、土地区画整理事業の認可並びに市街地再開発事業の許可及び認可を
行います。

＜事業の目的・内容＞ 1,150

39,960都市整備費

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課

7,642

前年度予算額 6,590

事務事業名 都市整備事務事業（市街地整備課）

局/部/課

1,052 増減

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

予算額 7,642

一般財源

34,638

　まちづくり推進部内の連絡調整取りまとめ及び都市整備関連外郭団体との連絡
調整を行うとともに、所管する市有床等の普通財産の管理を行います。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

前年度予算額

諸収入

41,110事務事業名 都市整備事務事業（まちづくり総務課）

財産収入予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

予算額

増減 6,472 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 15款

18款

19款

＜主な事業＞

１　まちづくりセミナーの開催 ４　土地区画整理事業長期未着手地区の見直し

　住民参加のまちづくりに対する市民意識の向上と地域 　(1)　内野本郷地区

のまちづくりリーダーの育成を目的に開催する。 　・土地区画整理事業の都市計画廃止及び地区計画導入

　　に向け、法定手続を開始する。

２　まちづくり専門家の派遣 540 　・地元協議会等と協働で道路環境の改善方策や公園基

　まちづくり活動を行うグループの集会や研究会等にま 　　本構想をまとめる。

ちづくり専門家を派遣し、講義、指導、助言等により活 　(2)　辻地区・南浦和第三地区

動を支援する。 　　土地区画整理事業の都市計画廃止に向け、地権者等

　を対象に説明会や地区パブリックコメント等を実施す

３　まちづくり支援補助金の交付 　る。

　市街地の計画的な整備の推進を目的として活動してい

るまちづくり団体に対して、費用の一部を補助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 18款

19款

＜主な事業＞

１　岩槻駅周辺地区まちづくり事業

　岩槻駅周辺地区まちづくりアクションプランの策定を

行う。また、旧岩槻区役所敷地について、検討委員会を

進めながら、敷地利用の検討を行う。

２　与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン策定

　事業

　地域の問題や課題に対応し、地域資源を活用したまち

づくりマスタープラン策定を進める。

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

都市計画費

局/部/課

土木費

5,882

事務事業名 まちづくり推進事業（まちづくり総務課）

　まちづくりセミナーの開催、まちづくり専門家の派遣、まちづくり支援補助金
の交付により市民のまちづくり活動を支援するとともに、土地区画整理事業の長
期未着手地区を対象に、都市計画の見直しと基盤整備の推進を目指します。

前年度予算額

増減

29,091

17,840

使用料及び手数料

18,551 増減

財産収入 26,401

都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

予算書Ｐ. 土木費 4

予算額

　地域整備に係る企画立案及び調整を行います。

都市計画費 都市整備費

局/部/課

11,251 

財産収入

予算額 24,433

17,500寄附金

前年度予算額

6,933

2,686寄附金

事務事業名 まちづくり支援・団体育成事業

都市整備費

5,500

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 19款

＜主な事業＞

１　アートストリート整備事業 　[参考]　アートストリート位置図

　アートストリート整備基本設計を基に、たつみ通りの

整備について、実施設計及び整備工事を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　西大宮駅開業後における駅周辺交通課題の改善

　(1)　大宮西部特定土地区画整理事業(独立行政法人都

　　 市再生機構)に係る調整

　(2)　大宮西部特定土地区画整理事業への分担金

２　西大宮駅関連用地管理

　(1)　西大宮駅南北広場植栽管理

　(2)　西大宮駅関連用地管理

　西大宮駅の開業により、新たな人口集積が見込まれる当該地区に市内交通ネッ
トワークの充実及び地域住民の利便性向上を図るため、土地区画整理事業の進捗
に合わせ西大宮駅周辺の交通課題を改善します。

203,426 増減

増減

予算額 207,868

前年度予算額 4,442

＜事業の目的・内容＞

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

　与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場への主要なアクセスルートである、｢与
野本町駅前公園｣及び｢たつみ通り｣を、劇場への誘導や観劇後の余韻にひたること
ができるような芸術的雰囲気を演出する｢アートストリート｣として整備を行いま
す。

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

事務事業名 西大宮駅周辺まちづくり推進事業

20,500

前年度予算額 3,500

17,000 

204,100

3,000

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. 土木費 都市計画費 都市整備費

事務事業名 まちづくり推進事業（与野まちづくり事務所）

17,868

国庫支出金

一般財源

100,000

90,000市債

寄附金

予算額 20,500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１　指扇駅橋上化北口開設

　平成25年度の北口開設、平成26年度の橋上化事業の完

成に向けて工事を行う。

２　北口駅前広場整備

　指扇駅北口開設時において、駅利用者の安全確保のた

め、暫定の歩道設置工事を行う。 北口完成イメージ図

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 15款

19款

-

＜主な事業＞

１　日進駅南地区のまちづくり

　七夕通り美装化等に向けた地元関係者とのワークショ

ップや狭隘道路の整備に伴う設計を実施する。

２　日進駅北地区のまちづくり

　消防活動困難地区の解消を図るとともに、日進北小学

校の通学路を確保するため、狭隘道路の整備に伴う設計

を実施する。

３　日進駅南口駅前広場の整備

　南口駅前広場整備に向けた修正設計を行うとともに、 七夕通り美装化完成イメージ図

ライフラインの整備や暫定工事を実施する。

　日進駅周辺地区では、日進駅の橋上化による北口開設をはじめとする地域の生
活環境の改善と、旧工業専用地域における土地区画整理事業など約50ヘクタール
において、本市の副都心にふさわしい都市機能の導入を図るため、地域住民との
協働によるまちづくりを行っています。
　今後は、日進駅南口駅前広場の整備、日進七夕通りの美装化等を行い、安心・
安全なまちづくりを推進します。

増減

34,894前年度予算額

651 

18,343一般財源

7,130

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

事務事業名

土木費 都市計画費

一般財源 39,975

50,000

市債

寄附金

638,700

35,545

1,234,316

増減 △ 116,281 

前年度予算額

予算額

使用料及び手数料

国庫支出金 389,360予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

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

予算額 1,118,035

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

都市整備費

指扇駅周辺まちづくり推進事業

7,350

1,096,000

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

事務事業名 日進駅周辺まちづくり推進事業

　指扇駅には南口改札しかないことから、南口周辺では交通渋滞が発生してお
り、また駅北側からの駅利用が不便な状況であることから、北口改札の設置が強
く望まれています。
　このため駅舎橋上化に伴う北口開設、北口駅前広場整備及び駅へのアクセス道
路の整備を行い、市民や駅利用者の利便性・回遊性の向上と地域の活性化を図り
ます。

9,596

14,204

2

寄附金 17,200

<継続費>

国県支出金 地方債 その他 一般財源

23 8,000 0 0 0 8,000

24 1,210,000 257,200 857,500 0 95,300

25 1,096,000 388,480 636,700 50,000 20,820

26 140,000 39,200 90,700 0 10,100

計 2,454,000 684,880 1,584,900 50,000 134,220

財源内訳
事業費年度
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１　自由通路設置工事業務委託 　[参考]　東口完成イメージ図

２　橋上駅舎設置工事負担金

３　駅舎改修に伴う電線移設切回し等

　<継続費>

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 -

＜主な事業＞

１　部内の総合調整

　部内各所管における事業の連絡及び取りまとめを行う

とともに、総合調整を行い、良好なまちづくりを推進す

る。

都心整備推進事業

土木費 都市計画費 都市整備費

　岩槻駅周辺地区は、本市の副都心と位置付けられていますが、その中心となる
岩槻駅は昭和4年の開業以来、改札は駅東口のみであり、西口側からの利用には不
便をきたしています。
　そこで、駅周辺の活性化と西口利用者の利便性向上及び駅のバリアフリー化を
図るため、駅舎の橋上化及び駅東西を結ぶ自由通路の整備を行います。

事務事業名

土木費

　本市の都心地区である大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区及び浦和駅周辺地
区のまちづくりを推進し、良好な都心整備を図るため、部内の総合調整を行いま
す。

局/部/課 都市局/都心整備部/計画管理課

予算書Ｐ. 一般財源

岩槻駅舎改修事業

90,114

国庫支出金

予算額 1,579,455

局/部/課

事務事業名

336,000

寄附金

10,000

市債 1,119,900

一般財源 33,441

599,998

増減

都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

増減 △ 124 

前年度予算額 13,721

前年度予算額

予算額

13,597

1,006,000

509,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

都市計画費 都市整備費

979,457 

13,597

13,597

23
24
25
26
計

395,100

50,000

20,9000
0 1,000

事 業 費

1,000 0

108,800

財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1,119,9001,515,000 336,000
524,000 108,000

4,275,000 1,124,500 2,991,700

0

2,235,000 680,500 1,476,700

年度

50,000 9,100
0 77,800
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 14款

22款

-

＜主な事業＞

１　都市施設の運営管理 ３　まちづくり推進協議会事業の推進 520

　安全で快適なまちづくりを推進するため、歩行者デッ 　魅力あるまちなみ空間の形成促進に向け、地元組織で

キ等の施設修繕や、さいたま新都心駅東西自由通路、さ ある｢さいたま新都心まちづくり推進協議会｣を中心に官

いたま新都心駅西口駅前広場等の日常清掃及び巡回警備 民協働による、年間を通じた取り組みを実施する。

を実施する。

４　新都心将来ビジョンの推進

２　ふれあいプラザの運営管理 　さいたま新都心周辺地区の将来ビジョンを策定し、施

　バリアフリーのまちづくりを推進するため、さいたま 設整備の促進を図るなど、魅力あるまちづくりを推進す

新都心ふれあいプラザを拠点として、市民ボランティア る。

活動の支援やその啓発を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 23款

-

＜主な事業＞

１　氷川参道整備事業 　(3)　氷川参道並木の管理保全

　(1)　氷川参道に係る総合調整　 　　氷川参道並木の保護を目的に、地元まちづくり協議

　　平成ひろば及び周辺道路の継続利用と活用に向けた 　会と協働で、参道への中低木植栽を行う。また、指定

　調整を行う。 　緑地所有者に補助金を交付する。

　(2)　市民との協働による氷川参道周辺のまちづくり

　　 の推進

　　地元と連携を図りながら、歩行者専用道路化に向け

　た検討を行う。また、地元まちづくり協議会とともに

　清掃活動や各種イベントに参加し、氷川参道を中心と

　したまちづくりの周知を行う。

＜事業の目的・内容＞

　歴史・文化的資産であり、都心部に残された貴重な緑の空間である氷川参道を
歩行者系のシンボル軸として将来にわたり引継ぐため、地元まちづくり協議会と
の協働作業による並木の保全、交通問題への対応を図りながら歩行者専用道路化
を目指します。
　また、平成ひろばの継続利用と活用に向けた調整を行います。

予算書Ｐ.

局/部/課

事務事業名

事務事業名

58,243

都市局/都心整備部/計画管理課

土木費

＜事業の目的・内容＞

都市計画費 都市整備費

　さいたま新都心地区において、にぎわいや交流のあるまちづくりを継続してい
くため、所管する都市施設の適正な運営管理を推進するほか、地元組織である、
さいたま新都心まちづくり推進協議会やさいたま新都心バリアフリーまちづくり
ボランティアと連携した事業を推進します。
　また、さいたま新都心地区内及び周辺の開発計画についての総合調整を図り、
魅力あるまちづくりを推進します。

196,300

一般財源 83,870

10,610 

13,942

都市計画費

265,228

都市整備費土木費

前年度予算額

増減

1,000

予算書Ｐ.

100,405さいたま新都心賑わい創出事業

諸収入

91,065

89,795

分担金及び負担金 7,459

1,881

予算額

局/部/課

市債

都市局/都心整備部/計画管理課

14,879

280,170大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（計画管理課） 予算額

前年度予算額 11,525

268,645 

10,810

増減

一般財源
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目

＜主な事業＞

１　大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業 ３　大宮駅東口公共施設再編推進事業

　 　公共施設の再編による｢連鎖型まちづくり｣を推進する

　東日本の玄関口として、経済・商業機能を高める開発 ため、大宮区役所跡地等、公共施設再編により生み出し

を推進するための大宮駅東口再開発のリーディング事業 た用地を活用した駅前開発の推進や、交通インフラ等の

として、市街地再開発事業の組合設立及び事業認可取得 強化に関する計画を検討する。

に向けた現況調査、建物調査、基本設計等を実施する。

４　大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業

２　氷川緑道西通線整備推進事業 　戦略ビジョンの推進を目的とした地元との検討体制の

　自動車交通の機能強化を図り、広域的な拠点性を持つ 運営支援、推進方策の展開支援、及び地域ルール等の検

まちにふさわしい交通体系を形成するため、南区間にお 討を通して、戦略ビジョンに沿ったまちづくりを支援・

ける用地買収及び一部の道路工事と、北区間における用 誘導する。

地測量及び事業認可図書の作成を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 15款

-

＜主な事業＞

１　大宮駅西口第３-Ｂ地区市街地再開発事業

　大宮駅西口第三地区では、一部エリアで市街地再開発

準備組合が設立しており、準備組合を支援するとともに

都市計画決定に向けた事務手続を行う。

２　大宮駅西口第四地区施行区域外 交差点改良事業

　大宮駅西口第四土地区画整理事業の進捗に伴い、施行

区域外の交差点において、円滑な交差点形成のため用地

買収に向けた調査を行う。

　大宮駅周辺に集積する商業や業務、交通、緑などの都市機能を再構築し、歴史
や文化、スポーツなどの地域資源を活用するとともに、都市ブランドの確立や国
際化、ＩＴ化への対応などの視点を新たに加え、都市開発の具現化を目指して策
定した大宮駅周辺地域戦略ビジョンに基づき、各種事業を推進します。

増減

前年度予算額

463,715

△ 59,048 

110,260

予算額

7,113

都市計画費 都市整備費

大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口まちづくり事務所）

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所

予算書Ｐ. 土木費

1,943,767 増減

予算額 2,407,482

8,762

9,422

51,212

使用料及び手数料

41,790一般財源

2,181,470

3,993

187,800

都市計画費

　大宮駅西口の未整備地区については、狭隘道路や低層木造住宅の密集化などの
課題があり、｢防災性の向上｣、｢商業環境の向上｣が求められておりますが、これ
らの課題を解決するために、各地区の特性を生かしたまちづくりに資する実現可
能な基盤整備の方針を検討します。

都市整備費

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

大宮駅西口まちづくり推進事業

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

予算書Ｐ.

事務事業名

土木費

6,180

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 1,162,200

一般財源 338,905

財産収入 993

諸収入 1

使用料及び手数料 3,483

国庫支出金 901,900

第四地区

大宮駅

2　交差点改良事業

1　第3-B地区市街

第三地区

国
道
17
号
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

155 8款 4項 2目 -

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し 　[参考]

　(1)　借入金元金 　　繰出金の推移

　(2)　借入金利子 　　　・平成19年度決算額　　　77,401,948円

　　　・平成20年度決算額　　　76,184,330円

　　　・平成21年度決算額　　　69,012,742円

　　　・平成22年度決算額　　　68,320,255円

　　　・平成23年度決算額　　 118,029,099円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

157 8款 4項 3目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　鉄道高架化 ４　地下通路詳細設計

　浦和駅周辺の鉄道高架化に係る精算、支払い、事業損 　浦和駅東西連絡通路と浦和駅西口中ノ島バスターミナ

失補償等を行う。 ルを接続する地下通路の詳細設計を行う。

２　旅客ホーム新設 ＜高架化完成イメージ図＞

　浦和駅の東北客貨線(湘南新宿ライン)ホーム新設に係

る精算、支払い等を行う。

３　交差道路整備

　鉄道高架化に合わせて3か所の交差道路の整備を行

う。

97,146

一般財源

116,431

＜事業の目的・内容＞

　浦和駅周辺の鉄道を高架化し、都市計画道路田島大牧線をはじめとする交差道
路を整備することで、鉄道により分断されている浦和駅周辺の東西市街地の一体
化、均衡ある発展を図ります。また、東北客貨線(湘南新宿ライン)のホーム新設
による湘南新宿ラインの浦和駅停車で、浦和駅と池袋・新宿方面、県北方面との
一層のアクセス向上が図られます。

市債 825,700

国庫支出金 400,000

117,230

5,227,054

△ 2,192,173 

1,809,181

△ 799 

予算書Ｐ. 土木費

＜事業の目的・内容＞

都市整備費都市計画費 116,431

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

局/部/課

街路事業費

都市局/都心整備部/鉄道高架整備課

前年度予算額

都市計画費

鉄道高架推進事業

土木費

一般財源

増減

前年度予算額

1,970,069

25,000

局/部/課

事務事業名

都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所

942,264

予算書Ｐ.

事務事業名

116,431

用地先行取得事業特別会計繰出金（大宮駅東口まちづくり事務所）

3,034,881

増減

予算額

予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

157 8款 4項 4目

＜主な事業＞

１　都市公園等施設管理事業 ２　指定管理者事業

　都市公園等の施設修繕等を行う。 　指定管理者制度により都市公園の管理運営を行う。

　(1)　主な大規模修繕箇所 　

　　・三橋プール修繕 ３　民間児童遊園地等助成事業

　　・大和田公園野球場・プール修繕 　都市公園を補完する民間児童遊園地において、遊具の

　　・下落合プール修繕 修繕等に対して助成を行う。

　　・原山市民プール修繕

　　・沼影市民プール修繕

　　・岩槻文化公園体育館修繕

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

157 8款 4項 4目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　緑の核づくり公園整備事業 ２　見沼通船堀公園整備事業

　都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不足する 　国指定史跡の見沼通船堀と周辺の斜面林を取り込み、

地域を重点に、歩いていける範囲に身近な公園整備を進 見沼田圃の環境に調和した歴史と自然に触れ合える総合

めるとともに、公園内におけるドッグラン等の施設整備 公園の整備に向けて用地取得等を行う。

を検討する。

　(1)　主な公園整備予定箇所 ３　与野中央公園整備事業

　　・(仮称)領家立野団地跡地公園 　市街地における緑に囲まれた市民の運動の場や広域避

　　・(仮称)風渡野２号公園 難場所ともなる総合公園の整備に向けて用地取得等を行

　　・(仮称)南中野公園 う。

　　・旧メディカルセンター跡地(造成工事)

　　・南児童相談所跡地(用地取得)

前年度予算額 2,667,301

市債

国庫支出金

予算額

都市計画費予算書Ｐ.

局/部/課

公園費

　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するため、また、災害時の避難場所となる公
園を整備します。

予算額 2,639,117

都市公園等整備事業事務事業名

土木費 都市計画費

局/部/課

事務事業名

320,964

土木費

　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。

＜事業の目的・内容＞

都市局/都市計画部/都市公園課

都市公園等管理事業

予算書Ｐ.

都市局/都市計画部/都市公園課

＜事業の目的・内容＞

公園費

1,302,320

720,334 

155,103

111,259

1,286,800

469,854

△ 28,184 

2,176,124

6,810

2,022,654

増減

前年度予算額

一般財源

増減

266,000

1,388,792

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 9,300

一般財源

財産収入 25,000

諸収入 5

国庫支出金 5,190

2,537,827

使用料及び手数料 61,795
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 4項 5目 16款

-

＜主な事業＞

１　民有地の緑化推進 ４　緑のカーテン事業の実施

　記念樹の贈呈や生け垣設置に係る経費の一部を助成す 　緑のカーテン事業を実施し、日々の生活の場所に花や

るなど、民有地の緑化を推進する。 みどりを増やすことを推進する。

２　花いっぱい運動の推進 ５　公共施設の緑化推進

　市民花壇の維持管理や花苗の配布等の支援を行い、花 　未利用市有地の調査・検討を行い適地を緑地化する。

いっぱい運動を推進する。

６　民間建築物等の緑化推進

３　緑化啓発イベントの開催等 　建築物の屋上・壁面、道路に面す

　花づくり講習会やみどりの功労賞を実施し、市民の緑 る敷地を緑化する方に対し、緑化に

に対する意識の醸成を図る。 係る経費の一部を助成することによ

り市街地の緑化を推進する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 4項 5目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　オープン型緑地の保全事業 ４　みどりの祭典の実施

　特別緑地保全地区や自然緑地、市民緑地等のオープン 　みどりに関する啓発活動としてみどりの祭典を実施す

型緑地の維持管理、整備を行う。 る。

２　クローズ型緑地の保全事業

　保存緑地等のクローズ型緑地の維持管理に対して補助

金を交付する。

３　緑地保全ボランティア活動の推進 555

　みどり愛護会等の緑地保全ボランティア活動に対して

保全活動に必要な物品の支給等の支援を行う。

「第９回さいたま市みどりの祭典」

増減

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

土木費 都市計画費 緑化推進費

55,596

700緑化推進費

予算額 56,296

4,026

60,548

予算額 609,807

1,050

6,000

159,007

172,500

市債

一般財源

国庫支出金

　市街地における緑を創出するため、多様な手法により緑化を推進するととも
に、緑化啓発事業等の実施により市民の緑に対する意識の高揚を促進し、市民と
の協働による緑豊かで潤いのあるまちづくりを推進します。

増減 △ 4,252 

前年度予算額

前年度予算額

151,715 

278,300

458,092

3,472

事務事業名 緑化推進事業

＜事業の目的・内容＞

都市局/都市計画部/みどり推進課

局/部/課

12,177

指定緑地等設置・保全事業

都市局/都市計画部/みどり推進課

局/部/課

土木費予算書Ｐ. 国庫支出金都市計画費

一般財源

25,411

7,632

85,188

　都市緑地法及びみどりの条例に基づき、自然緑地等の維持管理及び整備、保存
緑地に対する補助金の交付等を行うことで、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。

事務事業名

517,839

（屋上緑化施工例）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 4項 5目 15款

-

＜主な事業＞

１　生産緑地地区に係る事務

　土地所有者の申出等による生産緑地地区の指定及び解

除に係る都市計画手続等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 4項 5目 -

＜主な事業＞

１　目指せ日本一！サクラサク見沼田んぼプロジェクト ３　市民ネット運営事業

　推進事業 　写真コンクール・見沼たんぼクリーンウォークなどの

　日本一の桜並木の実現を目指し調査・検討を実施す イベントを実施する。

る。

４　憩いの場整備工事

２　見沼田圃市民プロジェクト推進事業 　見沼代用水沿いのビューポイント等へ休憩施設を設置

　(1)　見沼田圃基本計画アクションプランの推進 する。

　(2)　市民を活用した地域資源情報の継続的発信

　(3)　散策環境の向上に向けた段階的整備

　(4)　見沼田圃地域と農業を活性化する新たな交流の

　　 場のモデル実験

(見沼区：加田屋風の廊下)

13,938

6,000

3,304

30,674

増減

8,103

8,336 

前年度予算額

前年度予算額 4,171

一般財源

　首都圏に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃を保全・活用・創造す
るため、｢さいたま市見沼田圃基本計画｣で定めた見沼田圃づくりの基本方針に
沿って、農、歴史・文化、観光・交流等に係る諸施策を積極的に推進します。

都市局/都市計画部/みどり推進課

39,010土木費 都市計画費

39,010

一般財源

予算額

予算額 3,944

増減 △ 227 

3,925

19都市計画費 使用料及び手数料緑化推進費

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

　市街化区域内にある農地を重要な緑として保全することを目的として、生産緑
地地区に係る事務手続を行います。

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

生産緑地関係事業

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

土木費

事務事業名 見沼田圃の保全・活用・創造事業

局/部/課

予算書Ｐ. 緑化推進費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 5項 1目 15款

18款

19款

-

＜主な事業＞

１　武蔵浦和駅周辺地域のまちづくり計画の検討 　[参考]　武蔵浦和駅周辺図

　武蔵浦和駅周辺地区における各街区の再開発状況や残

された課題の整理を行い、まちづくりの総仕上げに向け

た取組方策等を検討するため、業務委託により検討調査

を行う。

２　事務所が所管する土地及び施設建築物等の管理

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 5項 1目

＜主な事業＞

１　浦和駅東口駅前交通広場、区画街路整備工事 　[参考]　事業施行位置図

　現在、暫定整備となっている浦和駅東口駅前交通広場

等を完成形にするための整備を行う。

２　浦和西口停車場線事業用地の取得と補償

　(1)　浦和西口停車場線事業用地取得

　(2)　浦和西口停車場線事業用地取得に伴う補償

　　 都市計画道路浦和西口停車場線を現在の幅員約18

　 ｍから22ｍに拡幅するための用地取得とそれに伴う

　 補償。

2,000

予算額

使用料及び手数料

9,633

寄附金

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

財産収入

事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和西部まちづくり事務所）

市街地再開発事業費土木費予算書Ｐ. 市街地再開発事業費

都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所

局/部/課 都市局/都心整備部/浦和駅周辺まちづくり事務所

825,695事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） 予算額

225 

　本市の副都心に位置付けられている武蔵浦和駅周辺地区(約30ｈａ)について、
市街地再開発等によるまちづくりを推進します。

2

331

増減

9,408前年度予算額

一般財源 7,300

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費 市街地再開発事業費

前年度予算額 159,684

増減 666,011 

372,000

157,646

213,600

　浦和駅周辺のまちづくりに要する経費であり、都市基盤の整備を推進するため
の浦和駅東口駅前交通広場、区画街路整備工事及び浦和西口停車場線事業用地の
取得と補償を実施し、都心としての形成を進めるものです。

浦和駅東口駅前交通広場

都市計画道路浦和西口停車場線

区画街路1号

区画街路2号

14款

15款

16款

18款

23款 380,100

‐

市債

分担金及び負担金 387

使用料及び手数料 1

1,777

一般財源 122,630

国庫支出金 320,800

財産収入
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 5項 1目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　施行者への補助 　・都市計画道路：

　武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業の施行者 　　内谷別所線、武蔵浦和駅西口1号線、武蔵浦和駅西

である独立行政法人都市再生機構へ、市街地再開発事業 　口2号線(駅前広場含む)、大谷場高木線

費補助金及び公共施設管理者負担金を交付する。

　［参考］

　・事業計画 　平成18年度　都市計画決定

　平成22年度　施設建築物着工

　平成28年度　施設建築物竣工

　・施設概要 　Ｂ1棟　公益施設棟(サウスピア)

　Ｂ2棟　商業・住宅施設

　Ｂ3棟　住宅施設   第１街区「プラムシティ」完成イメージ図

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

159 8款 5項 1目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　施行者への補助金 　・都市計画道路：沼影白幡線

　武蔵浦和駅第３街区第一種市街地再開発事業の施行者

である市街地再開発組合へ、市街地再開発事業費補助金

及び公共施設管理者負担金を交付する。

　［参考］

　・事業計画 　平成14年度　都市計画決定

　平成23年度　事業計画認可

　　　　　　　施設建築物着工

　平成26年度　施設建築物竣工

　・施設概要 　商業・業務・住宅・駐輪場・駐車場

第３街区完成イメージ図

事務事業名 武蔵浦和駅第１街区市街地再開発事業 予算額 339,900

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所

増減

国庫支出金 136,620

＜事業の目的・内容＞ 市債 175,800

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費 市街地再開発事業費

前年度予算額 1,958,617

△ 1,618,717 

321,900

事務事業名 武蔵浦和駅第３街区市街地再開発事業 予算額 1,078,300

　武蔵浦和駅西口に位置する武蔵浦和駅第１街区(約3.0ｈａ)について、市街地再
開発事業により駅前広場、都市計画道路等の都市基盤施設を整備し、また、公
共・商業・住宅等の調和のとれたまちづくりを実現します。

一般財源 27,480

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費 市街地再開発事業費 国庫支出金 129,971

＜事業の目的・内容＞ 市債 847,700

　武蔵浦和駅南西部に位置する武蔵浦和駅第３街区(約2.6ｈａ)を市街地再開発事
業により、都市計画道路等の都市基盤を整備し、商業・業務・住宅施設の調和の
とれたまちづくりを実現します。

一般財源 100,629

前年度予算額 1,245,300

増減 △ 167,000 

1,078,300
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目

＜主な事業＞

１　土地区画整理組合への補助金交付 ２　土地区画整理組合への資金貸付け

　14土地区画整理組合に対し、国庫補助金及び市補助金 　14土地区画整理組合に対し、事業資金の貸付けを行

を交付し、土地区画整理事業の促進を図る。 い、土地区画整理事業の促進を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 15款

16款

23款

-

＜主な事業＞

１　都市再生機構施行の土地区画整理事業への支援

　(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

２　水道本管整備市負担金

　浦和東部第二地区における上水道施設の設置事業に関

する負担金

３　大門下野田地区事業認可に関する業務

事務事業名 組合施行等土地区画整理支援事業 予算額 15,670,268

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

421,072 

＜事業の目的・内容＞

　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。

前年度予算額 15,249,196

増減

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

7,155,402 8,352,149

事務事業名 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業 予算額 1,859,409

増減

使用料及び手数料 4

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 932,200

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 2,237,211

△ 377,802 

　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及び岩槻南部新和西地区の土地区画整理事業へ支援
を行うとともに、副都心としての利便性や魅力付けの向上を図るため、浦和美園
駅西口駅前広場のシェルター、サイン等の整備を行います。

市債 787,100

一般財源 140,105

15款

16款

20款

22款

23款

‐

使用料及び手数料 22

2,916,600

国庫支出金 1,592,445

繰入金 1,200,000

一般財源 1,606,510

諸収入 8,354,691

市債

<組合施行地区一覧表> 平成24年度末見込み

地区名 面積 進捗率 地区名 面積 進捗率

丸ヶ崎 29.13ha 52.9％ 台・一ノ久保特定 15.96ha 82.9％

大間木水深特定 28.09ha 78.4％ 大和田特定 50.64ha 27.3％

大門第二特定 76.27ha 38.4％ 内谷・会ノ谷特定 13.46ha 35.5％

土呂農住特定 11.11ha 47.1％ 大谷口・太田窪 28.16ha 34.4％

風渡野南特定 13.67ha 76.9％ 中川第一特定 38.41ha 14.4％

蓮沼下特定 23.55ha 69.4％ 七里駅北側特定 31.99ha 4.7％

大門上・下野田特定 36.30ha 75.5％ 島町西部 40.04ha 8.2％
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　東浦和第二土地区画整理事業地区内の(仮称)第２調

　整池概略設計業務

２　東浦和第一土地区画整理地区内の未処分付保留地の

　鑑定

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 15款

18款

-

＜主な事業＞

１　委託業務の実施 　[参考]

　移転補償に伴う建物等調査・積算業務及び街区点等杭 事業計画

打ち測量業務を実施する。 事業認可

事業期間

２　公共施設整備の実施 施行面積

　道路施設整備工事を行い公共施設の整備改善を図る。 進捗率※

総事業費

３　建物等移転補償の実施 ※進捗率は平成24年度末見込み

　土地区画整理事業の進捗に伴い建物等の移転補償を実

施する。

事務事業名 東浦和第二地区まちづくり推進事業 予算額 11,600

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. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 一般財源 11,600

＜事業の目的・内容＞

　東浦和第二土地区画整理事業と連携し、中尾地区の水害を防止する調整池を整
備します。

前年度予算額 19,150

増減 △ 7,550 

10,000

1,600

事務事業名 与野駅西口土地区画整理事業 予算額 53,145

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

約137億円

77.0%

前年度予算額 162,368

増減 △ 109,223 

昭和44年3月25日

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 800

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 1土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

6,830

9,800

　健全かつ良好な居住環境をもつ市街地を造成するため、区画道路等の公共施設
の整備改善を図ります。

昭和43年度～平成27年度

8.26ha

52,344一般財源

25,500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 15款

16款

20款

23款

-

＜主な事業＞

１　建物調査及び建物移転補償 　[参考]

　土地区画整理事業の進捗に伴い、移転を要する建物の 事業計画

物件調査及び建物移転補償を実施する。

２　街路工事等

　土地区画整理事業の進捗に伴い、街路築造工事、側溝

整備工事、整地工事等を実施する。

※進捗率は平成24年度末見込み

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し 　[参考]

　(1)　借入金元金 　　繰出金の推移

　(2)　借入金利子 　　　・平成21年度決算額　　　　　13,920円

　　　・平成22年度決算額　　　 5,391,436円

　　　・平成23年度決算額　　 150,495,403円

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

事務事業名 岩槻駅西口土地区画整理事業 予算額 539,190

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 106,000

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

504,632

増減 34,558 

使用料及び手数料 3

100,000

154,800

178,387

事業認可 平成9年4月1日

390,410

　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。

繰入金

前年度予算額

市債

一般財源

事業期間 平成9年度～平成30年度

54,914 施行面積 11.58ha

進捗率※ 63.4%

総事業費 約108億円

事務事業名 用地先行取得事業特別会計繰出金（浦和東部まちづくり事務所） 予算額 74,356

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 一般財源 74,356

＜事業の目的・内容＞

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額 149,477

増減 △ 75,121 

74,356
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 20款

-

＜主な事業＞

１　大宮駅西口都市改造事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　大宮駅西口第四地区について土地区画整理事業による 　　　・平成19年度決算額　　 421,370,667円

都市基盤整備を行うため、特別会計へ繰出しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 799,698,571円

　　　・平成21年度決算額　　 802,083,011円

　　　・平成22年度決算額　　 763,182,063円

　　　・平成23年度決算額　　 794,485,067円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　深作西部土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 141,732,197円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　　98,399,202円

　　　・平成21年度決算額　　　77,204,021円

　　　・平成22年度決算額　　　　　　　 0円

　　　・平成23年度決算額　　　 7,143,858円

事務事業名 大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金 予算額 921,113

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

増減

繰入金 400,000

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 521,113

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 869,595

51,518 

921,113

事務事業名 深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 20,797

　大宮駅西口第四地区において、土地区画整理事業による都市基盤整備を行うた
め、一般会計から繰出しを行います。

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. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 一般財源 20,797

＜事業の目的・内容＞

　深作西部土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。

20,797

前年度予算額 33,457

増減 △ 12,660 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　東浦和第二土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 150,020,014円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 189,860,246円

　　　・平成21年度決算額　　 139,229,352円

　　　・平成22年度決算額　　 131,252,106円

　　　・平成23年度決算額　　 213,918,619円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計への繰 　[参考]

　出し 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 313,253,189円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 348,492,370円

　　　・平成21年度決算額　　 364,788,852円

　　　・平成22年度決算額　　 534,064,406円

　　　・平成23年度決算額　　 759,459,193円

予算額 632,295

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

事務事業名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金

増減

一般財源 632,295

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 326,455

305,840 

632,295

事務事業名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 1,571,646

　東浦和第二土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行いま
す。

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 一般財源 1,571,646

＜事業の目的・内容＞

　浦和東部第一特定土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行
います。

1,571,646

前年度予算額 926,496

増減 645,150 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 20款

-

＜主な事業＞

１　南与野駅西口土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 462,217,878円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 295,572,721円

　　　・平成21年度決算額　　 361,627,833円

　　　・平成22年度決算額　　 370,673,081円

　　　・平成23年度決算額　　 333,501,061円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　指扇土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 107,560,101円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　　19,680,384円

　　　・平成21年度決算額　　　17,947,663円

　　　・平成22年度決算額　　　96,717,174円

　　　・平成23年度決算額　　 181,582,171円

192,792

予算額 475,093

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

事務事業名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金

増減

繰入金 300,000

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 175,093

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 383,293

91,800 

475,093

事務事業名 指扇土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 192,792

　南与野駅西口土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行いま
す。

＜事業の目的・内容＞

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. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費 一般財源 192,792

前年度予算額 115,890

増減 76,902 

　指扇土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　江川土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 481,036,694円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 624,327,139円

　　　・平成21年度決算額　　 692,977,488円

　　　・平成22年度決算額　　 504,802,871円

　　　・平成23年度決算額　　 308,284,858円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

161 8款 6項 1目 -

＜主な事業＞

１　南平野土地区画整理事業特別会計への繰出し 　[参考]

　 　　繰出金の推移

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出 　　　・平成19年度決算額　　 316,998,032円

しを行う。 　　　・平成20年度決算額　　 100,692,548円

　　　・平成21年度決算額　　 128,925,357円

　　　・平成22年度決算額　　 190,508,637円

　　　・平成23年度決算額　　 201,701,362円

予算額 553,942

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

事務事業名 江川土地区画整理事業特別会計繰出金

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

増減

一般財源 553,942

△ 6,000 

553,942

　江川土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額 559,942

事務事業名 南平野土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 25,998

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 一般財源 25,998

＜事業の目的・内容＞

　南平野土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。

25,998

前年度予算額 111,997

増減 △ 85,999 
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

＜主な事業＞

［1款:繰出金］

　浦和美園駅東口駅前複合公共施設の用地取得に係る過

年度繰入金を返還するため一般会計へ繰出しを行う。

１　浦和東部まちづくり事務所

　(1)　一般会計繰出金

［2款:公債費］

　事業用地の先行取得に伴う起債の元金の償還及び利子

の支払いのため公債管理特別会計へ繰出しを行う。

１　環境施設課

　(1)　高木第二最終処分場水処理施設建て替え公共用

　　　地先行取得

２　都市公園課

　(1)　(仮称)岩槻南辻公園公共用地先行取得

　(2)　(仮称)高木スポーツ広場公共用地先行取得

３　浦和東部まちづくり事務所

　(1)　浦和美園駅東口駅前複合公共施設公共用地先行

　　　取得

４　大宮駅東口まちづくり事務所

　(1)　大宮駅東口地区

５　学校施設課

　(1)　浦和東部第二特定土地区画整理事業地内中学校

　　　建設用地先行取得

1,987,267

379,733

　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある
土地をあらかじめ取得する事業の円滑な運営とその経理の適正を図ります。

1,480,000 

前年度予算額 887,000

増減

財産収入

1

1,067,005繰入金

1,299,993

＜事業の目的・内容＞

繰越金

予算書Ｐ.

局/部/課 ④都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所 1

385

諸収入

局/部/課 ③都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

局/部/課 ⑤教育委員会事務局/管理部/学校施設課

局/部/課 ②都市局/都市計画部/都市公園課

2,367,000

局/部/課 ①環境局/施設部/環境施設課

会計名 用地先行取得事業特別会計 予算額

- 355 -



（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 　　事業計画

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。

２　大宮駅西口第四土地区画整理事業

　(1)　建物等移転35件、中断移転補償68件

　(2)　区8-5号線外道路整備工事、10街区整地工事

　(3)　建物調査積算業務、調査測量業務等 ※進捗率は平成24年度末見込み

［2款:公債費］ 　　事業施行位置図

１　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

進捗率※ 63.5%

総事業費 約200億円

228,377

施行面積 9.68ha

増減 388,000 

事業認可 平成7年5月19日

事業期間 平成7年度～平成30年度

1,991,197

　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。

繰入金 921,113

繰越金 1

諸収入 2

市債 842,600

前年度予算額 1,928,000

予算書Ｐ. 403 使用料及び手数料 2,284

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 550,000

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

会計名 大宮駅西口都市改造事業特別会計 予算額 2,316,000
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

＜主な事業＞

［1款:事業費］

１　土地区画整理管理事務事業

　事務所運営等を行う。

２　深作西部土地区画整理事業

　(1)　工作物等物件調査積算業務 

　(2)　工作物及び立竹木等移転補償

　[参考]

　　事業の経過

・区域決定

・事業計画認可

・仮換地指定 平成元年2月28日

・換地処分公告

事業施行位置図

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

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

会計名 深作西部土地区画整理事業特別会計 予算額 22,000

予算書Ｐ. 427 事業収入 1

前年度予算額 36,000

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 20,797

繰越金

1諸収入

昭和46年4月27日

　深作西部土地区画整理事業地内において、安全かつ良好な居住環境を有する宅
地と公共施設の整備改善を図り、豊かで住み良いまちづくりを行います。

1

換地清算金 1,200

増減 △ 14,000 

2,392

昭和46年1月22日

平成21年1月 9日

国道

県
道

- 357 -



（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 　　事業計画

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。 事業認可 平成10年12月15日

事業期間 平成10年度～平成37年度

２　東浦和第二土地区画整理事業 施行面積 76.72ha

　(1)　移転補償調査・事業地内施設管理業務等 進捗率※ 27.2%

　(2)　上水道施設設置、建物等移転補償、宅地造成・ 総事業費 約242億円

　　道路整備工事等 ※進捗率は平成24年度末見込み

［2款:公債費］ 　　事業施行位置図

１　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

422,061

1,351,308

　東浦和第二土地区画整理事業地内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。

国庫支出金

増減 53,000 

事業収入

前年度予算額

777,000

1,738,000

市債

繰越金

諸収入 1

繰入金

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

381,700

447 使用料及び手数料 2予算書Ｐ.

会計名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計 予算額 1,791,000

1

1

＜事業の目的・内容＞

632,295
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　(10)　配水管布設工事負担金

１　土地区画整理管理事務事業 　　　地区内の上水道施設設置事業計画に沿って布設す

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。 　　る水道工事の費用を負担する。

　(11)　補償、補填及び賠償金

２　浦和東部第一特定土地区画整理事業 　　　立竹木等移転補償費、建物移転補償費等の区画整

　(1)　埋蔵文化財発掘調査及び報告書作成業務 　　理事業による補償費

　　　建物移転完了箇所及び道路築造予定箇所の埋蔵文

　　化財発掘調査や過年度の調査報告書の作成を行う。 [2款:公債費]

　(2)　沈下計測業務 １　公債管理特別会計繰出金

　　　盛土造成工事施工中から継続した計測を実施し、 　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

　　解析業務を行う。 会計へ繰出しを行う。

　(3)　事業用地管理及び除草業務 ２　公債管理特別会計繰出金

　　　事業用地として借地する箇所及び公共用地の立入 　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

　　防護柵等の設置、地区内の応急修繕、除草業務等を 計へ繰出しを行う。

　　を行う。 　[参考]

　(4)　街区及び画地測量杭管理業務 事業計画

　　　補償対象用地境及び工事基準点としての街区及び 事業認可

　　画地測量杭の精度確認作業を行うとともに、滅失点 事業期間 平成12年度～平成31年度

　　の復元を行う。 施行面積 55.88ha

　(5)　区画道路築造工事 進捗率※

　　　舗装1,730㎡　側溝1,320m 総事業費 約218億円

　(6)　美園２号線築造工事 ※進捗率は平成24年度末見込み

　　　幅員27m　延長210m

　(7)　美園３号線築造工事

　　　幅員21m　延長40m

　(8)　擁壁設置工事

　　　宅地高と道路高の高低差が生じる箇所に擁壁を設

　　置する。

　(9)　調節池整備市負担金

　　　浦和東部第二地区内の調節池整備にかかる事業費

　　のうち、浦和東部第一地区の開発調整容量分の費用

　　を負担する。

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

55.8%

市債

平成13年3月27日

1

諸収入 1

931,229

1,024,717

　埼玉高速鉄道線浦和美園駅西口周辺の約55.9haの区域を対象に、本市の副都心
にふさわしい良好な市街地の整備を行うため、土地区画整理事業により道路・公
園等の都市基盤施設を整備・改善し、駅周辺の商業・業務機能の集積を図るとと
もに豊かな自然環境と調和した魅力ある住環境の形成を図ることを目的としま
す。

事業収入 1

繰入金 1,571,646

繰越金

増減 △ 107,000 

2,094,000

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 180,050

前年度予算額

235,300

会計名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計 予算額 1,987,000

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

予算書Ｐ. 471 使用料及び手数料 1

事業施行位置図
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 事業計画

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。 事業認可 平成7年8月8日

事業期間

２　南与野駅西口土地区画整理事業 施行面積 14.67ha

　(1)　工事の設計・積算、建物調査及び杭打ち測量業 進捗率※ 52.0%

務等 総事業費 約107億円

　(2)　汚水管布設工事、道路築造工事、宅地造成工事 ※進捗率は平成24年度末見込み

等

　(3)　建物の移転補償等

事業施行位置図

［2款:公債費］

１　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

平成7年度～平成35年度

63,305

641,649

　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、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形成を図ります。

繰入金 475,093

繰越金 1

前年度予算額 563,000

増減 191,000 

市債 131,900

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 147,000

諸収入 1

予算書Ｐ. 495 使用料及び手数料 5

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

会計名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計 予算額 754,000

鴻沼川

JR埼京線

道場三室線

（建設中）

南与野駅西口地区
Ａ＝14.7ha

市役所

県庁

町谷本太線

（建設中）

国道17号

南与野駅

至大宮

国道463号線

タツミ通り線

与野中央通り線
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

4款

5款

6款

7款

8款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 　　事業計画

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。 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

２　指扇土地区画整理事業 施行面積 29.86ha

　(1)　道路築造、雨水管渠築造、水道管敷設工事等 進捗率※

　(2)　区画整理事業に係る家屋移転補償等 総事業費 約92億円

※進捗率は平成24年度末見込み

［2款:公債費］

１　公債管理特別会計繰出金 事業施行位置図

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

12.6%

8,816

市債

前年度予算額 214,000

123,200

増減 206,000 

380,059

104,000

　本事業では、道路・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。

事業収入 1

繰入金 192,792

繰越金

会計名 指扇土地区画整理事業特別会計 予算額 420,000

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金

1

諸収入 1

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

使用料及び手数料 5予算書Ｐ. 519
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 事業計画

　事務所運営と審議会、評価員の会議等を行う。

２　江川土地区画整理事業

　(1)　測量、除草等業務

　(2)　街路築造、舗装修繕工事

　(3)　調整池排水機場工事 ※進捗率は平成24年度末見込み

［2款:公債費］

１　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

　事業施行位置図

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

会計名 江川土地区画整理事業特別会計 予算額 554,000

予算書Ｐ. 545 使用料及び手数料 54

＜事業の目的・内容＞ 事業収入 1

2諸収入

553,942

繰越金 1

　江川地区は、岩槻区北部及び東部の土地区画整理事業地区と西部の既成市街地
に囲まれた、区の中央部(東武野田線の北側)に位置しています。
　本地区では土地区画整理事業により、岩槻駅、東岩槻駅を中心とした既成市街
地と連坦した良好な市街地の形成を図ります。

繰入金

事業期間 昭和63年度～平成29年度

増減 △ 6,000 

前年度予算額 560,000

施行面積 79.3ha

352,053

163,296

事業認可 昭和63年7月22日

進捗率※ 92.3%

総事業費 約179億円

- 362 -



（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

3款

4款

5款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

１　土地区画整理管理事務事業 事業の経緯

　事務所運営経費等に要する経費 ・都市計画決定 昭和63年7月22日

・事業計画認可 昭和63年7月22日

２　南平野土地区画整理事業 ・仮換地指定 平成 3年8月20日

　(1)　清算金に関する業務 ・換地処分公告 平成23年10月7日

［2款:公債費］

１　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の元金を償還するため公債管理特別

会計へ繰出しを行う。

２　公債管理特別会計繰出金

　事業に対する起債の利子を支払うため公債管理特別会

計へ繰出しを行う。

　　事業施行位置図

(※　職員人件費については、Ｐ.592に掲載しています。)

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. 569 使用料及び手数料 1

会計名 南平野土地区画整理事業特別会計 予算額 27,000

12,663

　南平野地区は、岩槻区の北東部、東武野田線東岩槻駅より南東へ約1kmに位置
し、都市計画道路4路線を擁する交通要衝地にあります。
　本地区では土地区画整理事業により、都市計画道路等の公共施設や宅地の整備
を行い、東岩槻駅周辺地区と一体化した良好な市街地の形成を図ります。

繰越金 1

換地清算金

130,000

増減

1,000

△ 103,000 

3,342

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 25,998

南平野地区
A=６７．１ｈａ
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