
１　基本方針
(１)　地球温暖化防止と廃棄物処理の現状及び生物多様性の必要性

　　①　地球温暖化は喫緊に解決すべき環境問題です。国では、温室効果ガスであるＣＯ２を90

　　　年比で25％削減することを目指すとしていますが、本市においてもそれに呼応する温暖化

　　　防止の施策が望まれます。

　　②　一般廃棄物の排出量は本市において減少傾向にありますが、市内の埋立地の残余年数は

　　　10年程度の見込みであり、新たに用地を確保することも困難です。また、市内に現在４つ

　　　ある廃棄物処理施設は、稼動から30年が経過している施設もあり、老朽化の問題を抱えて

　　　います。

　　③　都市化や外来生物の生息域が拡大していくことで、本来の生態系が崩れ、生物多様性が

　　　失われつつあり、自治体の生物多様性への取組が求められています。

(２)　｢低炭素社会｣｢循環型社会｣｢自然共生社会｣に向けての対応

　　①　ＣＯ２の排出を抑制するため、化石燃料によらない再生可能エネルギーの利用拡大を促

　　　進する必要があります。

　　②　運輸部門はＣＯ２排出量の約３割を占めています。この状況を改善するために低燃費低

　　　公害な次世代自動車の普及が重要です。電気自動車(ＥＶ)は環境負荷の少ない代表的な次

　　　世代自動車といえますが、本格的な普及のためには充電設備などのインフラを整備する必

　　　要があります。

　　③　ごみの発生抑制、資源リサイクルを中心とする３Ｒを進め、最終処分場の延命化や資源

　　　の有効活用を図る必要があります。

　　④　廃棄物処理施設の老朽化に伴い、廃棄物処理施設の計画的な整備を図る必要があります。

　　⑤　外来生物の被害を抑えるよう引き続き対策を講ずる必要があります。

(３)　環境に配慮した魅力あるまちづくりへの事業展開

　　①　地球温暖化防止、低炭素社会に向けた先導的取組を推進していきます。再生可能エネル

　　　ギー、次世代自動車、スマートグリッドなどの高度な技術を組み合せた次世代エネルギー・

　　　社会システムを構築し、魅力ある｢環境未来都市｣を目指していきます。

　　②　３Ｒに向けた様々な取組を推進し、環境にやさしく持続可能な循環型社会の構築を目指

　　　していきます。

　　③　環境面に配慮し、安心・安全の観点から廃棄物処理施設の計画的な配置及び整備を進め

　　　ていきます。

２　主な取組
(１)　地球温暖化防止施策の推進

　　①　太陽光発電設備の普及拡大を目的に住宅用の設置補助を引き続き実施します。

　　②　地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定します。

　　③　ＥＶ普及のための｢E-KIZUNA Project｣をはじめ、次世代自動車の普及を積極的に推進し

　　　ます。

　　④　｢環境未来都市｣を目指し、総合特区制度による｢(仮称)次世代自動車特区｣の指定を受け

　　　るため、官民協働の｢(仮称)低炭素都市づくり協議会｣を設置します。

環境局　平成23年度局運営方針(案)

-222-



(２)　環境にやさしい循環型社会の実現に向けた取組の推進

　　①　快適な生活環境を維持するため、一般廃棄物の適正処理を推進し、持続可能な循環型の

　　　まちづくりの構築に向けて、ごみ処理に関する基本方針となる一般廃棄物処理基本計画の

　　　改訂を行います。

　　②　焼却残渣物のリサイクル化を推進し、最終処分場の延命化や資源化率の向上を図ります。

(３)　環境面に配慮した安心・安全なまちづくりの推進

　　①　市民のリサイクル活動機能を備えたリサイクルセンター及び高効率熱回収システムで発

　　　電を行う廃棄物処理施設の平成27年度供用開始を目指し整備を進めます。

　　②　稼動を停止した施設の適正な解体撤去を進めていきます。

　　③　産業廃棄物の適正処理推進のため、事業者への指導、違法行為への監視を実施していき

　　　ます。

　　④　路上喫煙禁止区域及び環境美化重点区域を新たに指定し、安心・安全で快適なまちづく

　　　りの更なる促進を図ります。

３　行財政改革への取組
(１)　事業費の精査による予算の圧縮

　　①　施設維持管理に係る費用を見直し、必要最小限の予算計上に留めました。

　　②　大気常時監視自動測定機器の更新計画を見直し購入台数の抑制を行いました。

　　③　局内各課所へ旅費、消耗品費等を見直すよう指示し、予算縮減を行いました。

４　環境局予算額
<一般会計> (単位：千円)

<特別会計>

　※　用地先行取得事業特別会計(Ｐ.306)参照

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

150,000 0 　　　　　　　皆増

15,179,790 13,382,883 1,796,907

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

131 4款 2項 1目 4 16款

‐

＜主な事業＞

１　浄化槽設置補助　　　 ４　浄化槽点検業者指導 　　　　　　　　　

　合併浄化槽設置者に対し設置費用の一部を補助する。 　浄化槽保守点検業者等に対して指導を行う。

　

２　浄化槽法令事務　　　　　　　　　　　

　浄化槽法令に基づく設置届出書等の台帳管理や保守点

検業者の登録事務を行う。

３　市民に対する啓発・指導 　　　　　　　

　浄化槽の適切な使用方法や法定検査の実施に関する啓

発・指導を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

131 4款 2項 1目 5 ‐

＜主な事業＞

１　路上喫煙及びポイ捨て防止の推進

　条例の施行により、路上喫煙禁止区域及び環境美化重

点区域を指定(大宮駅、浦和駅、南浦和駅)し、環境美化

指導員による３駅周辺の巡回パトロールを行っている。

また、平成23年度より新たに、指定区域の追加を予定し

ている。

２　市民清掃活動の推進

　環境美化意識の向上を図るため、｢ごみゼロキャン

ペーン市民清掃活動｣をはじめ、市民参加による清掃活

動を実施する。

38,619 

80,802

1,567

43,750

予算額 82,369

環境局/資源循環推進部/資源循環政策課

電話:048-829-1337 E-mail:shigen-junkan@city.saitama.lg.jp

衛生費 清掃費

前年度予算額

予算書Ｐ. 清掃総務費

＜事業の目的・内容＞

　｢さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例｣に基づき、
環境美化の推進と安心安全できれいなまちづくりの推進を図ります。
　また、環境美化に対する市民意識の更なる向上を図るため、ポイ捨て防止対策
と市民参加による清掃活動を継続的に実施します。

増減

連絡先

環境美化推進事業

72,655

一般財源

局/部/課

諸収入

71,958予算額

使用料及び手数料

合併処理浄化槽管理運営事業

環境局/環境共生部/環境対策課

電話:048-829-1331

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額

　生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽によるし尿及び生
活雑排水の適正な処理を推進し、公共用水域等の水質の改善を図ります。

増減

一般財源

△ 697 

21,260

600

予算書Ｐ. 清掃総務費 国庫支出金

事務事業名

衛生費 清掃費

E-mail:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

50,098

事務事業名

249

82,120

69,070 198

2,412

278
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 6

＜主な事業＞

１　クリーンさいたま推進員 ３　衛生協力助成金 

　ごみの減量化及び適正処理を推進するため、行政と市 　家庭ごみ収集所の管理、清潔保持等を目的に、各自治

民を繋ぐ地域のリーダーとしての役割を担うことを目的 会に対して交付する。

に、各自治会からの推薦者を委嘱する。

２　一般廃棄物処理基本計画改訂業務

　一般廃棄物処理基本計画について、廃棄物処理法の定

めに基づき、概ね５年ごとに改訂する。

　前回は、平成18年３月に改訂を行った。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

131 4款 2項 1目 7 22款

‐

＜主な事業＞

１　家庭ごみパンフレット作成・配布業務 ３　事業ごみ適正処理啓発事業

　｢家庭ごみの出し方マニュアル｣を作成し、全戸配布・ 　事業ごみの家庭ごみ収集所への不適正排出、市清掃セ

転入時の窓口配布等を行うことにより、家庭ごみの分別 ンターへの産業廃棄物混入を防止するため、事業者に対

や適正排出の周知・徹底を図る。 し、事業ごみの適正処理及び事業ごみのリサイクル推進

　また、必要に応じ、外国語版(英語・中国語・韓国語・を促す。

ポルトガル語)のパンフレットも配布する。

４　ごみ収集所等における分別啓発

２　粗大ごみ等処理手数料の納付券制度 　家庭ごみ収集所看板、ごみ収集所警告シール等を作成

　粗大ごみや特定適正処理困難物などの戸別収集の手数 し、分別方法や収集曜日を周知する。

料について、コンビニエンスストア等で事前に納付券を

購入する事前徴収制度を導入し、収集時の立会いを不要

とする。

17,855

66,262

12,480

6,321

1,354

3,532

4,542

14,927

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

局/部/課 環境局/資源循環推進部/資源循環政策課

93,977一般財源

増減 12,192 

連絡先 電話:048-829-1338 E-mail:shigen-junkan@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

＜事業の目的・内容＞

　一般廃棄物の収集・運搬・処理に係る総合計画を策定し、広く市民や事業者
に、ごみ減量・リサイクルの推進及び啓発を図ります。

前年度予算額 81,785

事務事業名 廃棄物処理対策事業（廃棄物対策課） 予算額 24,696

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 6,491

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費 諸収入 350

　一般廃棄物処理基本計画に基づき、広く市民や事業者に、ごみ減量・リサイク
ルの推進及び啓発を図ります。

前年度予算額 32,745

増減 △ 8,049 

事務事業名 廃棄物処理対策事業（資源循環政策課） 予算額 93,977
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 8

＜主な事業＞

１　産業医による健康相談　　毎月１回実施

２　安全衛生委員会の開催　　毎月１回開催

３　健康管理研修　　　　　　年１回開催

４　交通安全研修　　　　　　年１回開催

５　収集車両の取扱い研修　　年１回開催

６　安全確認研修への派遣　　年１回６名参加

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 9

＜主な事業＞

１　産業医による職場巡視　　年８～９回実施

２　安全衛生委員会の開催　　毎月１回開催

３　健康相談　　　　　　　　毎月１回開催

４　健康管理等に関する講話　年３回開催

５　交通安全研修会の開催　　年２回開催

６　安全確認研修への派遣　　年１回６名参加

局/部/課 環境局/資源循環推進部/西清掃事務所

　西清掃事務所安全衛生委員会の運営及び職場の安全衛生教育を行うとともに、
職場における事故の防止及び安全衛生の推進を図ります。

増減

事務事業名 安全衛生推進事業（西清掃事務所） 予算額 678

連絡先 電話:048-623-3899 E-mail:nishi-seiso@city.saitama.lg.jp 一般財源 678

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

前年度予算額 705

△ 27 

事務事業名 安全衛生推進事業（東清掃事務所） 予算額 775

連絡先 電話:048-685-0611 E-mail:higashi-seiso@city.saitama.lg.jp 一般財源 775

局/部/課 環境局/資源循環推進部/東清掃事務所

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　東清掃事務所安全衛生委員会の運営及び職場の安全衛生教育を行うとともに、
職場における事故の防止及び安全衛生の推進を図ります。

前年度予算額 792

増減 △ 17 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 10

＜主な事業＞

１　安全衛生委員会の開催(毎月１回実施)

２　産業医による健康相談の開催(毎月１回開催)

３　労働安全衛生環境の確立・保護具の着用推進

４　安全・安定操業の為の法定資格取得

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 11

＜主な事業＞

１　安全衛生委員会の開催(毎月１回実施)

２　産業医による健康相談の開催(毎月１回開催)

３　労働安全衛生環境の確立・保護具の着用推進

４　安全・安定操業の為の法定資格取得

事務事業名 安全衛生推進事業（西部環境センター） 予算額 1,103

局/部/課 環境局/施設部/西部環境センター

連絡先 電話:048-623-4100 E-mail:seibu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,103

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　労働安全衛生法及びさいたま市職員安全衛生管理組織規定に基づき、職員安全
衛生委員会を定期的に開催すると共に、産業医による健康相談、場内の安全パト
ロールを実施しています。また、職員に対する安全意識の向上を図る為、啓発活
動を実施します。 前年度予算額 1,070

増減 33 

事務事業名 安全衛生推進事業（東部環境センター） 予算額 1,322

局/部/課 環境局/施設部/東部環境センター

連絡先 電話:048-684-3802 E-mail:tubu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,322

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　労働安全衛生法及びさいたま市職員安全衛生管理組織規定に基づき、職員安全
衛生委員会を定期的に開催すると共に、産業医による健康相談、場内の安全パト
ロールを実施しています。また、職員に対する安全意識の向上を図る為、啓発活
動を実施します。 前年度予算額 1,404

増減 △ 82 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 12

＜主な事業＞

１　安全衛生委員会の開催(毎月１回実施)

２　産業医による健康相談の開催(毎月１回開催)

３　労働安全衛生環境の確立・保護具の着用推進

４　安全・安定操業の為の法定資格取得

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 13

＜主な事業＞

１　安全衛生教育の実施

事務事業名 安全衛生推進事業（クリーンセンター大崎） 予算額 992

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター大崎

連絡先 電話:048-878-0989 E-mail:clean-center-osaki@city.saitama.lg.jp 一般財源 992

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　労働安全衛生法及びさいたま市職員安全衛生管理組織規定に基づき、職員安全
衛生委員会を定期的に開催すると共に、産業医による健康相談、場内の安全パト
ロールを実施しています。また、職員に対する安全意識の向上を図る為、啓発活
動を実施します。 前年度予算額 1,324

増減 △ 332 

事務事業名 安全衛生推進事業（大宮南部浄化センター） 予算額 94

局/部/課 環境局/施設部/大宮南部浄化センター

連絡先 電話:048-646-6030 E-mail:omiya-nambujoka-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 94

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　大宮南部浄化センター職員に対する安全衛生教育を行います。

前年度予算額 112

増減 △ 18 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

131 4款 2項 1目 14

＜主な事業＞

１　安全衛生推進委員会の開催(毎月１回実施)

２　安全衛生教育の実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

133 4款 2項 1目 15

＜主な事業＞

１　家庭吸込下水収集委託業者に対する業務指導

２　家庭吸込下水施設に係る指導・啓発

事務事業名 安全衛生推進事業（クリーンセンター西堀） 予算額 238

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター西堀

連絡先 電話:048-862-5721 E-mail:clean-center-nishibori@city.saitama.lg.jp 一般財源 238

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　クリーンセンター西堀職員に対する安全衛生教育及び事故防止に関する啓発活
動を行います。

前年度予算額 241

増減 △ 3 

事務事業名 家庭吸込下水処理対策事業（大宮南部浄化センター） 予算額 320

局/部/課 環境局/施設部/大宮南部浄化センター

連絡先 電話:048-646-6030 E-mail:omiya-nambujoka-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 320

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　家庭吸込下水の収集運搬業者の指導及び吸込下水施設の機能維持管理に係る指
導・啓発を行います。また、災害緊急時の収集業務を行います。

前年度予算額 320

増減 0 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

133 4款 2項 1目 16

＜主な事業＞

１　家庭吸込下水収集委託業者に対する業務指導

２　家庭吸込下水施設に係る指導・啓発

３　災害緊急時の収集業務

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 1 ‐

＜主な事業＞

１　可燃物収集委託 ３　粗大ごみ収集委託

　家庭から排出される｢もえるごみ｣の収集を委託するこ 　家庭から排出される｢粗大ごみ・特定適正処理困難物｣

とにより、家庭ごみの効率的な収集及び処理を行う。 の収集を委託することにより、家庭ごみの効率的な収集

及び処理を行う。

２　不燃物収集委託

　家庭から排出される｢もえないごみ・有害危険ごみ｣の ４　死犬猫等収集運搬・処分委託

収集を委託することにより、家庭ごみの効率的な収集及 　死亡した飼い犬や猫などの小動物及び飼い主不明の道

び処理を行う。 路上等で死亡していた犬や猫などの収集運搬・火葬・供

養を委託により行う。

事務事業名 家庭吸込下水処理対策事業（クリーンセンター西堀） 予算額 533

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター西堀

連絡先 電話:048-862-5721 E-mail:clean-center-nishibori@city.saitama.lg.jp 一般財源 533

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 清掃総務費

　家庭吸込下水の収集運搬業者への指導及び吸込下水施設の機能維持管理に係る
指導・啓発を行います。また、災害緊急時の収集業務を行います。

前年度予算額 705

増減 △ 172 

事務事業名 一般廃棄物収集運搬処分事業 予算額 2,679,125

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 39,404

一般財源 2,639,721

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　一般廃棄物(家庭ごみ)の適正な収集・処分を行い、市民の快適な生活環境の保
全を図ります。

前年度予算額 2,669,409

増減 9,716 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 2 16款

22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　一般廃棄物の収集運搬業務

　西清掃事務所担当地域内の家庭から各ごみ収集所に出

される一般廃棄物を漏れなく収集する。

平成22年12月１日現在

担当地区内　世帯数        　147,476世帯

内可燃物収集担当世帯数　     61,174世帯

内資源物１類収集担当世帯数　104,921世帯

２　塵芥収集車への次世代自動車導入事業　　

　塵芥収集車(ハイブリッド)２台の購入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 3 16款

22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　一般廃棄物の収集運搬業務

　東清掃事務所担当地域内の家庭から各ごみ収集所に出

される一般廃棄物を漏れなく収集する。

平成22年12月１日現在

担当地区内　世帯数        　151,819世帯

内可燃物収集担当世帯数　     64,255世帯

内資源物１類収集担当世帯数　106,125世帯

２　塵芥収集車への次世代自動車導入事業

　塵芥収集車(ハイブリッド)３台の購入

事務事業名 西清掃事務所収集･管理事業 予算額 102,176

局/部/課 環境局/資源循環推進部/西清掃事務所

連絡先 電話:048-623-3899 E-mail:nishi-seiso@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 5

国庫支出金 834

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 74

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　市民に清潔で住みやすい生活環境を提供するために、市民から排出されるごみ
を迅速に収集運搬し都市環境の美化、衛生の保持を図ります。

市債 19,700

一般財源 81,563

前年度予算額 140,114

増減 △ 37,938 

事務事業名 東清掃事務所収集・管理事業 予算額 107,924

局/部/課 環境局/資源循環推進部/東清掃事務所

連絡先 電話:048-685-0611 E-mail:higashi-seiso@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 19

国庫支出金 1,251

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 102

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　市民に清潔で住みやすい生活環境を提供するために、市民から排出されるごみ
を迅速に収集運搬し都市環境の美化、衛生の保持を図ります。

市債 29,600

一般財源 76,952

前年度予算額 137,150

増減 △ 29,226 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

133 4款 2項 2目 4 23款

‐

＜主な事業＞

１　一般廃棄物の収集運搬業務 ３　粗大ごみ受付業務

　電話で市内全域から一般家庭粗大ごみ収集申込み受付

出される一般廃棄物を漏れなく収集する。 をし、各清掃事務所に連絡して委託業者へ収集依頼を行

平成22年12月１日現在 う。

担当地区内　世帯数　　　　　 228,889世帯 平成22年11月末、受付総個数　25,045件

内可燃物収集担当世帯数　　　 70,502世帯

２　塵芥収集車への次世代車両導入事業

　塵芥収集車(ハイブリッド)３台の購入

　塵芥収集車(ＣＮＧ)１台の購入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 5 18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　可燃性ごみの焼却処理

２　不燃・粗大ごみの破砕処理

３　焼却灰の溶融処理

事務事業名 大崎清掃事務所収集・管理事業 予算額 95,968

局/部/課 環境局/資源循環推進部/大崎清掃事務所

連絡先 電話:048-878-0956 E-mail:osaki-seiso@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 1,712

市債 40,900

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 53,356

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　市民に清潔で住みやすい生活環境を提供するために、市民から排出されるごみ
を迅速に収集運搬し都市環境の美化、衛生の保持を図ります。

前年度予算額 106,179

増減 △ 10,211 

事務事業名 西部環境センター維持管理事業 予算額 1,197,728

局/部/課 環境局/施設部/西部環境センター

連絡先 電話:048-623-4100 E-mail:seibu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 645,808

財産収入 60

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 49,669

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　一般廃棄物の中間処理施設としての設備・機器を整備点検し、その性能確保を
図り、併せて安全かつ効率的なごみ処理運転を行い、公害の発生を未然に防止す
るとともに、余熱利用として発電し、余剰電力を売電しています。また、焼却灰
を溶融処理することにより、一層の資源化を推進します。

一般財源 502,191

前年度予算額 1,260,189

増減 △ 62,461 

　大崎清掃事務所担当地域内の家庭から各ごみ収集所に
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

133 4款 2項 2目 6

＜主な事業＞

１　焼却灰の運搬・処分(セメント資源化)

２　固化灰・溶融スラグの最終処分場への運搬

３　破砕処理磁性物(鉄)の資源化処理

４　適正処理困難物の運搬・処分

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 7 22款

＜事業の目的・内容＞ ‐

＜主な事業＞

１　可燃性ごみの焼却処理

２　不燃・粗大ごみの破砕処理

事務事業名 西部環境センター残渣処分事業 予算額 57,198

局/部/課 環境局/施設部/西部環境センター

連絡先 電話:048-623-4100 E-mail:seibu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 57,198

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　最終処分場の延命化及び環境負荷の低減を図るため、一般廃棄物の中間処理後
に生じた溶融スラグの資源化を進めるとともに、溶融施設定期整備による休炉中
は中間処理によって生じる焼却灰をセメント資源化するなど、できる限り再資源
化に努めます。 前年度予算額 57,719

増減 △ 521 

事務事業名 東部環境センター維持管理事業 予算額 903,920

局/部/課 環境局/施設部/東部環境センター

連絡先 電話:048-684-3802 E-mail:tubu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 493,775

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費 諸収入 15,533

一般財源 394,612

　市民生活環境の向上を図るため、ごみ処理施設における可燃・不燃ごみ等処理
業務を適切に行うとともに、ごみ処理施設の性能維持及び公害等の定常的な発生
防止に努めます。

前年度予算額 911,791

増減 △ 7,871 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

133 4款 2項 2目 8

＜主な事業＞

１　焼却灰の運搬・処分(セメント資源化)

２　固化灰の最終処分場への運搬

３　破砕処理磁性物(鉄)の資源化処理

４　適正処理困難物の運搬・処分

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 9 22款

‐

＜主な事業＞

１　可燃性ごみの焼却処理

２　不燃・粗大ごみの破砕処理

事務事業名 東部環境センター残渣処分事業 予算額 236,715

局/部/課 環境局/施設部/東部環境センター

連絡先 電話:048-684-3802 E-mail:tubu-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 236,715

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　最終処分場の延命化・環境負荷の低減を図るため、一般廃棄物の中間処理後に
生じた焼却灰をセメント資源化するなど、再資源化にできる限り努めます。

前年度予算額 256,219

増減 △ 19,504 

事務事業名 クリーンセンター大崎維持管理事業 予算額 1,642,100

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター大崎

連絡先 電話:048-878-0989 E-mail:clean-center-osaki@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 989,623

諸収入 199,152

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 453,325

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　市民生活環境の向上を図るため、ごみ処理施設における可燃・不燃ごみ等処理
業務を適切に行うとともに、ごみ処理施設の性能維持及び公害等の定常的な発生
防止に努めます。

前年度予算額 1,508,192

増減 133,908 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

133 4款 2項 2目 10 ‐

＜主な事業＞

１　焼却灰の運搬・処分(セメント資源化)

２　固化灰の最終処分場への運搬

３　破砕処理磁性物(鉄)の資源化処理

４　適正処理困難物の運搬・処分

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 2目 11 22款

‐

＜主な事業＞

１　可燃性ごみの焼却処理

２　不燃・粗大ごみの破砕処理

事務事業名 クリーンセンター大崎残渣処分事業 予算額 605,332

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター大崎

連絡先 電話:048-878-0989 E-mail:clean-center-osaki@city.saitama.lg.jp 諸収入 4,063

一般財源 601,269

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　最終処分場の延命化・環境負荷の低減を図るため、一般廃棄物の中間処理後に
生じた焼却灰をセメント資源化するなど、再資源化にできる限り努めます。

前年度予算額 633,997

増減 △ 28,665 

事務事業名 岩槻環境センター維持管理事業 予算額 688,976

局/部/課 環境局/施設部/岩槻環境センター

連絡先 電話:048-798-7500 E-mail:iwatsuki-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 131,036

諸収入 24,738

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 533,202

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　一般廃棄物の中間処理施設としての設備・機器を整備点検し、その性能確保を
図り、併せて安全かつ効率的なごみ処理運転を行い、公害の発生を未然に防止し
ます。

前年度予算額 708,684

増減 △ 19,708 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

133 4款 2項 2目 12

＜主な事業＞

１　焼却灰の運搬・処分

２　固化灰の最終処分場への運搬

３　適正処理困難物の運搬・処分 　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款使

133 4款 2項 2目 13 22款使

‐

＜主な事業＞

１　稼動中の最終処分場(２か所)の維持管理

　・うらわフェニックス　

　・環境広場

２　埋立完了後の最終処分場の維持管理

事務事業名 岩槻環境センター残渣処分事業 予算額 173,044

局/部/課 環境局/施設部/岩槻環境センター

連絡先 電話:048-798-7500 E-mail:iwatsuki-kankyo-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 173,044

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　最終処分場の延命化・環境負荷の低減を図るため、一般廃棄物の中間処理後に
生じた焼却灰の適正な処理に努めます。

前年度予算額 188,376

増減 △ 15,332 

事務事業名 環境整備センター維持管理事業 予算額 325,147

局/部/課 環境局/施設部/環境整備センター

連絡先 電話:048-646‐7740 E-mail:kankyo‐seibi‐center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 28

諸収入 66

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 325,053

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 塵芥処理費

　一般廃棄物(家庭ごみ)の最終処分場(埋立地)を適切に維持管理します。

前年度予算額 313,743

増減 11,404 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 3目 1 ‐

＜主な事業＞

１　し尿収集運搬委託

　し尿等の収集を正確かつ適正に実施するため、民間業

者へ収集運搬を委託する。

２　し尿処理手数料の徴収

　し尿処理手数料の納入通知や督促状を送付する。

３　利用者情報の電算管理

　し尿処理システムにより効率的な管理を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

133 4款 2項 3目 2 20款

22款

‐

＜主な事業＞

１　し尿の処理

２　浄化槽汚泥の処理

３　家庭吸込下水の処理

４　脱水汚泥の堆肥化処理

５　学習施設の運営

事務事業名 し尿処理事業 予算額 429,682

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 52,282

一般財源 377,400

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 し尿処理費

　市民・事業者等を対象に、生活環境に支障が生じないよう、し尿等を収集しま
す。

前年度予算額 430,670

増減 △ 988 

事務事業名 大宮南部浄化センター維持管理事業 予算額 229,468

局/部/課 環境局/施設部/大宮南部浄化センター

連絡先 電話:048-646-6030 E-mail:omiya-nambujoka-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 14

繰入金 32,624

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 750

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 し尿処理費

　し尿・浄化槽汚泥及び家庭吸込下水を適正に処理するため、施設の運転、日常
点検及び定期整備を行い、処理水を適切な水質にして河川に放流します。また、
大宮南部浄化センターに付属する環境学習施設及び自然庭園を適切に管理・運営
します。

一般財源 196,080

前年度予算額 205,706

増減 23,762 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

133 4款 2項 3目 3 ‐

＜主な事業＞

１　し尿の処理

２　浄化槽汚泥の処理

３　家庭吸込下水の処理

４　脱水汚泥の焼却

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

135 4款 2項 4目 1

＜主な事業＞

１　ごみの減量及びリサイクル活動の推進

　｢さいたま市リサイクル女性会議｣の協力員による、各

地域の公民館で実施されるリサイクル教室の講師、マイ

バック展の開催等を通じ、ごみの減量の啓発及び資源の

有効利用を市民との協働により推進する。

　資源の循環を推進するため、ごみ減量及びリサイクルについて啓発活動を行い
ます。

事務事業名 クリーンセンター西堀維持管理事業 予算額 150,404

局/部/課 環境局/施設部/クリーンセンター西堀

連絡先 電話:048-862-5721 E-mail:clean-center-nishibori@city.saitama.lg.jp 諸収入 28

一般財源 150,376

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 し尿処理費

　し尿・浄化槽汚泥及び家庭吸込下水を適正に処理するため、施設の運転、日常
点検及び定期整備を行い、処理水を適切な水質にして河川に放流します。また、
災害緊急時等の処理機能を維持します。

前年度予算額 174,538

増減 △ 24,134 

事務事業名 リサイクル推進事業（資源循環政策課） 予算額 1,000

環境局/資源循環推進部/資源循環政策課

連絡先 電話:048-829-1337 E-mail:shigen-junkan@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 リサイクル推進費

前年度予算額 1,000

増減 0 

1,000

局/部/課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

135 4款 2項 4目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　団体資源回収運動補助事業            ３　親子リサイクル施設見学事業            

　団体活動の活性化及び資源の有効利用を図るため、積 　ごみ減量及びリサイクルの普及啓発を図るため、夏休

極的に資源物の回収を行った市民団体に対し、補助金を み期間を利用して市内在住の小学生とその親を対象に、

交付する。 リサイクル工場等の見学会を実施する。

２　生ごみ処理容器等購入費補助事業       ４　鈴谷清掃工場の管理                   

　家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、生ご 　びん・かんなどのリサイクル施設である鈴谷清掃工場

み処理容器等を購入した市民に対し、購入経費の一部を の維持管理を行う。

補助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

135 4款 2項 4目 3 22款

‐

＜主な事業＞

１　資源物収集運搬業務委託

　家庭から排出される資源物(びん、かん、ペットボト

ル、食品包装プラスチック、古紙類、繊維)の収集を委

託することにより、資源物の効率的な収集を行う。

２　資源物中間処理業務委託

　家庭から排出された資源物(びん、かん、ペットボト

ル、食品包装プラスチック)及び事業系紙ごみの中間処

理を民間業者に委託することにより、効率的な処理を行

う。

事務事業名 リサイクル推進事業（廃棄物対策課） 予算額 97,819

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 3

諸収入 104

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 97,712

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 リサイクル推進費

　資源の循環を推進するため、ごみ減量及びリサイクルについて啓発活動を行い
ます。

前年度予算額 97,676

増減 143 

予算額 2,032,746

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 18,900

一般財源 1,352,901

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 リサイクル推進費

　ごみ減量及びリサイクルの推進を図るため、市民によって分別排出された資源
物(びん、かん、ペットボトル、食品包装プラスチック、古紙類、繊維)の運搬と
中間処理及び再資源化業務を行います。

前年度予算額 2,020,714

増減 12,032 

諸収入 660,945

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

事務事業名 資源分別収集運搬処理事業

78,500

8,800

639

8,848
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

135 4款 2項 4目 4 20款

22款

‐

＜主な事業＞

１　学校給食用牛乳パックリサイクル事業  

　学校給食用牛乳パックのリサイクルを児童が体験し、

資源や環境の大切さを学んでもらうため、牛乳パックか

ら再生されたデスクトレイとフラットファイルを配布す

る。

　

２　｢さいちゃんの環境通信｣発行            

　市が行う環境イベントやリサイクル事業について紹介

する環境情報誌｢さいちゃんの環境通信｣を年２回発行

し、全戸配布するとともに、各区くらし応援室の窓口に

配置する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

135 4款 2項 4目 5 ‐

＜主な事業＞

１　リサイクル品再生事業

　リサイクル品の収集及び再生処理を行い、提供数量を

確保するとともに、展示販売会を７月・11月・３月に開

催する。

　

２　リサイクル啓発事業

　リサイクル啓発事業として、親子を対象とした各種講

座を開催する。

　岩槻区内から発生する収集品家具等を再度リサイクル家具として提供するな
ど、リサイクルの促進及びごみの減量化を推進します。
　また、リサイクル教室を開催し、リサイクル意識の醸成を図ります。

連絡先 電話:048-798-7500 E-mail:iwatsuki-kankyo-center@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

リサイクル推進費 繰入金 35,254予算書Ｐ. 衛生費 清掃費

財産収入 246

予算額 3,989

局/部/課 環境局/施設部/岩槻環境センター

事務事業名 岩槻リサイクルプラザ維持管理事業

諸収入 840

一般財源 3,149予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 リサイクル推進費

前年度予算額 4,076

増減 △ 87 

連絡先 電話:048-829-1335 E-mail:haikibutsu-taisaku@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課

予算額 71,174事務事業名 リサイクル基金活用事業

諸収入 35,674

　リサイクル基金を活用し、環境教育の普及、リサイクルの推進及び啓発活動を
行います。

一般財源 0

前年度予算額 73,163

増減 △ 1,989 

19,004

16,251
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

135 4 2 4 6 18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　資源ごみの分別・再処理

　市内の家庭から排出された資源ごみ選別・再処理を行

い、再資源化する。

２　不用家具類の展示販売

　市内の家庭で不用となった家具類を回収し、清掃・補

修等をし、年３回のリサイクル品展示販売会開催時に入

札方式で販売する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

135 4款 2項 5目 1 ‐

＜主な事業＞

１　旧クリ－ンセンター与野の解体 ２　一般廃棄物処理施設の整備

　平成14年に稼動を停止した旧クリーンセンター与野の 　一般廃棄物の適正な処理を推進するため、一般廃棄物

撤去解体を行い、跡地の有効利用について検討する。 処理施設の整備計画等について研究・検討を行う。

<継続費>

23

24

計 568,000 0 568,0000 0

227,000 0 0 0

事務事業名 東部リサイクルセンター維持管理事業

341,000 0 0 0

連絡先 電話:048-683-0393 E-mail:tobu-recycle-center@city.saitama.lg.jp

予算額 188,020

局/部/課 環境局/施設部/東部リサイクルセンター

使用料及び手数料 6,625

財産収入 50

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 106,388

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 ﾘｻｲｸﾙ推進費

　資源物の再資源化による歳入増、ごみ減量による埋立地の延命及びリサイクル
家具類の展示販売によるリサイクル啓発を図る事を目的としています。
　市民の方が買換えや引越しなどで不用になった家具類について、リユース(再利
用)品として活用できる物は事前確認後引取り、補修等を行い展示・販売を行い、
ごみの減量・リサイクルの推進を図ります。

一般財源 74,957

前年度予算額 227,925

増減 △ 39,905 

事務事業名 一般廃棄物処理施設整備事業 予算額 355,598

局/部/課 環境局/施設部/環境施設課

連絡先 電話:048-829-1342 E-mail:kankyo-shisetsu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 10

一般財源 355,588

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 施設整備費

　将来にわたり安定した一般廃棄物の処理・処分を適正かつ安全に、安心して行
えるよう施設の整備の企画・調査検討・建設を行うとともに、環境への負荷の少
ない循環型社会の構築を目指し、資源化率の向上、最終処分量の低減等の推進に
つながる廃棄物処理施設の整備計画を行います。 前年度予算額 34,125

増減 321,473 

年度
地 方 債国県支出金

財 源 内 訳
事 業 費

227,000

341,000

一般 財源そ の 他
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

135 4款 2項 5目 2

＜主な事業＞

１　狭隘道路の拡幅工事

　買収済の道路用地の道路拡幅工事を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

135 4款 2項 5目 3

＜主な事業＞

１　一般廃棄物処理施設整備基金への積立

　一般廃棄物処理施設整備基金を金融機関に預け入れし

ていることにより生じた預金利子について、同基金に積

み立てを行う。

　[参考]

　　基金残高の推移

　　　・平成17年度末残高 11,729,127円

　　　・平成18年度末残高 11,743,483円

　　　・平成19年度末残高 11,784,622円

　　　・平成20年度末残高 11,839,052円

　　　・平成21年度末残高 11,881,133円

施設整備費

　クリーンセンター大崎の建設に伴い、地元自治会からの要望に基づき、交通渋
滞の解消・交通事故防止の観点から大崎地区の狭隘道路の拡幅整備を行います。

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費

事務事業名 一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業 予算額 87,599

局/部/課 環境局/施設部/環境施設課

連絡先 電話:048-829-1342 E-mail:kankyo-shisetsu@city.saitama.lg.jp 一般財源 87,599

前年度予算額 82,147

増減 5,452 

事務事業名 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 予算額 48

局/部/課 環境局/施設部/環境施設課

連絡先 電話:048-829-1342 E-mail:kankyo-shisetsu@city.saitama.lg.jp 財産収入 48

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 施設整備費

　一般廃棄物処理施設の整備を行うため、一般廃棄物処理施設整備基金に対して
積み立てを行います。

前年度予算額 84

増減 △ 36 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

135 04款 02項 05目 4 23款

‐

＜主な事業＞

１　新クリーンセンター整備事業 ３　設計工事モニタリング業務

　平成27年度の本格稼動を目指し、旧し尿処理施設の解 　事業者が実施する設計・建設が適切に履行されている

体撤去工事、旧埋立処分場適正閉鎖工事を行う。 か、実施状況について定期的及び随時に確認を行う。

２　環境影響評価事後調査書作成業務 ４　橋梁拡幅工事(上部工)

　新クリーンセンター建設に伴い、工事中から供用後ま

で環境影響評価事後調査を行う。 ５  新クリーンセンター整備に伴う搬入道路整備工事 

<債務負担行為>(平成24年度から平成28年度まで) 　　(Ｂ-88、284号線)

６　集会所建設工事

　・桜田自治会連合会

　・新開第一自治会

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

137 4款 3項 1目 3

＜主な事業＞

１　環境保全標語・ポスターコンクールの実施 944 ３　環境教育拠点施設の充実

　・市内の小中学生を対象に、環境保全をテーマとした 　既存の環境施設で構築する｢ネットワーク型環境教育

　　標語・ポスター作品の募集 拠点施設＠さいたまＣＩＴＹ｣に市内の大学や事業者の

　・作品コンクールの実施、入賞者への表彰 参加を求め充実を図るとともに、分かりやすいＰＲを行

　・入賞作品の展示、作品集の配布、市ホームページ等 う。

　　への掲載

２　環境月間(６月)における環境保全活動の啓発 357 ４　環境共生都市検定制度の創設

　・自治会や市立小中学校等へ啓発用ポスターの配布、 　環境教育を推進するため、検定制度の創設に向けた検

　　掲示 討を行う。

　・10区役所玄関前へ啓発用看板の設置

　・ＪＲ東大宮駅前モニュメントへ環境標語の掲示

　・市報及び市ホームページ等へ啓発記事の掲載

283

248

1,627,500

局/部/課 環境局/環境共生部/環境総務課

　自然と共生し、持続可能な環境を未来ある子どもたちに伝えるため、一人ひと
りが環境に関心を持ち、自分に何ができるかを考え、できることから行動を始め
るきっかけとなる、さまざまな機会づくりに取り組みます。

事務事業名 新クリーンセンター整備事業 予算額 2,037,596

局/部/課 環境局/施設部/新クリーンセンター建設準備室

連絡先 電話:048-829-1345 E-mail:clean‐center‐jyumbi@city.saitama.lg.jp 分担金負担金 914

市債 853,700

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,182,982

予算書Ｐ. 衛生費 清掃費 施設整備費

　市民のリサイクル活動機能を備えたリサイクルセンター及び高効率で熱回収し
発電等を行う廃棄物処理施設を整備します。

前年度予算額 475,221

増減 1,562,375 

事務事業名 環境活動推進事業 予算額 1,835

限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他

連絡先 電話:048-829-1325 E-mail:kankyo-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,835

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策総務費

前年度予算額 1,400

増減 435 

67,936 0 0 0

50,400

50,000

一般 財源

67,936
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

137 4款 3項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　特定外来生物及び有害鳥獣の防除対策 ３　空き地の適正管理指導

　急増しているアライグマやハクビシン等による生活被 　雑草の繁茂による害虫の発生等、近隣の生活環境に影

害相談に応じ、捕獲等防除対策を行う。 響を及ぼす相談があった空き地について、その所有者に

　特に、特定外来生物であるアライグマは｢埼玉県アラ 対し、文書や直接訪問等により、適正管理を指導する。

イグマ防除実施計画｣に従って積極的に捕獲し、生態系

保全及び生活被害軽減に努める。

２　カラスの巣撤去

　カラスの威嚇行動による人的被害拡大防止のための緊

急措置として、威嚇行動の原因となるカラスの巣の撤去

を行い、市民生活の安全を確保する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

137 4款 3項 1目 5

＜主な事業＞

１　環境基本計画実施支援業務 ３　環境フォーラム事業

　環境白書作成、環境基本計画の進行管理及び基本計画 　市民、事業者、行政の協働により、環境保全への取組

の見直しを行う。 を広く周知してもらうため、展示報告会及び環境に関係

した著名人による講演会を実施する。

２　ＩＳＯ14001維持管理業務

　環境施設で認証取得しているＩＳＯ14001の運用管理 　

を通じて、環境負荷の低減や環境に配慮した管理体制を

維持する。

事務事業名 自然保護事業 予算額 3,874

局/部/課 環境局/環境共生部/環境総務課

　生物多様性に関わる自然環境や市民の快適な生活環境の保全を目的に、特定外
来生物及び有害鳥獣の防除対策や空き地の適正管理指導を実施します。

連絡先 電話:048-829-1325 E-mail:kankyo-somu@city.saitama.lg.jp 県支出金 295

一般財源 3,579

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策総務費

前年度予算額 3,974

増減 △ 100 

事務事業名 環境政策推進事業 予算額 13,930

局/部/課 環境局/環境共生部/環境総務課

連絡先 電話:048-829-1325 E-mail:kankyo-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 13,930

△ 4,302 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策総務費

2,413

　環境基本条例に基づき策定された｢さいたま市環境基本計画｣の進行管理を行い
ます。
　環境フォーラムをはじめ、本市の環境行政を計画的かつ総合的に推進します。

前年度予算額

増減

3,5004,000

18,232
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

137 4款 3項 1目 6

＜主な事業＞

１　グリーニューディール基金への積立

　グリーンニューディール基金を金融機関に預け入れし

ていることにより生じた預金利子について、同基金に積

み立てを行う。

　[参考]

　　国からの補助金交付により平成21年12月に基金設置

　　　・平成21年度末基金残高

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

137 4款 3項 1目 7 ‐

＜主な事業＞

１　実行計画(区域施策編)策定事業 ４　太陽光発電設備設置事業

　平成16年１月に策定した「さいたま市地球温暖化対策 　環境負荷の少ない再生可能エネルギーの供給を拡大す

地域推進計画｣の計画期間や対象範囲の枠組を拡大した るため、市内の住宅に太陽光発電設備を設置する市民に

｢実行計画(区域施策編)｣を策定する。 対し、補助金を交付する。

２　実行計画(事務事業編)事業 ５　環境負荷低減計画制度事業

　市役所業務を対象とした省エネ活動の推進と進捗管理 　市内大規模事業所に、エネルギー使用による温室効果

業務を行う。 ガス排出量について、削減計画作成及び公表を義務付け

る。

３　地域推進計画促進業務

　｢さいたま市地球温暖化対策地域推進計画｣に基づき

本市の地域特性に応じ総合的な温暖化対策を実施する。

事務事業名 グリーンニューディール基金積立金 予算額 327

局/部/課 環境局/環境共生部/環境総務課

連絡先 電話:048-829-1323 E-mail:kankyo-somu@city.saitama.lg.jp 財産収入 327

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策総務費

　市の温暖化対策、廃棄物の処理等の事業の財源となっている、さいたま市グ
リーンニューディール基金に対して、積み立てを行います。

前年度予算額 2,340

増減 △ 2,013 

事務事業名 地球温暖化対策事業 予算額 101,310

局/部/課 環境局/環境共生部/地球温暖化対策課

連絡先 電話:048-829-1324 E-mail:chikyu-ondan-taisakuka@city.saitama.lg.jp 諸収入 16

一般財源 101,294

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策総務費

　地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの削減及び温室効果ガ
スを排出しないエネルギーの創出、省エネルギー化に取り組みます。

前年度予算額 129,302

増減 △ 27,992 

333,168,440円
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

137 4款 3項 2目 1

＜主な事業＞

１　大気環境常時監視、環境情報システムの適切な運用 ３　事業者情報等の管理と監視指導

　大気環境監視測定局のデータ収集・管理、事業場台帳 　関係法令等に基づき工場・事業者から提出された特定

管理、公害苦情処理を行う機器類の適切な保守管理によ 施設設置届出書などをシステムで管理し、適切な事業者

り、データを一括管理する。 指導に役立て公害の未然防止を図る。

２　大気汚染状況等の常時監視と対策 ４　データを市民・事業者等へ情報提供

　大気汚染防止法第22条の規定に基づき、環境基準の定 　測定データをホームページ等で公表することで市民の

められている物質などの大気汚染常時監視を実施し、大 安心・安全の確保に努める。

気汚染の状況を把握する。

５　環境対策の推進

　環境基準の達成状況を監視することで、工場、事業場

の排気ガス対策、自動車排出ガス対策の推進を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

137 4款 3項 2目 2

＜主な事業＞

１　アスベスト飛散防止対策の推進 策の必要性がある場合に汚染範囲の確認や汚染の拡大を

　建築物等の解体工事等を行う事業場に対し、周辺への 防止するため調査を実施する。

石綿飛散の状況を確認するため、敷地境界において石綿

濃度測定を実施する。 ４　環境コミュニケーションの推進

　市民、事業者、行政が積極的に情報を共有することで

２　大気、水質、土壌等のダイオキシン類調査 相互の信頼関係を構築し、環境負荷低減や環境保全対策

　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、工場、事業 に結びつける。

場に対する指導及び大気・河川環境中における調査を実

施し、公害の未然防止と市民の安心・安全を確保する。 ５　公害の未然防止、発生源対策

　大気、水質、騒音、振動、悪臭などの典型７公害に対

３　土壌、地下水の有害物質汚染調査 し、現地調査・測定を実施し、発生源対策を行う。

　汚染が判明し、周辺住民に健康被害の恐れがあり、対

局/部/課 環境局/環境共生部/環境対策課

37,994予算額

連絡先

事務事業名 環境監視事業

50,901

事務事業名 環境情報システム整備事業 予算額 50,901

局/部/課 環境局/環境共生部/環境対策課

連絡先 電話:048-829-1330 E-mail:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策費

一般財源

＜事業の目的・内容＞

　規制対象事業者等の情報や大気常時監視等の情報・データを｢環境情報システ
ム｣により適切に管理・維持するとともに、迅速な情報提供により市民の安心・安
全を確保します。

前年度予算額 51,850

増減 △ 949 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

37,994

衛生費 環境対策費 環境対策費

電話:048-829-1330 E-mail:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源

　工場、事業場に対して環境法令等の遵守を徹底することで、公害の未然防止を
図り、市民の安心・安全を確保します。

増減

前年度予算額 42,956

△ 4,962 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

137 4款 3項 2目 3

＜主な事業＞

１　環境影響評価事業　　　　　　　　　　   (3) 河川水質改善のための家庭排水対策に係る啓発

　環境影響評価書等の公告・縦覧、環境影響評価技術審

議会の運営等の事務を行う。

２　水環境プラン推進事業 　　　　　　　　

　｢さいたま市水環境プラン｣に基づき、本市における水

環境の再生を図る。

　(1) ｢水辺のサポート制度｣｢水環境ネットワーク事業｣

　　など市民、企業等との協働事業の推進

　(2) 小学校への雨水貯留タンクの設置その他雨水の有

　  効利用の促進

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

137 4款 3項 2目 4 ‐

＜主な事業＞ ３　エコドライブ推進事業

１　次世代自動車普及推進事業 　環境に易しい運転方法｢エコドライブ｣を、マイカード

　｢E-KIZUNA Projct｣の基本方針である｢充電セーフティ ライバーと事業者、それぞれに対応した施策により推進

ネットの構築｣、｢需要創出とインセンティブの付与｣、 する。

｢地域密着の啓発活動｣を推進し、電気自動車を中心とし

た次世代自動車の普及を推進する。 ４　アイドリングストップ推進事業

　さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づきアイ

２　モビリティマネジメント推進事業 ドリングストップ義務の周知を推進する。

　エコ通勤の普及など、自動車から公共交通機関や自転

車、徒歩などへの転換を、一人ひとりの自発的な意識の ５　環境未来都市推進事業

変化を促すことにより推進する。 　総合特区制度による次世代自動車の普及をはじめ、再

生可能エネルギー、スマートグリッド(次世代電力網)の

組み合わせによる持続可能な低炭素社会を目指す。

事務事業名 環境保全政策推進事業 予算額 4,485

局/部/課 環境局/環境共生部/環境対策課

連絡先 電話:048-829-1332 E-mail:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 4,485

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策費

34,754

事務事業名 交通環境対策事業 予算額 129,246

連絡先 電話:048-829-1329 E-mail:kotsu-kankyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 繰入金

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

環境局/環境共生部/交通環境政策課

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策費

増減 16,317 

一般財源 94,492

前年度予算額 112,929

  現在及び将来の市民の安全かつ快適な生活環境を確保するため、環境の保全に
関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

増減 △ 1,231 

前年度予算額 5,716

905

3,580

　電気自動車普及施策｢E-KIZUNA Projct｣による次世代自動車の普及推進の他、モ
ビリティマネジメントやエコドライブなどの推進により、自動車から排出される
二酸化炭素及び大気汚染物質の削減を進めます。さらに、総合特区制度を活用す
るなど、更なる低炭素交通システムの構築を基に、持続可能な低炭素社会｢環境未
来都市｣の実現を目指します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

137 4款 3項 2目 5 20款

22款

‐

＜主な事業＞

１　産業廃棄物処理業等の許可 　　　　　　 ４　微量ＰＣＢ汚染電気機器等把握支援事業  

　｢廃棄物処理法｣等に基づく産業廃棄物処理業の許可に 　微量のＰＣＢに汚染されているおそれのある電気機器

係る審査等を行う。 等につき、分析を行おうとする事業者等に対し費用の一

部を補助する。

２　産業廃棄物処理業者等への立入検査     

　産業廃棄物の処理等に立入検査を行い、適正処理の推 ５　不法投棄等の防止 　　　　　　 　     

進を図る。 　不法投棄等の不適正処理を対象に監視パトロールを実

施するとともに、不適正処理多発地点には監視カメラを

３　排出抑制・適正処理に関する啓発事業    設置し良好な環境の維持を図る。

　廃棄物の排出抑制・適正処理を確保するため、事業者

を対象とした講習会等を開催し、啓発を図る。

4,101

9,176

電話:048-827－8508 E-mail:sangyo-haikibutu-shidou@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,910

前年度予算額 57,769

諸収入 10＜事業の目的・内容＞

局/部/課 環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課

事務事業名 産業廃棄物対策事業

予算書Ｐ. 衛生費 環境対策費 環境対策費

連絡先

繰入金 525

予算額 56,337

1,064

585

41,411

一般財源 53,892

増減 △ 1,432 

　産業廃棄物の適正処理及び３Ｒ(発生抑制、再使用、再生利用)を推進すること
により、環境への負荷が少ない循環型社会の形成を促進します。
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