
１　基本方針
(１)　本市経済を取り巻く現状

　　①　先行きの不透明感が続く経済・雇用情勢に加え、人口減少と急速な少子高齢社会の到来

　　　や経済のグローバル化などにより、市内企業は厳しい経営環境に置かれています。

　　②　市民ニーズの多様化により、安全で安心な食材や独自の付加価値を持つ商品やサービス

　　　に対する需要は、ますます高くなっています。　　

　　③　地域や社会課題の複雑化により、行政サービスや市民活動のみでは対応が難しい分野に

　　　ついて、企業による様々な取り組みを通じた課題解決が期待されています。

　　④　都市間競争が厳しくなるなか、首都圏の一翼を担う政令指定都市として、魅力あふれる

　　　都市づくりを進め、外部に向けて発信することが欠かせない状況となっています。

(２)　本市経済の持続的成長を実現する上での課題

　　①　雇用・就労対策の推進や中小企業の経営安定化など喫緊の課題への対応が急務です。

　　②　将来の本市経済を牽引する中核的企業の発掘・育成及び誘致が重要です。

　　③　食の安全・安心や生活の質の向上に資する商品等の生産・販売に向けた支援が必要です。

　　④　市民、企業、行政が連携を強め、地域や社会の課題を解決することが必要です。

　　⑤　市内企業や市民等による国内外の都市との交流を積極的に進めるとともに、本市への来

　　　訪を積極的に促すことにより、本市の魅力を広くアピールしていくことが必要です。

(３)　強い産業基盤の構築と躍動する都市づくりに向けた方策

　　①　地域の実情に応じた雇用対策を推進するとともに、産業人材の育成・確保を支援します。

　　②　市内中小企業や商店街等における経営、資金、人材育成等に対する支援を充実します。

　　③　企業誘致や市内企業の市場競争力強化を図り、雇用機会の創出や税収の確保を目指しま

　　　す。

　　④　さいたま市誕生10周年を契機として、地域資源の新たな活用やイベントを通じた賑わい

　　　づくりを進めます。

　　⑤　環境問題への対応や地産地消の推進など、地域や社会の課題解決に取り組む事業者の多

　　　様な活動を積極的に支援します。

　　⑥　企業活動の国際化を推進するとともに、内外からのコンベンション等の誘致や市民によ

　　　る海外の姉妹・友好都市との交流拡大を図ります。

２　主な取組
(１)　地域の実情に応じた雇用・就労対策の推進と産業人材の育成

　　①　さいたま市ふるさとハローワークを拠点として、将来を見据えた、国等との強固な連携

　　　による就労支援体制の構築を図ります。

　　②　厳しい雇用情勢のなか、若年者等を中心に見られる労働市場におけるミスマッチの解消

　　　を図るため、就労に直結する各種事業を総合的に実施します。

　　③　生産年齢人口の減少が想定されるなか、市内産業を支える人材の育成を図るため、年代

　　　に応じた人材育成事業を体系的に実施します。

経済局　平成23年度局運営方針(案)
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(２)　中小企業や創業者の経営安定化と商店街の振興

　　①　中小企業における経営基盤の安定・強化、技術開発並びに販路開拓を支援します。

　　②　新たな創業者の発掘と持続可能な成長に向けた総合的支援を実施します。

　　③　商店街の活性化に向け、賑わいづくりに向けた事業の実施や個店の経営改善を支援しま

　　　す。

(３)　地域経済を牽引するような中核的企業の発掘・育成と誘致

　　①　戦略的企業誘致の推進と併せ、新たな産業集積拠点の創出に向けた調査等を行います。

　　②　企業間又は大学等の研究機関とのマッチングや国の競争的研究開発資金の獲得支援を通

　　　じ、市内製造業の技術革新・新産業創出を図ります。

　　③　｢さいたま市テクニカルブランド企業｣に対する競争力向上支援を実施します。　

(４)　地域に根付いた事業活動の活性化と都市の魅力の発信

　　①　さいたま市誕生10周年を記念する各種イベントを開催し、観光客の誘致や賑わいの創出

　　　を図ります。

　　②　スポーツを通じた新たな観光客獲得に向け、｢スポーツコミッション｣を創設します。

　　③　市内産農産物の地産地消や、｢さいたま市ブランド｣と呼べる新たな商品・サービスづく

　　　りに取り組みます。

　　④　市内の各地域で開催される｢まつり｣等の充実を支援します。

　　⑤　市民と企業の｢絆｣を深めるため、ＣＳＲ活動やコミュニティビジネスの活性化を図りま

　　　す。

　　＊ＣＳＲ・・・Corporate Social Responsibility　企業の社会的責任

(５)　市内企業や市民等における国内外の都市との交流

　　①　関係機関との連携により、市内企業の国際ビジネス支援、外国・外資系企業の対日ビジ

　　　ネスと市内への進出支援及び国内外のコンベンション誘致を積極的に展開します。

　　②　友好都市提携30周年を迎える中国・鄭州市をはじめとした、海外の姉妹・友好都市等と

　　　の交流を推進するとともに、交流分野の拡大を検討していきます。

３　行財政改革への取組
(１)　行財政改革公開審議結果を踏まえた事務事業の見直し

　　①　商工見本市開催事業について、実施主体(さいたま市商工見本市実行委員会)の前年度の

　　　決算状況を踏まえ、適正な補助を行います。

　　②　咲いたまつりを廃止し、地域のまつりに対する支援を拡充します。

(２)　費用対効果の観点を踏まえた、新たな事業推進体制の確立

　　①　市・県・商工会議所・(財)さいたま市産業創造財団・(財)埼玉県中小企業振興公社との

　　　新たな連携体制による企業活動の国際化推進事業を展開します。

　　＊市・県・商工会議所の共同運営により、企業活動の国際化推進事業を実施していた｢埼玉

　　　国際ビジネスサポートセンター｣は、平成22年度末をもって解散しました。
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４　経済局予算額
<一般会計> (単位：千円)

<特別会計>

18,552,133 25,104,878 △ 6,552,745

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

404,000 376,000 28,000

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〕

22款

75 2款 1項 2目 1 ‐

＜主な事業＞

１　国際化の推進 ３　コンベンションの誘致、開催 

  国際化及び多文化共生社会の推進を図るための各種事 　国際化推進及び経済的効果の期待ができる国際会議を

業について、市国際交流協会等との連携を図りながら、 はじめとするコンベンションについて関係機関と連携を

計画的に実施する。 図りながら誘致、開催を図る。

２　海外都市との交流  

  海外５か国６都市との姉妹友好都市の交流及びその他

の海外都市からの訪問への対応を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

139 5款 1項 1目 3 ‐

＜主な事業＞

１　勤労者支援にかかる各種事務の実施

　勤労者福祉にかかる情報等の啓発・周知協力や市内の

勤労者支援団体や指定都市の関係所管課等との連絡・調

整等の各種事務を行うほか、勤労者支援施設管理全般に

かかる調整事務や緊急修繕等を行う。

２　労働問題等に対する正しい理解を目的とした講座の

　実施

　市内事業所に従事する勤労者に対して、労働法や労働

問題にかかる各種講座を実施する。

2,800

連絡先 8財産収入電話:048-829-1370

経済局/経済部/労働政策課

E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp

6,524

事務事業名

総務費 総務管理費

E-mail:kokusai@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

109,655

24

局/部/課

予算書Ｐ. 国際交流費 一般財源

85,129

＜事業の目的・内容＞

5,492

前年度予算額

5,484一般財源

事務事業名

  高まる国際化への対応を図り、また広く市民に国際交流・国際協力の機会を提
供することにより、｢世界に開かれた都市(まち)｣を目指します。

増減

　勤労者の労働環境の整備及び向上を図ることを目的に、勤労者福祉にかかる情
報収集及びその推進に向けた各種管理・調整・支援業務を行っています。

109,679予算額

諸収入

国際交流事業
経済局/観光政策部/国際課

電話:048-829-1236

＜事業の目的・内容＞

勤労者支援事業

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

△ 12,523 

122,202

予算額

18,026

増減

前年度予算額 3,472

2,020 

2,692

第22回国連軍縮会議inさいたま(平成22年度開催)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

139 5款 1項 1目 4 17款

22款

‐

＜主な事業＞

１　求職者及び市内事業所に対する各種支援の実施 　(2) 求職者のキャリアアップや事業所の人材獲得等へ

　市内在住または市内事業所での就労を希望する求職者 　　の支援

に対して、各種の就労支援を実施するほか、市内事業所 　　・就職支援セミナー、スキルアップ講座等の実施

の人材獲得等への支援を実施する。 　　・雇用現状把握のための就業体験機会の提供

　(1) さいたま市ふるさとハローワークにおける就職等 　　・求職者、事業所へのマッチング機会の提供のため

　　支援 　　　の合同就職面接会の開催

　　・無料職業紹介、相談の実施 　　・ふるさとハローワーク独自の就労支援情報の提供

　　・離職者に対する住宅や生活支援情報等の提供 　　・緊急雇用創出基金を活用した、介護・福祉分野で

　　・キャリア・コンサルティングの実施 　　　の雇用ミスマッチの解消と就労機会の提供

　　・内職相談、斡旋の実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

139 5款 1項 1目 5 ‐

＜主な事業＞

１　融資実行に係る預託 　[参考]

　勤労者支援資金融資制度の円滑な運用を図るため、融 　　融資実行件数及び金額の推移

資を実行する金融機関に対し預託を行う。  　実行件数  　融資金額

　(1) 新築、住宅購入、現に居住している住宅の増改築 48件 62,920千円

　  や補修に必要な資金 56件 90,210千円

　(2) 教育機関、各種専門学校等の入学金、授業料など 58件 86,310千円

 　 本人または家族の教育に必要な資金 　　  ※平成19年度より現行制度での融資を実施

　(3) 本人または家族の入院、長期療養または治療に必

　  要な資金

16,024

79,751

411,353

19

予算額 100,355

県支出金 51,827

使用料及び手数料

局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

事務事業名 雇用対策推進事業

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 464

　本市就労支援拠点施設である｢さいたま市ふるさとハローワーク｣における職業
紹介・相談を中心に、国や県と連携した就労支援を推進します。また、市独自の
支援として、求職者のキャリアアップや事業所の人材獲得等の市民の安定就労と
中小企業の振興に向けた地域の実情に応じた取り組みを実施していきます。

一般財源 48,045

前年度予算額 40,740

増減 59,615 

事務事業名 勤労者支援資金融資事業 予算額 411,416
局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp 諸収入 411,353

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

562,691

増減 △ 151,275 

一般財源 63

前年度予算額

平成19年度

平成20年度

平成21年度

　勤労者の生活の安定を図るため、市内に居住する勤労者に対して、住宅・教
育・医療に関し、必要とする資金について低利で融資(あっせん)を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

139 5款 1項 1目 6

＜主な事業＞

１　勤労者関係団体の実施事業への補助 　[参考]

　市内の勤労者関係団体等が実施する事業に対し、補助 　　勤労者関係団体の区分

を行う。 　　・地域雇用の促進や安定を図ることを目的とする各

　　　種団体 ２団体

　　・労働条件や環境の改善など勤労者の福祉の増進を

　　　図ることを目的とする各種団体 ３団体

　　・勤労者または求職者のための職業訓練を行う職業

　　　訓練校 ２校

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

139 5款 1項 1目 7

＜主な事業＞

１　技能者・勤労者への表彰の実施 　(2) 優良勤労者表彰

　技能者や勤労者の方に対し、働く意欲の高揚と技能水 　 　 市内の正規従業者が300人以下の事業所に永年従

準の向上を図るため、表彰を行う。 　  事している方で、勤務成績が優秀な勤労者への表彰

　(1) 技能功労者・優秀技能者表彰 　  を行う。

　 　 市内の技能職種に永年従事している技能者の社会 　  　・勤続30年表彰

　  的・経済的地位及び技能水準の向上のため表彰を行 　  　・勤続20年表彰

 　 う。

　  　・技能功労者表彰

　  　・優秀技能者表彰

　技能者や勤労者に対し、働く意欲の高揚と技能水準の向上を図るため、｢技能者
表彰｣及び｢優良勤労者表彰｣を行います。

事務事業名 勤労者関係団体補助事業 予算額 3,497
局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 3,497

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

　地域雇用の促進や安定を図る団体、労働条件や環境の改善など勤労者の福祉増
進を図る団体、勤労者や求職者に対する職業訓練を行う訓練校など、市内の勤労
者関係団体の事業にかかる経費について補助を行います。

前年度予算額 3,882

増減 △ 385 

事務事業名 技能・勤労表彰事業 予算額 832
局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 832

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

前年度予算額 837

増減 △ 5 

-254-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

139 5款 1項 1目 8

＜主な事業＞

１　勤労者にかかる福利厚生事業への補助 　[参考]

　勤労者の福利厚生の充実を図るため、(財)さいたま市 　　会員及び会員事業所数の推移

産業創造財団勤労者福祉サービスセンターが実施する、 　　会員数  会員事業所数

市内中小企業向けの事業に対し、補助を行う。 4,264人 1,115所

4,254人 1,115所

4,852人 1,139所

5,029人 1,107所

5,048人 1,077所

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

141 5款 1項 2目 1

＜主な事業＞

１　勤労女性センターの管理・運営 　[参考]

　指定管理者制度を活用し、施設の維持管理及び運営を 　　主催講座延受講者数及びグループ延利用者数の推移

行う。 　延受講者数 　延利用者数

　(1) 市内事業所に従事する勤労女性を対象に、職業能 4,698人 12,412人

　　力の開発・向上及び職業生活と家庭生活の調和に役 5,004人 12,816人

　　立つ知識や技能習得に関連した各種講座を実施す 　 4,974人 12,745人

　　る｡

　(2) 勤労女性を中心とした自主グループ育成のため、

　　施設の貸出を行う。

　(3) 勤労女性支援にかかる施設の効率的かつ効果的な

　  運営を図るため、利用者や関係団体との協議の場と

　　して｢働く女性の家運営委員会｣を開催する。

事務事業名 中小企業勤労者福祉事業

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp

予算額 50,528
局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

一般財源 50,528

△ 7,341 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 労働諸費

予算額 34,453

　勤労者の福利厚生の充実を図るため、市内中小企業単独で実施することが困難
な福利厚生事業を行う、(財)さいたま市産業創造財団勤労者福祉サービスセン
ターが提供するサービスにかかる経費について補助を行います。

前年度予算額 57,869

増減

連絡先 電話:048-829-1370 E-mail:rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 34,453

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 労働費 労働諸費 勤労者福祉施設費

前年度予算額 34,530

増減 △ 77 

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

　勤労女性の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的に職業実務講座や文化・
教養講座、生活講座等を実施しているほか、労働に関する情報等を提供します。
また、勤労女性を中心とした自主グループ育成のため、施設を提供します。

局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

事務事業名 勤労女性センター管理運営事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

141 6款 1項 3目 1 17款

22款

‐

＜主な事業＞

　農業の担い手確保に向けて、認定農業者や農業後継者 　特定農地貸付制度による市民農園の開設に向けての協

の活動を支援する。 議及び農業委員会等との調整を行う。

　また、都市住民の参加による援農ボランティアやラン

ドコーディネーター等を育成する。

　新規就農、農業関連雇用の促進に向けて、就農に関す

る相談、情報提供や農業関連の講演会等を行う。

　農業振興ビジョンの進行管理、農業政策の検討、計画

策定、農業統計の作成や先進事業調査を行う。

　食品表示の適正化を図るため、ＪＡＳ法に基づき、食

品の製造業者または販売業者に対する品質表示の指導等

を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

141 6款 1項 3目 2 ‐

＜主な事業＞

　市内産の農産物のＰＲによる消費拡大、ブランド化及 　安全・安心な農産物の生産に向け、生産団体及び各種

び商品開発等の支援を通じて、地産地消を推進する。 協議会などの活動に対する支援を行う。

　[参考]

　　市民農園数の推移

　農業者と市民との交流を図り、農業理解を深めるイベ 　　農園数  　区画数

ントを行うとともに、農業者の技術の研鑽の場として共 41か所 1,817区画

進会を開催するなど、農業祭の事業運営を支援する。 40か所 1,803区画

43か所 1,838区画

　農地の有効活用を図り、良好な緑地空間を保全しなが

ら、市民が憩える場として、市民農園を推進する。

事務事業名 農業政策推進事業 予算額 35,378
局/部/課 経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829－1376 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 3

県支出金 30

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 800

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業振興費

　都市農業の充実を図るため、本市農業の特性を活かしつつ都市住民の理解と協
力のもと持続できる農業への取組みを実施します。

一般財源 34,545

前年度予算額 39,087

増減 △ 3,709 

事務事業名 農業経営支援事業 予算額 50,272
局/部/課 経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829-1378 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 諸収入 52

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業振興費

50,221

増減 51 

一般財源 50,220

１　担い手育成事業 19,803 ３　特定農地貸付事業 363

４　新規就農支援事業 242

２　都市農業推進事業 3,398

１　地産地消事業 5,482 ４　農業経営安定・生産向上事業 25,312

平成20年度

平成21年度

５　食品表示適正化推進事業 37

　市内の農業振興を図るため、地産地消を推進するとともに、安全・安心な農産
物の生産とその消費の拡大に向けた取り組みを支援します。
　また、都市住民が憩える場として、自然に親しみながら農業体験のできる市民
農園を増やします。 前年度予算額

３　レクリエーション農園推進事業 4,000

２　さいたま市農業祭事業 12,897

平成19年度
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

141 6款 1項 3目 3 ‐

＜主な事業＞

　米の計画的な生産による水田農業の推進と麦・大豆・ 　農業経営の安定と生産力向上を図るため、戸別所得補

野菜などへの転作を図るための支援を行う。 償制度の活用推進を図る。

　地域ごとの転作を円滑に進めるため、農家支部に対す

る支援を行い、事業の推進を図る。

　需要に応じた作物生産と水田農業の構造改革を推進す

るため、市内にある２つの協議会の指導・支援を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

141 6款 1項 3目 4

＜主な事業＞

　畜産公害の発生源である、家畜ふん尿による悪臭防止 　市内畜産農家の研修・情報交換等を通じて、安全で安

に向けた対策への支援を行う。 心な畜産物の生産を図るために畜産団体の支援を行う。

　畜産経営における家畜伝染病を未然に防止するため、

予防注射等の取組みを実施する。

　良質な牛乳生産を確保し、安定した畜産経営を図るた

め、優良種畜の導入を推進する。

ゼロ予算事業

事務事業名 水田農業経営確立対策事業 予算額 14,100
局/部/課 経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829-1378 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 県支出金 100

一般財源 14,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業振興費

　地域の需要に応じた米づくりと良好な水田環境の保全を図りながら、米の需給
調整を行うとともに、消費者の期待に応える産地確立のための取組みを支援しま
す。

前年度予算額 16,400

増減 △ 2,300 

事務事業名 畜産事業 予算額 2,376
経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829-1378 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 2,376

△ 246 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業振興費

　安全・安心な畜産物の需要に対応するため、防疫・公害防止・団体育成等の取
組みを支援し、周辺環境と調和した畜産業の振興を図ります。

前年度予算額 2,622

増減

１　転作等奨励事業 10,450 ４　農業者戸別所得補償制度の推進 ゼロ予算事業

2,580

３　産地育成の支援

１　公害防止対策事業 1,074 ４　畜産団体の育成 158

２　防疫事業 368

３　優良乳牛導入事業 600

局/部/課

２　転作推進対策事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

143 6款 1項 4目 1 22款

‐

＜主な事業＞

　(1) 指扇北土地改良区内の道路整備に向け、測量設計 　農業振興地域における農業施策や土地利用計画の推進

　  を行う。 を図るため、｢農業振興情報システム｣の情報更新や保守

　(2) 用排水路の整備に向け、測量設計を行う。 管理並びに情勢の推移等による計画変更を行う。

　(3) 用排水路の整備工事を行う。

　(4) 用排水路の破損等の緊急補修を行う。

　(5) 土地改良関連事業及びその意見交換等の活動を推 　市農業施設内の一部を多目的広場として活用するため

　  進するために、関係団体に負担金・補助金の支援を に、利用案内看板の設置工事を行う。

　  行う。 　(設置箇所)

　・農村広場(春おか広場)

　・市民の森・見沼グリーンセンター

　・農業者トレーニングセンター

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

143 6款 1項 5目 1 18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　農業施設の貸出管理事業

　農業研修施設、生産温室等の維持管理と栽培技術指導

２　催事・講座・相談事業

　多面的な農業の振興と理解を目的とした各種催事や講

座の開催

３　公園施設管理事業

　大崎公園・子供動物園の施設維持管理

予算額 144,756

連絡先 電話:048-829-1377 E-mail:nogyo-kankyo-seibi@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 130

諸収入 804

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 143,822

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農地費

前年度予算額 173,404

増減 △ 28,648 

事務事業名 農業者トレーニングセンター管理運営事業 予算額 76,868
局/部/課 経済局/経済部/農業者トレーニングセンター

連絡先 電話:048-878-2026 E-mail:nogyo-training-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 608

△ 626 

財産収入 100

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 292

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

　苗木生産の技術指導や生産物の集出荷体制の整備により、中核農家の育成及び
農家経営の近代化を図ります。また、市民の｢農｣に関する多様なニーズに対応
し、農業と市民の交流の場を設けます。

一般財源 75,868

前年度予算額 77,494

増減

1,983

３　多目的広場整備事業 3,000

１　農業環境整備事業 139,773

3,030

25,476

48,362

　農業振興地域整備計画に基づき、農用地等の保全と有効利用を推進し、農用地
の高度利用と生産性を高めるため、土地基盤整備や未整備の用排水路等の整備・
補修を行い、地域の農業環境を整備します。
　また、市民が気軽に身近なスポーツを楽しむことができるように、市農業施設
を活用した多目的広場を整備します。

局/部/課 経済局/経済部/農業環境整備課

事務事業名 農業環境整備事業

２　農業振興地域整備計画推進事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

143 6款 1項 5目 2

＜主な事業＞

１　研修・会議室施設修繕

  不良床面の改良修繕

２　花き集荷施設修繕

  集荷業務や催事開催業務における不具合防止の為の機

能改善修繕

３　緑の広場・大崎公園・子供動物園施設修繕

　来園者の安全確保に係る各種修繕

４　放送設備修繕

　施設来場者の安全誘導に係る機能確保修繕

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

143 6款 1項 5目 3 18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　市民の森・見沼グリーンセンター及び春おか広場の ４　春の園芸まつり(花と緑の祭典)の開催

　管理運営 　農業振興を目的に生産者と市民のふれあいの場として

　会議室等の貸出及び芝生広場、りすの家等の施設管理 イベントを実施する。

を行う。

５　市が開設する市民農園の準備

２　農業振興 　見沼田圃の区域内にある市有地を活用し、市民農園の

　優良種苗の増殖、普及及び果樹栽培の技術向上に伴う 開設に向けた整備を行う。

講習会などを行う。 　・新規農園開設数　１か所

３　園芸振興

　市民農園の貸出及び野菜の作り方、果樹の管理などの

園芸講座を行う。

予算額 81,185

連絡先 電話:048-664-5915 E-mail:minuma-green-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 4,264

財産収入 950

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 426

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

前年度予算額 73,215

増減 7,970 

一般財源 75,545

事務事業名 農業者トレーニングセンター施設整備事業 予算額 14,464
局/部/課 経済局/経済部/農業者トレーニングセンター

連絡先 電話:048-878-2026 E-mail:nogyo-training-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 14,464

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

前年度予算額 22,000

増減 △ 7,536 

66,337

3,598

　農業振興を目的に、野菜・果樹等の試作栽培・展示、優良種苗の増殖・普及、
土壌診断、授農ボランティアの育成を行うほか、市民の｢農｣に関する多様なニー
ズに対応するため、各種園芸講座、市民農園の貸出、園芸相談、体験教室等を実
施します。さらに、市民の森・見沼グリーンセンター及び春おか広場の各施設の
維持・貸出を行います。

局/部/課 経済局/経済部/見沼グリーンセンター

事務事業名 見沼グリーンセンター管理運営事業

　農業者トレーニングセンター内の農業研修施設、生産温室及び大崎公園・子供
動物園に係る施設の保全管理を行います。

2,520

8,292

432
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

143 6款 1項 5目 4

＜主な事業＞

１　市民の森・見沼グリーンセンター及び春おか広場の

　施設整備

　市民が安心して利用できる施設を維持するため、整備

や修繕を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

143 6款 1項 5目 5 22款

‐

＜主な事業＞

１　植栽等維持管理業務 ３　施設管理事業

　花畑、花壇、芝生、緑地帯等の維持管理を行うととも 　市民が安心して安全に利用できる公苑にするため、施

に、四季折々の花を咲かせ市民に憩いの場・安らぎの場 設の修繕を行う。

を提供する。

２　主催事業

　都市住民と農村との交流を図り、農業に対する理解を

深めるため、地元産の食材を活用した、味噌作り教室や

料理講習会を開催する。

事務事業名 大宮花の丘農林公苑管理運営事業 予算額 70,012
局/部/課 経済局/経済部/大宮花の丘農林公苑

連絡先 電話:048-622-5781 E-mail:omiya-hana-no-oka@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,567

諸収入 1,440

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 67,005

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

前年度予算額 78,604

増減 △ 8,592 

事務事業名 見沼グリーンセンター施設整備事業 予算額 10,650
局/部/課 経済局/経済部/見沼グリーンセンター

連絡先 電話:048-664-5915 E-mail:minuma-green-center@city.saitama.lg.jp 一般財源 10,650

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

　見沼グリーンセンター本館及び市民の森、指導農場、春おか広場に係る施設の
保全管理を行います。

前年度予算額 13,300

増減 △ 2,650 

43,210

202

7,391

　都市農業に対する理解を深めるとともに、地域農業の振興及びふるさと環境の
創設を図り、また、四季折々の花を咲かせ、市民の憩いの場・安らぎの場を提供
できる公苑を目指します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

143 6款 1項 5目 6

＜主な事業＞

１　道水路用地等測量及び登記業務

　公図上に多数存在する苑内の道水路の管理者と移管協

議しながら、測量及び登記事務等を進める。

２　土留擁壁築造に伴う調査業務

　苑内外周の法面保護のために、土留擁壁の必要箇所及

び構造等の調査を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

143 6款 1項 6目 1

＜主な事業＞

１　食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計への繰出 　[参考]

　し 　　繰出金の推移

　食肉中央卸売市場及びと畜場の運営について、所管部 　　・平成19年度当初予算額

署と連絡調整を行い、その安定的な運営を行うために必 　　・平成20年度当初予算額

要な費用の一部について一般会計から繰出しを行う。 　　・平成21年度当初予算額

　(1) 市場施設管理運営事業への補填 　　・平成22年度当初予算額

　(2) と畜場施設管理運営事業への補填 　　・平成23年度当初予算額

事務事業名 大宮花の丘農林公苑施設整備事業 予算額 2,442
局/部/課 経済局/経済部/大宮花の丘農林公苑

連絡先 電話:048-622-5781 E-mail:omiya-hana-no-oka@city.saitama.lg.jp 一般財源 2,442

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 農業園芸センター費

　公図上苑内に存在する道水路の移管をするため、測量及び登記を行ないます。
また、土留擁壁の必要箇所の調査を行います。

前年度予算額 1,575

増減 867 

事務事業名 食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金 予算額 219,403
局/部/課 経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829－1376 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 219,403

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 農林水産業費 農業費 市場及びと畜場費

　食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計に対して、特別会計の歳入不足を補
うために、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額 197,329

増減 22,074 

143,571

149,341

219,403

197,329

145,053
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 1目 3

＜主な事業＞

１　局・部・課内庶務

　・局内の予算及び主要事業の進行管理

　・局内の業務委託契約及び特定調達契約に関する業務

　・局内の他部及び部内の他課との連絡調整

２　関係団体との連絡調整

　市内の経済関係団体や指定都市の経済所管課等との連

絡調整を行う。

３　さいたま経済カンファレンスの開催

　経済が活性化した都市づくりを進めるため、市内企業

との意見交換会を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

145 7款 1項 2目 1 22款

‐

＜主な事業＞

１　ＣＳＲ活動推進事業 ３　コミュニティビジネスの推進

　市内企業によるＣＳＲ(企業の社会的責任)活動の推進 　商店街等の空き店舗を活用した、新たなコミュニティ

を図るため、本市独自の認証制度創設に向けた調査研究 ビジネスの実施可能性を検証するモデル事業を行う。

及び普及啓発に関するセミナーを実施する。

　・平成23年度　認証制度調査研究、セミナー実施 ４　(仮称)さいたま食の祭典の開催【新規】

　・平成24年度　試行・認証開始、セミナー実施 　・内容　飲食物の試食・試飲・販売

　　　　　Ｂ級グルメ選手権の開催　等

２　地域産業人材育成事業

　主に工業高校生及び新卒未就職者等を対象に、市内企

業等への就職・定着が図られるよう、関係機関等と連携

した人材育成プログラムを実施する。

事務事業名 商工施策管理事業 予算額 2,969
局/部/課 経済局/経済部/経済政策課

連絡先 電話:048-829-1363 E-mail:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 2,969

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工総務費

　商工振興施策を推進していく上で、施策立案に必要な情報収集、調査分析及び
各種管理業務を実施します。

前年度予算額 2,011

増減 958 

事務事業名 産業振興ビジョン推進事業 予算額 89,224
局/部/課 経済局/経済部/経済政策課

連絡先 電話:048-829-1363 E-mail:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 県支出金 51,668

諸収入 240

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 37,316

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

 さいたま市産業振興ビジョンの基本目標である｢強い産業力の醸成と躍動する都
市づくり｣の具現化を図るため、同ビジョンに掲げられた内容のうち、産業人材の
育成、事業活動と地域社会との共生、並びに商工業振興に係る先導的事業を中心
に実施します。また、さいたま市誕生10周年記念事業の一環として、メインイベ
ント開催期間中に(仮称)さいたま食の祭典を開催します。

前年度予算額 22,294

増減 66,930 

4,400 2,600

51,750

13,500

881

169

300
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 2

＜主な事業＞

１　公募型事業("さいたま"あんとれすくーる)の実施

　夏休み期間を中心に、合宿及びスクーリングにより、

本市に関する学習や、企業活動の一連の流れの体験(会

社設立、商品企画、仕入、製造、販売、決算など)を行

う。

２　学校実施型事業の実施

　学校ごとのニーズに合わせ、総合的学習の時間等を活

用し、企業活動の一連の流れの体験を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

145 7款 1項 2目 3 ‐

＜主な事業＞

１　さいたま商工会議所に対する補助

　以下の事業に対する補助を行う。

　・中小企業の経営指導

　・地域商工業の活性化

　・地域企業の情報化推進

　・地域情報の収集及び発信 　

　・国際的な経済交流の促進

　・中心市街地活性化の推進

　・事業承継支援

　・日本商工会議所青年部 関東ブロック大会 さいたま

　　大会の開催【新規】

事務事業名 早期起業家教育事業 予算額 5,057
局/部/課 経済局/経済部/経済政策課

連絡先 電話:048-829-1363 E-mail:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 5,057

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内小・中学生を対象に、企業活動の一連の流れを実践的に体験させること
で、チャレンジ精神、コミュニケーション能力、問題発見・解決能力などといっ
た起業家精神を養うとともに、市民・市内事業者に対し、早期起業家教育に対す
る協働を呼びかけ、推進していくことで、市全体において起業家教育が実践され
る環境を創出していきます。

前年度予算額 4,685

増減 372 

事務事業名 商業団体運営補助事業（経済政策課） 予算額 69,000
局/部/課 経済局/経済部/経済政策課

連絡先 電話:048-829-1363 E-mail:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 648

一般財源 68,352

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内商工業の振興を図るため、さいたま商工会議所等が実施し、市の施策を補
完する事業に対し補助を行います。

前年度予算額 74,000

増減 △ 5,000 

基礎事項の学習（公募型） 就労体験(公募型)

販売活動（公募型） ビジネスマナーの学習（学校実施型）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 4

＜主な事業＞

１　さいたま市商店会連合会補助事業

　さいたま市商店会連合会等が行う事業に対し、補助を

行う。

２　岩槻人形協同組合補助事業

　岩槻人形協同組合が行う事業に対し、補助を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 5

＜主な事業＞

１　テクニカルブランド企業認証事業 ３　テクニカルブランド企業への支援事業

　さいたま市テクニカルブランド企業評価委員会におけ 　(財)さいたま市産業創造財団と連携を図りながら、認

る協議の結果を踏まえ、さいたま市テクニカルブランド 証企業に対し技術開発・経営強化・人材育成の３つを支

企業の認証を行う。 援の柱に、企業個々のニーズに応じたオーダーメイド型

　[参考]認証企業数 の支援を実施する。

２ 広報・情報発信

　認証企業に係る広報活動の一環として本市のＨＰを始

め、紹介冊子等によるＰＲ、国際展示会への出展や全国

紙等への掲載による情報発信を実施する。

事務事業名 商業団体運営補助事業（商工振興課） 予算額 5,800
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1364 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 一般財源 5,800

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内商業の組織強化や育成及び伝統的産業の振興を図るため、各商工業団体に
対し補助を行います。

前年度予算額 6,250

増減 △ 450 

37,334

3,000

2,800

事務事業名 さいたま市テクニカルブランド企業認証事業 予算額 37,334
局/部/課 経済局/経済部/産業展開推進課

連絡先 電話:048-829-1371 E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

一般財源

＜事業の目的・内容＞

　独創性・革新性に優れた技術を持つ市内研究開発型企業を｢さいたま市テクニカ
ルブランド企業｣として認証し、更なる競争力強化を支援すると同時に、ブランド
化を通してさいたま市産業全体のイメージアップを図ります。

前年度予算額 29,487

増減 7,847 

7,493 17,500

11,048

９社 ８社 ５社(予定)

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

13社
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

145 7款 1項 2目 6 ‐

＜主な事業＞

１ (財)さいたま市産業創造財団の運営 　(4) 競争的資金獲得案件に対する繋ぎ資金貸付

　(1) 専門家派遣、窓口相談等のコンサルティング業務

　(2) さいたま市ニュービジネス大賞の開催 ３　E-KIZUNA Project支援事業【新規】

　(3) 創業者育成施設(インキュベーション)｢案産館｣の

　　運営 　産学官連携による次世代自動車関連技術の創出を図る

　(4) ｢さいたまベンチャーサポート塾｣の運営 ことで、市内産業の育成を推進する。

２　産学連携の推進(産学連携支援センター埼玉の運営) ４ 海外展開支援事業

　日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ)の地域間交流支援(

　(1) 産学連携相談 ＲＩＴ)事業を活用し、市内企業の国際化を推進する。

　(2) 産学交流の促進及びマッチング支援

  (3) 競争的資金獲得支援

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

145 7款 1項 2目 7 ‐

＜主な事業＞

１　企業誘致活動の推進 ３　産業立地促進補助金等交付

　積極的な企業訪問のほか、パンフレット、ホームペー 　ライフサイエンス、先端・精密技術など成長産業とし

ジ、新聞・経済専門誌への広告掲載、展示会への出展等 て市が指定する８分野で、本社機能・研究開発機能の事

により、本市ビジネス環境のＰＲを行うなど、様々な機 業所等を開設した場合、企業誘致のインセンティブとし

会を通じ企業誘致活動を展開する。 て産業立地促進補助金等を交付する。

２　産業集積拠点の創出に係る調査等業務

　官民連携を前提とした新たな産業集積拠点創出の調査

及び計画を立案するとともに、立地検討企業の発掘を行

う。

10,000

164,997

事務事業名 中小企業支援事業 予算額 487,064
局/部/課 経済局/経済部/産業展開推進課

一般財源 322,067

連絡先 電話:048-829-1371 E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

諸収入

　本市の中小企業支援センターに位置づけている(財)さいたま市産業創造財団を
中心に、中小企業者の経営基盤強化、創業者の育成等に係る支援事業を総合的に
実施します。また、産学連携支援センター埼玉において企業と大学等研究機関の
マッチング活動を展開することにより産学による共同研究体の構築に努め、新た
な技術・製品の開発を支援し、新事業の創出を図ります。

前年度予算額 388,463

増減 98,601 

事務事業名 企業誘致等推進事業 予算額 269,025

192,203

2,500

局/部/課 経済局/経済部/産業展開推進課

連絡先 電話:048-829-1349 E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp 諸収入 17

一般財源 269,008

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　本市における雇用機会の創出、地域経済の活性化並びに財政基盤の強化を目的
として戦略的な企業誘致活動を展開します。
　また、本市の都市構造を踏まえ、計画的・継続的な事業展開とするため立地検
討企業の発掘を行うとともに、その受け皿となる産業集積拠点を新たに位置づ
け、多角的視点から効果的施策を実施します。

前年度予算額 264,048

増減 4,977 

8,362 231,110

12,000

263,313

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

145 7款 1項 2目 8 ‐

＜主な事業＞

１　融資実行に係る預託

　中小企業資金融資制度の円滑な運用を図るため、融資

を実行した金融機関に対し預託を行う。

　(1) 中小企業小口資金融資制度

　(2) 中小企業中口資金融資制度

　(3) 中小企業創業支援資金融資制度

　(4) 中小企業セーフティネット資金融資制度

　(5) 中小企業緊急特別資金融資制度

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

145 7款 1項 2目 9 ‐

＜主な事業＞

１　計量事務事業

　・特定計量器定期検査業務

　　計量販売等の取引・証明に使用するはかりを定期的

　　(２年に１回)に検査する。

　・商品量目等立入検査業務

　　スーパー、ＬＰＧ販売事業者等の計量販売を行って

　　いる事業所への立入検査を実施する。

5,306

37,459

予算額 15,465,915

事務事業名 計量事務事業 予算額

事務事業名 中小企業資金融資事業
局/部/課

一般財源予算書Ｐ.

連絡先

商工費 商工費 商工振興費

＜事業の目的・内容＞

経済局/経済部/産業展開推進課

電話:048-829-1371 E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp 諸収入 15,428,456

増減 △ 6,313,185 

15,423,968

前年度予算額 21,779,100

　市内において事業を営む中小企業者及び創業者に対し、経営の安定及び向上に
必要な資金の融資あっせんを行い、中小企業の振興を図ります。

局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1367 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 715

一般財源 4,591

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　消費者の利益保護を図るため、計量法に基づき、特定計量器の定期検査、商品
量目等の立入検査及び適正計量管理事業所等への指導・監督を行います。また、
円滑な事業実施を確保するための啓発普及事業を実施します。

前年度予算額 4,967

増減 339 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 10

＜主な事業＞

１　伝統産業活性化事業

　新たな伝統産業事業所の指定を行うとともに、伝統産

業及び伝統産業事業所のＰＲを行う。

２　公衆浴場支援事業

　一般公衆浴場及び埼玉県公衆浴場生活衛生同業組合さ

いたま支部が行う設備近代化補助事業等に対し、補助を

行う。

３　工業振興補助事業

　市内中小工業事業者が行うコミュニティ事業に対し、

補助を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

145 7款 1項 2目 11 22款

‐

＜主な事業＞

１　商店街活性化推進補助事業 ４　駅前にぎわい創出補助事業

　商店街の賑わいや活性化を図るために行うイベント等 　複数の商店街等が連携し、市内の枢要な駅周辺のにぎ

の事業に対し、補助を行う。 わいを創出するイベント事業に対し、補助を行う。

２　商店街環境整備補助事業

　商店街が整備する共同施設の建設、改修等の事業に対

し、補助を行う。

３　商店街街路灯等電気料補助事業

　商店街が維持管理している街路灯などの照明施設の電

気料金に対し、補助を行う。

事務事業名 商工業振興事業 予算額 8,787
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1364 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,787

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内の商工業の振興のため、伝統産業活性化事業を実施すると共に、商工業団
体に対し、補助を行います。

前年度予算額 194,021

増減 △ 185,234 

3,119

4,350

400

事務事業名 商店街振興事業 予算額 105,044
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1364 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 繰入金 10,000

諸収入 1,440

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 93,604

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　商店街の活性化や賑わいの創出を図るため、市内各商店街に対し各種補助を行
います。

前年度予算額 168,769

増減 △ 63,725 

23,893 1,000

51,966

27,465
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 12

＜主な事業＞

１　大規模小売店舗立地法に関する協議会の運営

　意見・勧告を作成する際、協議会において専門的知識

をもつ学識経験者等の意見を聴取する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 2目 13

＜主な事業＞

１　商工見本市実行委員会補助事業

　コラボさいたま２０１１さいたま市商工見本市を開催

する、さいたま市商工見本市実行委員会に対し、補助を

行う。

事務事業名 大規模小売店舗立地事務事業 予算額 832
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1367 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 一般財源 832

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の設置者から法に基づく届出を受理
し、届出内容に対して、市としての意見・勧告を行います。

前年度予算額 899

増減 △ 67 

事務事業名 商工見本市開催事業 予算額 22,000
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1364 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 一般財源 22,000

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内商工業の振興を図ることを目的とし、商工業者の製品や技術をＰＲし、受
発注の拡大や新規市場の開拓を促進する展示会形式の商工見本市を開催します。

前年度予算額 24,000

増減 △ 2,000 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

145 7款 1項 2目 14 22款

‐

＜主な事業＞

１　産業振興会館管理運営事業

　・清掃、警備、並びに各設備の維持管理等について業

　　務委託を活用し、適切に管理・運営を行う。

　・建物及びその附属物等の経年劣化等の状況を適宜把

　　握し、安心・安全な施設管理を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

145 7款 1項 2目 15 22款

‐

＜主な事業＞

１　産業文化センター管理運営事業

　・産業文化センターの施設の維持管理等を指定管理者

　　制度を活用し、適切に管理・運営を行う。

　・建物及びその付属物等の経年劣化等の状況を指定管

　　理者に適宜把握をさせ、安心・安全な施設管理を図

　　る。

事務事業名 産業振興会館管理運営事業 予算額 15,034
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1367 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,614

諸収入 93

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 13,327

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　地域産業の振興及び中小企業の育成を図るため、産業振興会館の利用者が安全
かつ快適に施設を利用できるよう、諸設備等の維持管理を行います。

前年度予算額 19,807

増減 △ 4,773 

事務事業名 産業文化センター管理運営事業 予算額 52,289
局/部/課 経済局/経済部/商工振興課

連絡先 電話:048-829-1367 E-mail:syoko-shinko@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 4,052

諸収入 9

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 48,228

予算書Ｐ. 商工費 商工費 商工振興費

　市内産業の振興及び市民文化の向上と福祉の増進を図るため、産業文化セン
ターの利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、諸設備等の維持管理を行
います。

前年度予算額 45,424

増減 6,865 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 3目 1

＜主な事業＞

１　観光団体運営補助事業補助金 　[参考]スポーツコミッションについて

　さいたま観光コンベンションビューローをはじめとす 　・設置の目的

る市内観光団体等が実施する事業へ補助を行う。 　　地域経済の活性化に資するスポーツ大会・イベン

　[内訳] 　　トを積極的に誘致し、スポーツを通じた新たな観

　　・コンベンションビューロー補助金 　　光客の拡大を図り、地域経済を活性化させる。　

　　・地域のまつり等補助金 　・スポーツコミッションの主な事業内容

　  (1) スポーツ団体等との折衝による大会誘致活動

２　スポーツコミッション事業補助金 　  (2) 宿泊・交通等ワンストップ窓口での大会運営

　スポーツコミッションの運営及び大会等誘致のための       支援

補助を行う。 　  (3) スポーツ大会・イベントの集客プロモーション

　※その他に、コミッション設立支援のための委託料 　  (4) 参加者・観戦者への観光行動促進プロモー

　4,800千円を観光推進対策事業に計上。       ション

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

145 7款 1項 3目 2

＜主な事業＞

１　さいたま市花火大会の実施　　　　　　　　

　[参考]

　　平成22年度実績

　　　大和田公園会場　　平成22年７月30日実施

　　　大間木公園会場　　平成22年８月14日実施

　　　岩槻文化公園会場　平成22年８月21日実施

　　　補助金額　48,000,000円

　　　入込客数　240,000人(３会場合計)

81,950

45,606

事務事業名 観光団体運営補助事業 予算額 391,524
局/部/課 経済局/観光政策部/観光政策課

連絡先 電話:048-829-1365 E-mail:kanko-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 391,524

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 商工費 商工費 観光費

　各種観光団体に対し運営経費及びイベント開催経費の一部を補助することによ
り、本市の観光事業の振興・観光団体の育成を図るものです。
　また、平成23年度中に創設し(社)さいたま観光コンベンションビューロー内に
設置されるスポーツコミッションの運営経費等に対して補助を行います。 前年度予算額 321,339

増減 70,185 

51,747

345,918

事務事業名 さいたま市花火大会事業 予算額 51,747
局/部/課 経済局/観光政策部/観光政策課

263,968

連絡先 電話:048-829-1365 E-mail:kanko-seisaku@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 商工費 商工費 観光費

一般財源

＜事業の目的・内容＞

　市民にふれあいの場を提供するとともに、市民の交流と親睦を目的として花火
大会を開催している、さいたま市花火大会実行委員会の事業運営費の一部に対し
て補助を行います。

前年度予算額 48,000

3,747 増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

145 7款 1項 3目 3 22款

‐

＜主な事業＞

１　さいたま観光大使事業　　　　　 ４　観光パンフレットの作成　

　本市の魅力を市の内外に伝えるため、さいたま観光大 　日本語及び外国語版の観光パンフレット等を作成し、

使によるＰＲを実施する。 海外も含めた本市への誘客を図る。

２　観光振興懇話会 ５　10周年記念イベントの実施

　有識者、市民等が本市の観光振興等について研究する 　10周年記念事業の一環として、半日観光ルートを活用

場として設置・運営する。 したスタンプラリー及び10周年記念プレートを掲示した

列車の運行等を同時期に実施し、相乗効果による集客増

３　半日観光ルート事業 を図る。

　半日観光ルートのルートマップの作成や案内看板の整

備等を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

193 11款 1項 1目 1

＜主な事業＞

１　災害時における農業施設の復旧

　災害時において、農業施設の復旧を円滑に行い、農業

被害を最小限にとどめることに努める。

　災害時における農業施設の復旧を速やかに行うことにより、農業生産基盤の維
持を図ります。

前年度予算額 3

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 災害復旧費 農林水産施設災害復旧費 農林水産施設災害復旧費

局/部/課 経済局/経済部/農業政策課

連絡先 電話:048-829－1376 E-mail:nogyo-seisaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 3

事務事業名 災害復旧費（農業政策課） 予算額 3

事務事業名 観光推進対策事業 予算額 30,021
局/部/課 経済局/観光政策部/観光政策課

連絡先 電話:048-829-1365 E-mail:kanko-seisaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 604

＜事業の目的・内容＞ 一般会計 29,263

予算書Ｐ. 商工費 商工費 観光費

　本市の観光振興と観光資源の積極的なＰＲを図るため、各種パンフレットの作
成及び半日観光ルートや観光大使の活用により、本市の観光の魅力を広く市の内
外に発信していくための各種事業を実施するものです。
　また、さいたま市誕生10周年記念事業の一環として、スタンプラリーや記念プ
レート列車の運行等を行うものです。

前年度予算額 29,797

増減 224 

4,000

9,250

諸収入 154

1,760

488

3,233
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

＜主な事業＞

［1款:市場施設管理運営事業費］

　(1) 新冷蔵庫冷凍機交換修繕

　(2) 市場施設等保守管理委託料

　　  食品の安全衛生環境の管理を委託する。

［2款:と畜場施設管理運営事業費］

　(1) スポットクーラー設置修繕

　(2) 施設等保守管理委託料

　    と畜場における就労環境の改善を図る。

［3款:公債費］

　(1) 過去の借り入れに対する元金の支払及び利子の支

　　払を行う。

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

4,326

236,785

繰入金 219,403

184,578

局/部/課

予算額

使用料及び手数料

28,000 

376,000

19諸収入

404,000

前年度予算額

増減

会計名

E-mail:shokuniku-chuo-oroshi@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ.

連絡先 電話:048-644-2929

食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計
経済局/経済部/食肉中央卸売市場・と畜場

385

＜事業の目的・内容＞

　本事業は、食肉の公正かつ安定的な取引の確保と流通過程の合理化を図り、安
全で安心な食肉を安定的に供給し続けるため、施設整備や流通環境の変化に柔軟
に対応できる市場として、公共的、社会的役割を果たします。

89,937
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