
１　基本方針
　市民生活を安全かつ快適なものとするため、地域に必要な道路交通網の充実を図り、暮　

らしの道路を整備すると共に、公共下水道整備の推進、治水対策の推進、民間住宅の耐震

化など、市民の安心・安全に配慮した都市基盤整備を進めます。

　また、道路・下水道等の老朽化に伴い、補修等に必要とする経費が増加しているため、

都市基盤の維持管理を行っていく上で、治水対策等にも配慮した改修を進めるなど、快適

な市民生活を確保するための維持管理に努めます。

２　主な取組
(１)　市民の安全・安心に密接に係わる都市基盤の整備を推進します。

　　・全てのライフライン整備の基本となる道路境界確定測量を推進します。

　　・広域幹線道路及び市内幹線道路並びに暮らしの道路整備を推進します。

　　・浸水被害等を軽減するため雨水貯留施設及び河川等の整備を推進します。

　　・快適な市民生活のための公共下水道(汚水)の整備を推進します。

　　・啓発活動及び助成事業の推進により、民間住宅の耐震化を促進します。

(２)　市民の安全・安心に配慮した、効率的な都市基盤の維持管理を行います。

　　・市民の安全を確保し、快適な生活環境を守るための、道路、橋りょう及び下水道施設

　　　の適切な維持管理の実施に努めます。

３　行財政改革への取組
(１)　市民生活環境の安全・安心を高める都市基盤整備及び維持管理を推進します。

　　・都市基盤の整備及び維持管理など、市民生活の安全及び快適さの確保に重点を置いた

　　　業務を実施します。

　　・境界確定測量(区域線測量)を推進し、個別に対応していた測量、立会等の業務の効率

　　　化及び工事の迅速化により、市民サービスの向上を図ります。

(２)　市営住宅事業について、市営住宅等の適正入居促進と長寿命化計画による老朽化団地

　　の集約建替えや既存団地の維持管理の適正化を図ります。

４　建設局予算額
<一般会計>

<企業会計(下水道事業会計)>

平成22年度当初予算額 増減

51,661,167 2,934,17554,595,342

35,730,727

平成22年度当初予算額

△ 2,420,33938,151,066

増減

建設局　平成23年度局運営方針(案)

平成23年度当初予算額

平成23年度当初予算額

(単位：千円)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

147 8款 1項 1目 3

＜主な事業＞

１　市有施設の保全、新増改築に関する建築工事の設計

　及び積算業務

２　市有施設の保全、新増改築に関する建築工事の工事

　監理業務

 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

147 8款 1項 1目 4

＜主な事業＞

１　市有建築物の調査及び維持管理 　[参考]

　　(市有建築物耐震化)

２　市有建築物の耐震化に伴う診断、設計業務及び工事 　　(1)事業計画(企業会計を除く)

　監理 　　　・診断 　　　　　40棟

　　　・設計 　 　　　101棟

　　　・補強工事　　　 15棟

　　(2)財源内訳(関係各課)

連絡先

＜事業の目的・内容＞

　市有建築物の計画的な保全のため、施設情報の一元化管理を行い、耐震化を図
るとともに、保全計画を推進します。

電話:048-829-1509

前年度予算額

一般財源

3,564

予算額

72,661

72,661

事務事業名

土木費 土木管理費

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

局/部/課

連絡先

営繕事務事業（営繕課）
建設局/建築部/営繕課

電話:048-829-1527

局/部/課

予算書Ｐ. 土木総務費

3,531予算額

一般財源

増減

3,531

△ 33 

＜事業の目的・内容＞

営繕事務事業（保全管理課）

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 土木総務費

事務事業名

　学校、保育園、公民館、消防庁舎等の市有施設の保全工事や新たな行政需要に
基づく新増改築工事の設計業務と工事監理業務を実施します。

建設局/建築部/保全管理課

E-mail:hozen-kanri@city.saitama.lg.jp

増減

前年度予算額 71,621

1,040 

<財源内訳>
事業費
1,011,628

地 方 債 そ の 他 一般財源
170,310 376,600 0 464,718
国県支出金
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

147 8款 1項 1目 5

＜主な事業＞

１　市有施設の建設・改修に関する設備工事の設計、積

　算業務

２　市有施設の建設・改修に関する設備工事の工事監理

　業務

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

147 8款 1項 2目 1 16款

‐

＜主な事業＞

１　耐震診断・改修の推進 ３　狭あい道路後退用地分筆費用の助成 

　平成27年度耐震化率90％達成を目標に診断及び改修の 　建築に伴い後退した用地を市に寄付する場合の測量、

啓発、助成を推進する。 分筆に係る費用の一部の助成を行う。

　・無料耐震診断員派遣

　・耐震診断(木造住宅、非木造住宅、共同住宅、特定 ４　中高層建築物の紛争の防止、調整

　　建築物等) 　近隣住民に対し計画の事前周知、説明を事業者に義務

　・耐震改修(木造住宅・非木造住宅・共同住宅・特定 付け、紛争が生じた場合はあっせん、調停を実施する。

　　建築物等の改修・建替え、耐震シェルター)

２　アスベスト除去の推進　　　　　   

　吹付けアスベストを含有しているおそれのある材料を

使用した建物に係る分析調査、除去の助成を推進する。

290,687

76,522

　建築に関する法の主旨を尊び無秩序な建築行為等を抑制するとともに建築物を
常時適法な状態に維持し、安全で安心な住みよい街づくりを実施します。

前年度予算額 430,118

増減 15,855 

国庫支出金 182,026

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 254,366

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 建築指導費

局/部/課 建設局/建築部/建築総務課

連絡先 電話:048-829-3613 E-mail:kenchiku-somu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 9,581

増減 12 

事務事業名 建築総務事務事業 予算額 445,973

＜事業の目的・内容＞

　学校、保育園、公民館、消防庁舎等の市有施設の建設・改修工事等に関する設
備の設計、積算、工事監理等を実施します。

前年度予算額 1,865

連絡先 電話:048-829-1839 E-mail:setsubi@city.saitama.lg.jp 

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 土木総務費

一般財源 1,877

事務事業名 営繕事務事業（設備課） 予算額 1,877
局/部/課 建設局/建築部/設備課

71,600

1,504
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

147 8款 1項 2目 2 16款

＜主な事業＞

１　建築確認等台帳の整備

　建築行政共用データベースシステムを導入し、建築確

認等台帳の整備を行う。

２　建築物及び建築設備等に係る審査及び確認

３　建築物及び建築設備等に係る中間検査及び完了検査

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

147 8款 1項 2目 3 16款

17款

22款

＜主な事業＞

１　道路台帳システムの整備

　指定道路図と指定道路調書を更新し、指定道路情報管

理システムの運用管理を行う。

２　特殊建築物等の定期報告指導

　建築基準法において特殊建築物等の定期報告制度が定

められており、報告等に対して指導を行う。その一部に

について、業務委託を行う。

３　違反建築物の指導

　建築基準法に基づく許可、認定、承認に関する業務及び区域等の指定に関する
業務のほか、既存建築物に対する定期報告や防災査察等による指導業務並びに違
反建築物に対する是正指導・命令に関する業務を実施します。

諸収入 56

前年度予算額 18,760

増減 4,621 

国庫支出金 4,881

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 637

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 建築指導費

局/部/課 建設局/建築部/建築行政課

連絡先 電話:048-829-1533 E-mail:kenchiku-gyosei@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 17,807

事務事業名 建築行政事務事業 予算額 23,381

　建築基準法に基づく建築物、昇降機等建築設備の建築確認審査、検査業務を実
施します。

前年度予算額 18,122

増減 △ 1,751 

国庫支出金 277

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土木管理費 建築指導費

局/部/課 建設局/建築部/建築行政課

連絡先 電話:048-829-1533 E-mail:kenchiku-gyosei@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 16,094

事務事業名 建築確認事務事業 予算額 16,371
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

149 8款 2項 1目 3 15款

22款

‐

＜主な事業＞

１　道路管理に係る委託業務

　(1) 境界確認等測量業務

　(2) 道路台帳補正業務

　(3) その他委託業務

２　その他管理運営経費

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

149 8款 2項 1目 4

＜主な事業＞

１  道路側溝台帳の修正

  整備済の道路側溝の種類、流下方向を整理した台帳図を整備に合わせて修正す
ることにより、最新の状況を把握し、窓口での問合せ等の業務に活用するもので
す。

前年度予算額 14,760

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp 一般財源 14,760

事務事業名 道路管理事業（道路環境課） 予算額 14,760

　市道の道路延長、幅員、面積等の測量を実施し、道路台帳(路線別求積図、現況
平面図)の整備を行うとともに、道路台帳の閲覧、道路占用許可、境界確認等に関
する申請の受付等の窓口業務を行う等、市民に対し正確な情報の提供や道路管理
の適正化を推進します。

一般財源 743,101

前年度予算額 751,949

増減 △ 7,517 

使用料及び手数料 629

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 701

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

連絡先 電話:048-829-1483 E-mail:doboku-somu@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 1

事務事業名 道路管理事業（土木総務課） 予算額 744,432

705,673

38,759
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

149 8款 2項 1目 5

＜主な事業＞

１　現地調査等に使用する車両の賃借

２  事務用消耗品等の購入等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

149 8款 2項 1目 6

＜主な事業＞

１　私道寄付測量業務

1,994 増減

＜事業の目的・内容＞

電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp

  車両の賃借料や消耗品費等、日常業務を行う上で必要となる経常的な庶務経費
です。

前年度予算額 3,802

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費

一般財源 5,796

予算額 5,796
局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

前年度予算額 10,900

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 429 

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

連絡先 電話:048-829-1483 E-mail:doboku-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 10,471

事務事業名 道路移管事業 予算額 10,471

　無償譲渡により所有権移転登記ができる等の条件を満たす私道敷地について、
本市に移管したい旨の住民要望があった場合に、良好な住環境の確保と市民負担
の軽減等を目的に、移管手続きに必要な測量業務を実施します。

事務事業名 道路橋りょう事務事業

連絡先
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

149 8款 2項 1目 7

＜主な事業＞

１  私道舗装等整備費用の助成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

149 8款 2項 2目 1

＜主な事業＞

１  道路修繕事業

２  スマイルロード整備事業

75,000

75,000

1,565,050

2,490,667

  道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路付属物などの損傷箇所
を修繕することにより、安心・安全で快適な道路環境を維持します。
  また、スマイルロード整備事業においては、沿道の方々からの申請に基づき、
用地の寄附や買収を伴わない道路の整備を進めます。 前年度予算額 4,494,998

増減 △ 437,522 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路維持費

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp

増減 △ 5,000 

75,000

事務事業名 道路維持事業 予算額 4,057,476

＜事業の目的・内容＞

  市道として認定することが困難な私道の舗装等を行う者に対して、費用の一部
を助成します。

前年度予算額 80,000

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費

一般財源

事務事業名 私道舗装等整備助成事業 予算額

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

14款

15款

16款

17款

22款

23款

‐

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

諸収入

市債

一般財源

25,590

2

11,000

16,550

49

265,300

3,738,985
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

151 8款 2項 3目 1

＜主な事業＞

１　償還期間　20年(平成15～34年度) 　[参考]

２　償還総額　19,426,000千円

(旧岩槻市分107,600千円を含む)

　(1) 償還実績額 12,016,000千円(平成15～21年度)

　(2) 償還予定額  7,410,000千円(平成22～34年度)

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

151 8款 2項 3目 2 ‐

＜主な事業＞

１  暮らしの道路整備事業 952,280

  道路幅員が４メートル未満の道路においては、消防・救急などの緊急活動の妨
げとなるほか、道路排水の悪い箇所があるなど様々な問題を抱えています。これ
らの問題に対処するため、沿道の方々からの要望に基づき、道路用地の寄附を受
けて行う暮らしの道路整備事業により生活道路の整備を進めています。 前年度予算額 1,006,195

増減 3,161 

一般財源 648,856

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp 市債 360,500

増減 0 

事務事業名 道路整備事業 予算額 1,009,356

＜事業の目的・内容＞

　平成15年の本市の政令市移行に伴い、埼玉県が発行した臨時地方道整備事業債
(一般分)の元金償還金の一部を本市が負担するものです。

前年度予算額 770,000

連絡先 電話:048-829-1483 E-mail:doboku-somu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

一般財源

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

事務事業名 県臨時地方道債償還金負担金 予算額

770,000

770,000

年度別償還額 (単位:千円)

 平成21年度

 平成19～20年度

 平成17～18年度

 平成15～16年度 3,145,000

1,270,000

1,208,000

770,000

償還金額償還年度

年度別償還予定額 (単位:千円)

370,000

770,000 平成22～24年度

 平成25～26年度

 平成27～30年度

償還金額

670,000

570,000

償還年度

 平成31～34年度
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

151 8款 2項 3目 3

＜主な事業＞

１　事業用地維持管理

　先行取得した事業用地の草刈等を行う。

２　取得用地暫定整備

　取得した用地を舗装、防護柵等の設置を行う等、暫定

的な整備を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

151 8款 2項 3目 4 16款

17款

23款

‐

＜主な事業＞

１　広域幹線道路整備

　(1) 一般国道122号蓮田岩槻バイパス

延長2.8km 幅員25m

　(2) 一般国道463号越谷浦和バイパス 

Ｉランプ 延長337.4m

Ｄランプ 延長228.1m

　(3) 主要地方道さいたま鴻巣線バイパス

延長430m 幅員30m

２　市内幹線道路整備

　(1) 市道32223号線

延長665m 幅員14m

　国県道及び幹線市道の交通基盤となる幹線道路網を整備推進し、計画的に道路
新設及び道路拡幅改良を行う路線整備事業です。

市債 2,250,700

一般財源 624,713

前年度予算額 3,398,442

増減 66,241 

国庫支出金 569,170

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 20,000

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

連絡先 電話:048-829-1499 E-mail:doro-keikaku@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 100

増減 2,821 

事務事業名 道路新設改良事業 予算額 3,464,683

＜事業の目的・内容＞

　国県道及び幹線市道の整備を推進するための一般事務経費です。また、取得事
業用地の維持管理及び暫定整備を行うものです。

前年度予算額 27,417

連絡先 電話:048-829-1499 E-mail:doro-keikaku@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

一般財源 30,238

事務事業名 道路管理事業（道路計画課） 予算額 30,238
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

1(1)

1(2)

1(3)

2(1)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

151 8款 2項 3目 5 ‐

＜主な事業＞

１　対象道路

　(1) 国道16号

　(2) 国道17号

　(3) 国道298号　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

151 8款 2項 4目 1 17款

23款

‐

＜主な事業＞

１  橋りょう長寿命化修繕事業

  橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防的な修繕を実施

する。

２　耐震補強及び落橋防止対策事業

　緊急輸送道路に架かる橋りょうの耐震補強及び落橋防

止対策を実施する。

３　駅前広場改修事業

　大宮駅西口駅前広場のバリアフリー化を実施する。

一般財源 335,688

259,500

180,000

  橋りょうの老朽化による維持管理費のコスト縮減のために策定した｢橋梁長寿命
化修繕計画｣に基づき補修、修繕を実施します。
  また、震災時における道路ネットワークを確保するために耐震補強工事を行う
ことにより、橋梁機能を維持し、安心で安全な道路環境の向上を図ります。

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

△ 114,362 

県支出金 7,500

前年度予算額 1,026,750

増減

市債 487,700

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 橋りょう維持費

国庫支出金

912,388予算額

81,500

50,000

局/部/課

予算額 500,000事務事業名 国直轄道路事業負担金
建設局/土木部/道路計画課

電話:048-829-1499 E-mail:doro-keikaku@city.saitama.lg.jp

△ 300,000 

800,000

市債 450,000

一般財源

連絡先

前年度予算額

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

　道路法第50条の規定により、国土交通省が直轄で施行する道路事業(新設、改
築、維持修繕、管理等)に対する負担金です。

増減

建設局/土木部/道路環境課

事務事業名 橋りょう維持事業

471,000

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

３

１

２
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

151 8款 2項 5目 1 17款

23款

‐

＜主な事業＞

１  橋りょう架替え事業

  河川管理者との協議を進め、架替え事業を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

153 8款 2項 6目 1 16款

23款

‐

＜主な事業＞

１  歩道整備事業 ４  あんしん歩行エリアの整備

  幹線道路における歩道整備を行う。   市街地における事故発生率の高い箇所について、交通

管理者と連係した安全対策を実施する。

２  電線類の地中化

  主要駅付近における電線共同溝の整備を行う。 ５　市道10367号線の整備

　盆栽美術館と最寄り駅を結ぶ道路整備の検討を実施す

３  踏切構造改良 る。

  踏切が狭あいとなっている箇所について、歩行空間を

確保する。

23,800

9,990

1,910,174

2,000

1,503,766

244,718

86,890

  歩行者等の安全な通行を確保するため、幹線道路の歩道整備、特に主要駅周辺
では防災上の観点から電線類の地中化もあわせて実施します。また、踏切内の歩
行空間整備を行う踏切改良、車両や歩行者へ注意喚起を促す路面表示を警察と連
係して行うあんしん歩行エリアの整備等を実施し、安全かつ快適な道路空間の確
保を進めます。

一般財源 962,684

前年度予算額 2,194,649

増減 △ 284,475 

国庫支出金 225,000

＜事業の目的・内容＞ 市債 712,500

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 交通安全施設整備費

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

344,837

事務事業名 交通安全施設整備事業 予算額

  河川に架かる橋りょうについては、河川計画が事業化された際に河川改修断面
に合わせた橋りょうへの架け替えが必要となることから、河川管理者と協議を行
い、計画の進捗に合わせた整備事業を実施します。

一般財源 146,897

前年度予算額 216,375

増減 149,322

＜事業の目的・内容＞ 市債 146,800

365,697

県支出金 70,000

連絡先 電話:048-829-1490 E-mail:doro-kankyo@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 道路橋りょう費 橋りょう新設改良費

分担金及び負担金

予算額

局/部/課

事務事業名

建設局/土木部/道路環境課

橋りょう整備事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

153 8款 3項 1目 3

＜主な事業＞

１　河川賠償責任保険に関する事務

２　埼玉県河川協会の運営に関する事務負担金　　284

３　県南治水促進期成同盟会の運営に関する事務負担金

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

153 8款 3項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　各種協議会に係る負担金、旅費等

２　事務事業推進に係る消耗品費、資料印刷費等

1,606

572

　河川事業の管理運営を円滑に処理するため、河川賠償責任保険に関する事務を
行います。また、河川改修事業の推進のため、国県等関係省庁への要望及び県内
河川流域の自治体が加盟する協議会の運営に関する業務を実施します。

事務事業名 河川事務事業（土木総務課）

予算書Ｐ. 土木費 河川費 河川総務費

＜事業の目的・内容＞

　河川事業を円滑に運営するための事務経費です。

前年度予算額 4,275

増減 112 

一般財源 4,373

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 河川総務費

局/部/課 建設局/土木部/河川課

連絡先 電話:048-829-1585 E-mail:kasen@city.saitama.lg.jp 財産収入 14

事務事業名 河川事務事業（河川課） 予算額 4,387

2,555

増減 △ 93 

前年度予算額

連絡先 電話:048-829-1483 E-mail:doboku-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 2,462

局/部/課 建設局/土木部/土木総務課

予算額 2,462
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

153 8款 3項 1目 5

＜主な事業＞

１　河川草刈及び浚渫業務

　良好な河川環境を保つため、草刈及び浚渫を行う。

２　施設保守管理業務

　水害時に備え、ポンプ施設等の維持管理を行う。

３　補修工事等

　水路の補修工事や転落防止用の柵の設置等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

153 8款 3項 1目 6

＜主な事業＞

１　ホタル飼育施設維持管理業務

２　準用河川鴻沼川浄化施設維持管理業務

　生物と人間が共生できる豊かな自然と河川浄化を市民にアピールするため、清
流の復活や水辺環境の整備・保全事業を実施します。

前年度予算額 8,572

増減 △ 132 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 河川総務費

局/部/課 建設局/土木部/河川課

連絡先 電話:048-829-1585 E-mail:kasen@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,440

事務事業名 水辺環境整備事業 予算額 8,440

　治水安全度を確保するため、河川・水路の草刈、浚渫等を行い、ポンプ施設の
維持管理を行います。また、緊急水害時においてポンプ、土のう等を設置します｡

前年度予算額 782,624

増減 △ 26,525 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 河川総務費

局/部/課 建設局/土木部/河川課

連絡先 電話:048-829-1585 E-mail:kasen@city.saitama.lg.jp

事務事業名 河川維持管理事業 予算額 756,099

14款

15款

16款

17款

18款

‐

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

一般財源

476

1

134

1,640

2,744

751,104
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

155 8款 3項 2目 1 23款

‐

＜主な事業＞

１　準用河川改修事業 ３　流域貯留浸透事業

　事業箇所 　事業箇所

・準用河川新川 ・慈恩寺中学校

・準用河川滝沼川 ・新和小学校

・準用河川黒谷川　等 ・城南中学校

・西原中学校

２　普通河川改修事業

　事業箇所

・東宮下調節池

・高沼用水路

・普通河川宝来川　等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

155 8款 3項 3目 1 ‐

＜主な事業＞

１　施設保守管理事業

　芝川都市下水路見沼西縁伏越場の維持管理をするもの

で、施設運転・保守、除草などを行う。

355,472

2,295,833

84,000

　都市下水路施設の機能管理の充実を図るため、維持管理事業を実施します。

前年度予算額 12,720

増減 11,086 

一般財源 5,151

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 都市下水路費

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

連絡先 電話:048-829-1559 E-mail:gesuido-ijikanri@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 18,655

事務事業名 都市下水路維持管理事業 予算額 23,806

　浸水被害を軽減し、流域の市民の安全を守るため、川幅を拡幅し、川底を掘り
下げること等により、改修工事を進め、１時間当たり30～50mmの雨量に対応する
整備を行います。また、都市化の著しい河川流域における雨水流出量の増大等に
対応するため、流域内の小中学校及び公園に貯留浸透施設の設置を進め、治水安
全度の向上を目指します。

前年度予算額 2,800,274

増減 △ 64,969 

市債 2,087,100

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 535,105

予算書Ｐ. 土木費 河川費 河川改良費

局/部/課 建設局/土木部/河川課

連絡先 電話:048-829-1585 E-mail:kasen@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 113,100

事務事業名 河川改修事業 予算額 2,735,305

見沼西縁伏越場
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

155 8款 3項 3目 2

＜主な事業＞

１　施設保守管理事業

　排水施設の機能を十分に保つため、維持管理をする。

　(1) 施設修繕

　(2) 清掃・除草等、保守管理

　(3) 排水路補修工事

２　笹目川浄化施設維持管理負担金

　埼玉県と本市が協力し、笹目川浄化施設を維持管理す

るための負担金。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

155 8款 3項 3目 3

＜主な事業＞

１　芝川都市下水路維持管理負担金

　桶川市を起点とし、上尾市、本市を流下する芝川都市下水路の維持管理を三市
の相互協力により実施します。

前年度予算額 9,810

増減 △ 1,926 

＜事業の目的・内容＞

7,884連絡先 電話:048-829-1559 E-mail:gesuido-ijikanri@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 河川費 都市下水路費

一般財源

1,897

7,884

増減

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

事務事業名 芝川都市下水路維持管理負担金 予算額

287,189

　環境整備の向上及び市民の安全を確保するため、市街化区域内の排水施設の機
能管理の充実を図ります。

＜事業の目的・内容＞

連絡先 電話:048-829-1559 E-mail:gesuido-ijikanri@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ.

前年度予算額 283,149

14,136 

土木費 河川費 都市下水路費

一般財源 297,285

事務事業名 排水路維持管理事業 予算額 297,285
局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

155 8款 3項 3目 4 ‐

＜主な事業＞

１　排水路整備

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

155 8款 3項 4目 1

＜主な事業＞

１　一括徴収業務委託等

　南下新井汚水処理場の利用に係る使用料の賦課徴収事務を、水道料金の徴収業
務と一元化して実施するため、水道局に対して本使用料の徴収経費等を負担する
ものです。

前年度予算額 1,029

増減 △ 43 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 排水処理費

局/部/課 建設局/下水道部/下水道総務課

連絡先 電話:048-829-1554 E-mail:gesuido-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 986

事務事業名 南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業 予算額 986

　市街化区域内の浸水被害を軽減するため、雨水を速やかに排除できるよう排水
路を整備します。

前年度予算額 286,930

増減 4,174 

228,700

一般財源 62,404

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 河川費 都市下水路費

連絡先 電話:048-829-1565 E-mail:gesuido-keikaku@city.saitama.lg.jp 市債

291,104
局/部/課 建設局/下水道部/下水道計画課

事務事業名 排水路建設事業 予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

155 8款 3項 4目 2 ‐

＜主な事業＞

１　南下新井汚水処理場維持管理

　(1) 汚水処理場維持管理業務委託

　(2) 汚泥運搬業務委託

　[参考]

　　平成21年度実績

　　　・処理人口　        　　　　989人

　　　・日平均処理水量　        　446 

　　　・年間処理水量　      　162,945 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

159 8款 4項 3目 2 18款

‐

＜主な事業＞

１　事業用地維持管理

　先行取得した事業用地の草刈等を行う。

２　取得用地暫定整備

　取得した用地を舗装、防護柵等の設置を行う等、暫定

的な整備を実施する。

前年度予算額 250,415

増減 △ 69,270 

財産収入 100,000

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 79,821

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 街路事業費

連絡先 電話:048-829-1499 E-mail:doro-keikaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,324

22,797

△ 8,977 

事務事業名 街路管理事業 予算額 181,145

増減

前年度予算額

局/部/課

連絡先

一般財源 2,861予算書Ｐ. 土木費 河川費 排水処理費

事務事業名 南下新井汚水処理場維持管理事業 予算額 13,820
建設局/下水道部/下水処理センター

電話:048-643-4302 E-mail:gesuishori-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 10,959

＜事業の目的・内容＞

　南下新井汚水処理場は、岩槻区南部の大字南下新井地区及び大字黒谷地区の一
部(12.3ha)を処理区域とする、し尿処理施設です。この施設を適切に維持管理す
ることにより、区域内住民の健全な公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水
域の保全を図るものです。

局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

　街路事業を整備推進するための一般事務経費です。また、取得事業用地の維持
管理及び暫定整備を行うものです。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

159 8款 4項 3目 3 16款

18款

23款

‐

＜主な事業＞

１　広域幹線道路の整備

　(1) 道場三室線 延長1,115m 幅員30～37.5m

２　市内幹線道路の整備

　(1) 田島大牧線 延長1,442m 幅員25m

　(2) 三橋中央通線 延長825m 幅員30m

　(3) 産業道路 延長1,671m 幅員25m

　(4) 南大通東線 延長235m 幅員22～25m

　(5) 大宮岩槻線 延長1,100m 幅員15～27m

　(6) 岩槻中央通り線 延長550m 幅員16m

　(7) 町谷本太線 延長776m 幅員16m

　　　(継続費　平成23年度から平成25年度まで)

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 1目 3 18款

22款

＜主な事業＞

１　施設等保守管理委託

　(2) 財産管理業務

　(3) 駐車場管理業務 　

　(4) 修繕工事業務 　

　(5) 債権管理業務 　

　

　住宅に困窮する市民に対し、良質・低廉な家賃の住宅を安定的に供給するため
に、募集から住宅及び付帯設備の管理まで適切かつ合理的に行うものです。
　また、今後、建替えの準備を進めている市営住宅について、建替建設事業を進
め、市民の居住安定の確保を目的に、計画的な建替え等を行い、住宅に困窮する
市民へ住宅の供給を図ります。

前年度予算額 555,275

増減 △ 6,350 

財産収入 1

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 467

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅管理費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1521 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 548,457

事務事業名 市営住宅維持管理事業 予算額 548,925

　都市計画道路の整備を積極的に進めることにより、市内の交通渋滞の緩和や快
適な市民生活と円滑な都市活動を確保し、物流の効率化や市街地の活性化等に効
果をもたらすことを目的とします。

市債 3,774,400

一般財源 1,820,417

前年度予算額 9,134,136

増減 129,478 

3,400

国庫支出金 3,325,800

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 339,597

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 街路事業費

連絡先 電話:048-829-1499 E-mail:doro-keikaku@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金

予算額 9,263,614
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課

　(1) 入居管理業務

事務事業名 街路整備事業

1(1)

2(2)

2(1)

2(3)

2(4)

2(5)

2(6)

2(7)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 1目 4 22款

＜主な事業＞

　資金融資の実行に必要な原資を金融機関へ預託

　資金融資の申請がなされた際に、融資の可否及び融資

額を決定するため、浸水住宅改良資金融資審査会を開催

する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 1目 5

＜主な事業＞

１　長期優良住宅の認定に係る、構造計算等適合判定業

　務委託

　法令に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優
良住宅の認定及び普及促進を行います。

前年度予算額 999

増減 80 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅管理費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1522 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,079

事務事業名 長期優良住宅認定事業 予算額 1,079

　市民生活の安定を図るため、降雨等により浸水する住宅を改良しようとする市
民に資金の融資を行います。

前年度予算額 1,540

増減 △ 780 

諸収入 750

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅管理費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1520 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 10

事務事業名 浸水住宅改良資金貸付事業 予算額 760

１　金融機関への預託

２　浸水住宅改良資金融資審査会の開催
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 1目 6

＜主な事業＞

１　情報整備事業

　ホームページやパンフレットを活用し、最新のマンシ

ョン管理に関する情報を提供する。

２　知識の普及啓発事業

　マンションの管理運営に関する基礎セミナーや相談会

を開催する。

３　調査研究事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 1目 7 16款

＜主な事業＞

１　高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助

２　特定優良賃貸住宅家賃減額補助

　中堅所得ファミリー世帯向け及び高齢者世帯向けの一定基準を満たす優良な賃
貸住宅の供給計画を市長が認定し、その認定事業者に対して国及び市が整備費及
び入居者の家賃の減額に要する費用の一部を助成するものです。

前年度予算額 19,368

増減 0 

国庫支出金 9,684

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅管理費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1521 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 9,684

事務事業名 民間優良賃貸住宅整備助成事業 予算額 19,368

　｢埼玉県マンション居住支援ネットワーク｣に加盟し、地方公共団体、ＮＰＯ法
人、専門家団体、公益企業団体及び広域的支援団体が相互に密接に連携する支援
ネットワークを構築し、適切な情報提供及び普及啓発を行います。

前年度予算額 704

増減 △ 644 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅管理費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1520 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 60

事務事業名 住宅政策推進事業 予算額 60
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

165 8款 7項 2目 1 16款

＜主な事業＞

１　老朽化市営住宅の建替に伴う団地の基礎調査及び基

　本計画の策定

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

165 8款 8項 1目 1

＜主な事業＞

1　下水道事業会計への負担、補助 　[参考]　

　下水道事業における公費負担分(雨水処理費他)と汚水

処理費における下水道使用料等の支出に対する不足分の

補助を行う。

　(1) 公費負担分

　(2) 収支不足補てん分

　　　下水道使用料等をもって補えない不足分に対する

　　補助金

前年度予算額 2,056

増減 13,356 

国庫支出金

　市営住宅は建物の老朽化が進んでおり、安心して暮らせる住まいづくりを推進
するため、老朽化が顕著な市営住宅の計画的な建替えを実施します。

6,750

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 住宅費 住宅建設費

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

連絡先 電話:048-829-1522 E-mail:jyuutaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 8,662

事務事業名 市営住宅建替事業 予算額 15,412

7,124,519

前年度予算額 8,631,549

一般財源 7,124,519

事務事業名 下水道事業会計繰出金 予算額

△ 1,507,030 

　下水道事業における公費負担分(雨水処理費他)を一般会計で負担し、かつ汚水
処理費における下水道使用料等の支出に対する不足分を補助します。

増減

局/部/課 建設局/下水道部/下水道財務課

連絡先 電話:048-829-1875 E-mail:gesuido-zaimu@city.saitama.lg.jp

2,957,809

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 公共下水道費 公共下水道費

　　　雨水処理費など一般会計が主に市税をもって賄う

　　べき経費への負担金

4,166,710

※平成22年度は予算額

繰出金の推移

平成20年度決算額

平成21年度決算額

8,631,549,000円平成22年度当初予算額※

13,834,436,242円

14,763,686,966円

15,103,478,134円

16,097,867,000円平成18年度決算額

平成19年度決算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

193 11款 2項 1目 1

＜主な事業＞

１　大規模災害発生時における土木施設の復旧

　大規模災害発生時に土木施設の復旧を速やかに行います。

前年度予算額 2

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 災害復旧費 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧費

局/部/課 建設局/土木部/河川課

連絡先 電話:048-829-1585 E-mail:kasen@city.saitama.lg.jp 一般財源 2

事務事業名 災害復旧費（河川課） 予算額 2
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（企業会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

＜事業の目的・内容＞

＜主な事業＞

［1款:下水道事業収益］ ［1款:下水道事業費用］

　(1) 下水道使用料 　(1) 管きょ費

〔参考〕 　　管きょの清掃､点検及び修繕などの維持管理を行う｡

　　下水道使用料の推移

　(2) ポンプ場費

　　ポンプ場の清掃、点検及び修繕などの維持管理を行

　う｡

　(3) 処理場費

　　下水処理センターを管理運営する費用で、下水処理

　センターは、大宮区内の大宮駅東側の南部処理区

　(2) 他会計負担金 　(110.8ha)を処理区域とする下水処理施設である。

　　雨水処理費など一般会計が主に市税をもって賄うべ

　き経費への負担金。 　(4) 流域下水道維持管理負担金

　　埼玉県の荒川左岸南部流域下水道及び中川流域下水

　(3) 他会計補助金 　道への維持管理費に対する負担金。

　　下水道使用料等をもって補えない不足分に対する一

　般会計からの補助金。 　(5) 減価償却費

　　取得した資産の時間経過に伴う価値の減少分。

　(6) 支払利息及び企業債取扱諸費

　　補償金免除繰上償還制度を利用し、平成22年度分の

　低利率での借り換えにより、約433,382千円の軽減を

　見込む。(借換想定利率1.5％)

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

4,159,290

4,687,432

E-mail:gesuido-somu@city.saitama.lg.jp

8,612,432

予算額 54,595,342

増減 2,934,175 

前年度予算額 51,661,167

連絡先

局/部/課

連絡先

電話:048-829-1554

局/部/課

連絡先

②建設局/下水道部/下水道財務課

電話:048-829-1875 E-mail:gesuido-zaimu@city.saitama.lg.jp

③建設局/下水道部/下水道維持管理課

会計名 下水道事業会計

局/部/課 ①建設局/下水道部/下水道総務課

局/部/課

連絡先 E-mail:gesuido-keikaku@city.saitama.lg.jp

予算書

局/部/課

④建設局/下水道部/下水道計画課

電話:048-829-1565

⑤建設局/下水道部/下水処理センター

電話:048-643-4302 E-mail:gesuishori-center@city.saitama.lg.jp

3,820,042

2,957,809

連絡先

【収　　入】

14,383,069

下水道事業会計予算書

　市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の
水質の保全と浸水の防除に資するため、施設の整備並びに維持管理を実施します｡

21,371,239

電話:048-829-1559 E-mail:gesuido-ijikanri@city.saitama.lg.jp

551,933

203,905

685,119

20,753,379

【支　　出】

1款 下水道事業収益

1

2

3

4

5

6

1款 資本的収入

1

2

3

4

5

国庫補助金 5,595,000

負担金 1,233,505

長期貸付金返還金 31,004

企業債 17,928,700

他会計負担金 346,668

下水道使用料 14,383,069

他会計負担金 3,820,042

その他営業収益 3,854

他会計補助金 2,957,809

消費税等還付金 203,511

雑収益 2,954

※平成18年度と平成22年度に下水道使用料を改定

※平成22年度は予算額

平成22年度当初予算額※ 13,292,136,000円

10,000,422,630円

平成20年度決算額 10,724,582,558円

平成21年度決算額 10,841,815,466円

平成18年度決算額※

平成19年度決算額 10,670,050,738円

-334-



［1款:資本的収入］ ［1款:資本的支出］

　(1) 企業債 　(1) 管きょ費

　　・借換債の発行 　　・下水道汚水事業

　　　補償金免除繰上償還制度を利用し、利率６％以上 　　　市民の生活環境の改善や公共用水域の水質保全を

　　の借入を繰上償還し、平成23年度分として低利率で 　　図る。

　　借り換えることにより、将来の支払利息について、 　　・下水道施設老朽化対策事業

　　約377,353千円の軽減が見込める。 　　　下水道施設の持続的な機能保持のため、老朽化対

(借換想定利率1.5％) 　　策を図るとともにあわせて耐震化を実施する。

　　・下水道浸水対策事業

　(2) 国庫補助金 　　　雨水貯留施設などの整備により市民の生活や安全

　　・社会資本整備総合交付金 　　を脅かす浸水被害を軽減する。

　　・下水道合流改善事業

　(3) 負担金 　　　合流式下水道は雨天時に未処理下水が河川に直接

　　・受益者負担金 　　流れ出すため、放流水の水質改善を図る。

　(2) ポンプ場費

　　・下水道施設老朽化対策事業

　(3) 企業債償還金

　　補償金免除繰上償還制度を利用し、利率６％以上の

　借入額約2,178,871千円を繰上償還する。

【支　　出】【収　　入】

5,595,000

1,131,172

2,177,600

17,928,700

1,233,505

33,841,963

1,495,720

484,426

1,130,300

25,134,877

12,204,883

6,979,880

19,164,882

8,646,039

265,000
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