
１　基本方針
　　(１)　都市化、核家族化、少子化など教育を取り巻く現状

　　　　・教員の大幅な世代交代が進む中、児童生徒一人ひとりに基礎学力の確実な定着を図るとと

　　　　　もに、より一層質の高い教育を推進していくことが求められています。

　　　　・子どもたちの規範意識や公共心の低下による問題行動の増加、人と人とのかかわりの希薄

　　　　　化による人間関係をつくる能力や自己表現力の低下など様々な問題が生じています。

　　　　・土地区画整理事業などの開発に伴う転入児童生徒の増加による教室不足への対応や障害の

　　　　　ある子どもたちが、より身近な地域で学ぶ環境が求められています。また、耐震化が必要

　　　　　な施設や老朽化が進んでいる施設があります。

　　　　・核家族化など子育て環境の変化により、親や家庭・地域の教育力の低下が懸念されます。

　　(２)　子どもの教育の充実・教育環境の整備

　　　　・自ら学び自ら考え、確かな学力を身に付けた、心身ともに健やかな子どもを育てていく必

　　　　　要があります。

　　　　・一人ひとりに応じたきめ細かい指導や個別の支援、いじめや不登校などの解消や学校への

　　　　　支援が必要です。

　　　　・障害のある子もない子も地域で学べるよう特別支援学校・学級の整備、過大規模校解消の

　　　　　ための新設校が必要です。また、耐震工事や改修工事を早急に進める必要があります。

　　　　・市民の高い学習意欲に応える各種事業を推進するとともに、公民館、図書館等の社会教育

　　　　　施設の整備充実を進めることが必要です。

　　(３)　さいたま市教育総合ビジョンに基づく教育行政の推進

　　　　　既存事業の再構築を行い、｢さいたま市教育総合ビジョン｣で示した、｢知｣｢徳｣｢体｣｢コミュ

　　　　ニケーション｣のバランスのとれた子どもを育むとともに、生涯学習の更なる充実を図り、

　　　　｢日本一の教育都市｣の実現を目指します。

２　主な取組
　　(１)　さいたま市学校教育ビジョンの推進

　　　　・少人数指導を含めた学習支援の充実を目指し、｢少人数指導等支援員｣を全小中学校に配置

　　　　　します。また、｢学級等支援員｣を学校の状況に応じて必要な学校に配置し、きめ細かな指

　　　　　導・支援を行います。

　　　　・いじめ問題や不登校の解消を図るため、教育相談室の増設など、相談体制の充実を図りま

　　　　　す。また、いじめ対策プロジェクトチームにより、いじめ解消に向けた取組を推進します。

　　　　・学校で生じる様々な問題の円滑な解決を支援する｢(仮称)学校支援チーム｣を設置し、児童

　　　　　生徒一人ひとりに向き合う環境づくりを推進します。

　　　　・子どもたちの体力低下に歯止めをかけ、進んで運動に親しむ態度を育むため、｢なわとび･

　　　　　逆上がりプロジェクト｣や体力アップキャンペーンを推進します。

　　　　・児童生徒のコミュニケーション力の育成を図るため、本市独自の｢小・中一貫潤いの時間｣

　　　　　等を推進します。
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　　　　・さいたま土曜チャレンジスクールの実施校を拡大します。

　　　　・多くの人の目で子どもたちを見守る｢学校安全ネットワーク｣の充実を図ります。

　　　　・地域と学校との連携を強化し、スクールサポートネットワークを構築します。また、学校

　　　　　を支援するボランティア体制を整備するため、市民ボランティア支援システムを導入しま

　　　　　す。

　　(３)　教育環境の整備

　　　　・新設特別支援学校(さくら草特別支援学校)の建設や特別支援学級等の整備を進めます。

　　　　・美園小学校の建設や与野西北小学校、与野西中学校等の増改築を進めます。

　　　　・学校施設や公民館の耐震化を進めるとともに、老朽化した施設の改修やバリアフリー化を

　　　　　図ります。

　　(４)　生涯学習活動の推進

　　　　・国指定史跡及び国指定特別天然記念物等の歴史自然的資源の保存及び整備に努めるととも

　　　　　に、博学連携の事業の充実を図ります。

　　　　・親の学習アドバイザーを育成するとともに、親の学習講座モデル事業を実施します。

　　　　・(仮称)武蔵浦和図書館の平成24年度の開館を目指し整備します。

３　行財政改革への取組
　　　既存事業の再点検を実施し、実施手法の見直しや改善、類似事業の統廃合、事業の再構築など、

　　主に次のような取組を行い、効果的・効率的で質の高い教育行政を推進します。

　（１）教育委員会事務局運営事業について、費用対効果の観点から教育要覧等の印刷部数や印刷方

　　　法の見直しを行い経費の削減を図りました。

　（２）校庭芝生化事業について、校庭に限らず中庭等を芝生化するなど、実施方法を工夫すること

　　　により経費を節減し、学校の緑化推進を図りました。

　（３）学校法律問題解決支援事業について、これまで実施してきた法律相談業務を市の法律相談業

　　　務に統合し、事務の効率化を図るとともに、学校における様々な問題を解決するために、新た

　　　に｢(仮称)学校支援チーム｣を設置しました。

　（４）学校に配置している臨時職員や非常勤職員について必要性や職務内容を見直し、学校のニー

　　　ズに応じた配置の重点化を図りました。

　（５）小学校の給食調理業務について、民間委託により業務の効率化を図りました。

　（６）生涯学習総合センター主催事業と市民大学運営事業について、類似した事業を実施している

　　　ことから整理統合により業務の効率化を図りました。

　（７）図書館管理運営事業について、これまで各図書館で行っていた契約事務を整理統合すること

　　　により、業務の効率化を図りました。

４　教育委員会事務局予算額
<一般会計> (単位：千円)

24,898,622 26,515,117 △ 1,616,495

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〕

‐

169 10款 1項 1目 1

＜主な事業＞

１　教育委員に対する報酬、旅費等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

169 10款 1項 2目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　土曜チャレンジスクールの拡充　　　 ４　教育要覧の発行

　土曜チャレンジスクール実施校を、新たに50校増やし、　教育委員会の仕組み、事業等についてまとめ、広く市

80校で実施する。 民に公表する。

２　教育委員会の点検・評価の実施　　　 ５　事務局の運営

　｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣に基づ 　筆耕者等の報酬の支給や市立学校、社会教育施設等と

き、学識経験者等からなる委員会を設置し、事務の執行 の文書類の配送委託等を行う。

状況の点検及び評価を実施する。

３　スクールサポートネットワークの構築

　学校、家庭、地域、行政の連携の一層の充実を図るた

め、学校支援体制を整備する。

　教育総務課が所掌する事務事業の円滑化を図るとともに、学校・家庭・地域・
行政の連携を深め、｢知｣｢徳｣｢体｣｢コミュニケーション｣のバランスのとれた子ど
もを育成するために、｢さいたま市教育総合ビジョン｣の理念に基づく教育施策を
展開します。

一般財源

局/部/課

予算額

増減

前年度予算額

教育費

連絡先 12,580

教育総務費 事務局費

47,845

21,000

101

47,068

12,571予算額

一般財源

教育委員会運営事業
教育委員会事務局/管理部/教育総務課

電話:048-829-1623

事務局運営事業（教育総務課）

＜事業の目的・内容＞

108,432

前年度予算額

101諸収入

事務事業名

予算書Ｐ.

増減

12,571

予算書Ｐ. 教育委員会費

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

教育費 教育総務費

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

局/部/課

連絡先

　教育委員会会議等教育委員の諸活動の円滑な運営を図ります。

国庫支出金電話:048-829-1623

教育委員会事務局/管理部/教育総務課

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

60,587 

95,751

△ 3 

12,574
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 3

＜主な事業＞

１　研修会出席負担金

　職員の専門的な知識や能力を向上させるため、外部機

関が行う研修に参加する。

２　消耗品・備品の購入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 4

＜主な事業＞

１　施設台帳の作成・管理

  施設台帳管理システムを活用し、施設管理を適切に行

う。

２　各種会議・研修への参加

　施設管理等の各種会議に担当者が参加し知識を深め

る。

３　講習会への参加

　特別産業廃棄物を保管している小中学校の管理者が講

習会に参加し、特別管理責任者としての必要な専門知識

を習得する。

増減 517 

103

事務事業名

教育費 教育総務費

E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

　教育委員会事務局の円滑な運営を目的として、局内の予算、決算等の取りまと
めや学校財務事務の管理及び指導・助言を行います。

予算書Ｐ. 事務局費

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額

620予算額

一般財源

事務局運営事業（教育財務課）
教育委員会事務局/管理部/教育財務課

電話:048-829-1635 620

事務事業名 事務局運営事業（学校施設課） 予算額 843
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 一般財源 843

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　所掌する事務事業の円滑化を図るため、必要な庶務事務及び学校施設の管理等
を行います。

前年度予算額 1,452

増減 △ 609 

19

563
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 5

＜主な事業＞

１　学校教育部内のとりまとめ

　各種調査・照会への回答、議会開催時等における学校

教育部内のとりまとめ、部内調整等を行う。

２　政令市相互の情報交換

　政令指定都市教育委員会調査統計・広報主管課長会議

において、情報交換及び連絡調整を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 6

＜主な事業＞

１　教員採用試験の実施

　市立小・中・特別支援学校の新規採用教員の募集や広

報活動を行うとともに、採用選考試験を実施する。

２　学校問題解決支援事業

　学校で発生する様々な問題に対処するため、(仮称)学

校支援チームを設置し、学校を支援する。

３　教職員の人事給与管理

　県費負担教職員の人事管理及び給与支給事務を行う。

増減 5 

189

事務事業名

教育費 教育総務費

E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

予算書Ｐ. 事務局費

前年度予算額

　学校教育部内をとりまとめ、部内調整等を行うとともに、政令市相互の情報交
換及び連絡調整を図ります。

194予算額

一般財源

事務局運営事業（学事課）
教育委員会事務局/学校教育部/学事課

電話:048-829-1646 194

予算額 11,109

連絡先 電話:048-829-1653 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp 一般財源 11,109

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

前年度予算額 13,297

増減 △ 2,188 

　県費負担教職員に係る適正な人事・給与管理の実施を図ります。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

事務事業名 事務局運営事業（教職員課）

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 7

＜主な事業＞

１　産休・育休、病休代替又は欠員補充で任用した臨時

　職員の社会保険料、労働保険料及び賃金

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 8

＜主な事業＞

１　指定都市教育委員・教育長協議会等の教育団体への

　負担金

増減 △ 84 

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会事務局の円滑な運営に資するため、指定都市教育委員・教育長協議
会等の教育団体へ負担金を支出します。

事務事業名 臨時職員等管理事業

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

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

前年度予算額 399

連絡先 電話:048-829-1623 一般財源

教育委員会事務局/管理部/教育総務課

事務事業名 教育団体等補助事業（教育総務課） 予算額 315

315

一般財源

予算額 556,730
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

556,730連絡先 電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　教育委員会内の臨時職員の任用に要する経費です。

前年度予算額 566,752

増減 △ 10,022 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 9

＜主な事業＞

１　負担金支出

　・指定都市小学校長会研究協議会負担金

　・大都市中学校長会連絡協議会分担金

　・政令指定都市学校事務職員研究協議会負担金

２　補助金支出

　・公立学校共済組合埼玉支部福利厚生事業補助金

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 10

＜主な事業＞

１　共通物品等の購入・払出し

２　火災保険の加入

　

14,712

△ 999 

23,919

22,920一般財源電話:048-829-1635

教育委員会事務局/管理部/教育財務課

E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp連絡先

局/部/課

共通用物品購入管理事業

＜事業の目的・内容＞

22,920事務事業名 予算額

増減

前年度予算額

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　教育委員会事務局における円滑な事務の執行を図るため、必要な共通消耗品や
共通備品等の購入及び払出しを行うほか、教育施設の火災保険に係る事務等を行
います。

事務事業名 教育団体等補助事業（教職員課） 予算額 39,629
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

連絡先 電話:048-829-1655 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp 一般財源 39,629

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　校長会等が加盟する政令指定都市で組織された団体へ負担金を支出し、学校経
営の充実、学校管理職員等の資質の向上を図ります。また、市立学校教職員が加
入する公立学校共済組合埼玉支部に補助金を支出し、教職員の福利の向上を図り
ます。 前年度予算額 41,817

増減 △ 2,188 

4,317
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 11

＜主な事業＞

１　市立小・中学校通学区域審議会の運営

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 12

＜主な事業＞

１　学齢簿編成及び学籍管理

　・システムによる学齢簿の加除、修正及び学籍管理

　・新入学通知書の発送

２　美園小学校開校準備事業【新規】

　・学齢簿及び学籍管理システムの改修及び設置

　・開校準備に係る通学路整備

　・指定校変更通知書の発送

教育委員会事務局/学校教育部/学事課

E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ.

連絡先

局/部/課

電話:048-829-1648

通学区域検討事業

＜事業の目的・内容＞

251事務事業名

教育費 教育総務費 事務局費

37,189

251

　適正な通学区域の設定及び通学区域制度の弾力的運用による、地域の要望に応
じた特定地域の設定などの対応を図ります。

0 

予算額

予算額

増減

前年度予算額

37,189

251一般財源

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

事務事業名 就学事務事業

連絡先 電話:048-829-1648 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

一般財源

＜事業の目的・内容＞

　学齢簿を編製し、入学・転学事務、指定校変更・区域外就学事務等学籍の情報
を、市内全小・中学校とシステムで繋いで管理を行います。

前年度予算額 28,868

増減 8,321 

251

30,104

7,085

-357-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

169 10款 1項 2目 13

＜主な事業＞

１　補助金の交付

　・学齢児童１人につき　　年額20,000円

　・学齢生徒１人につき　　年額40,000円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

169 10款 1項 2目 14 ‐

＜主な事業＞

１　入学準備金・奨学金の貸付

　・入学準備金 高校　　200,000円以下

大学　　400,000円以下

　・奨学金 高校　　月額15,000円

大学　　月額25,000円

２　交通遺児等奨学金の支給

　・遺児等１人につき　　月額2,000円

事務事業名 外国人学校就学補助事業 予算額 3,120
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

連絡先 電話:048-829-1647 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp 一般財源 3,120

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　外国人学校(学校教育法第134条に基づく認可を受けた各種学校のうち、義務教
育相当年齢の児童生徒を教育するもの)に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担
を軽減するため、補助金を交付するものです。

前年度予算額 3,120

増減 0 

事務事業名 入学準備金・奨学金貸付等事業 予算額 75,177
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

連絡先 電話:048-829-1647 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp 諸収入 74,865

一般財源 312

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 事務局費

　経済的理由で修学困難な高校生や大学生に対し、入学準備金又は奨学金を無利
子で貸し付け、有用な人材を育成します。また、父母等が交通事故で死亡し、又
は著しい障害がある状態となった場合にその遺児等を養育する保護者の経済的負
担を軽減するため、奨学金を支給します。 前年度予算額 78,944

増減 △ 3,767 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

171 10款 1項 3目 1 22款

‐

＜主な事業＞

１　学習指導要領の改訂に伴う整備事業 ４　理科教育設備等備品整備事業

　小・中学校において、適切な教育課程の編成・実施が 　小・中学校の理科教育に係る諸活動の充実を図るため

できるようにするための必要な教育環境整備等を行う。 理科教育等設備整備費による備品を購入する。

２　夢工房　未来くる先生　ふれ愛推進事業 ５　｢子どものための体力向上サポートプラン｣の推進

　文化・芸術及びスポーツの分野でトップレベルの実績 (｢なわとび・逆上がりプロジェクト｣)

があり、本市にゆかりのある講師を小・中学校等に派遣 　小学校の体育授業を中心に、なわとびや鉄棒(逆上が

する。 り)に関する取組を通して、児童の体力向上を図る。

３　学校図書館の充実事業　

　市立図書館と各学校の図書館を結ぶネットワーク便を

運行し、蔵書の共同利用を図り、学校図書館を計画的・

積極的に活用する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

171 10款 1項 3目 2

＜主な事業＞

１　研究指定校等の研究委嘱

　本市の特定の課題に関する研究を行う研究指定校等を

決定し、研究を委嘱する。

２　研究委嘱校への指導・助言

　研究委嘱校の研究内容等に対して指導主事等が指導・

助言をすることで研究の充実、授業力の向上を図る。

３　研究成果共有プログラムの構築及び活用

　研究指定校の研究成果など優れた教育実践例を共有す

るプログラムを構築し、その活用を図る。

事務事業名 学校教育推進事業 予算額 491,185
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1660 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 5,000

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

前年度予算額 240,432

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 467,234

　｢学びの向上さいたまプラン｣に基づき、指導内容の工夫改善及び教育指導力の
向上等を図るために、学校訪問による教育指導をはじめ、各種教育資料の発刊、
読み・書き・そろばんプロジェクトの実施、教育コラボレーション構想や、｢自分
発見！｣チャレンジさいたま事業の推進、学校図書館の充実等に努めます。

18,951

事務事業名 研究奨励・研究委嘱事業 予算額 8,481
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1662 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,481

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

　学校教育上必要な研究の委嘱及び校内研修等を充実させるため、研究指定校、
推進校及び自主発表校等の研究推進を助成します。

前年度予算額 12,912

増減 △ 4,431 

10,012

1,470

384,119

増減 250,753 

諸収入

3,220
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

171 10款 1項 3目 3 　

　

＜主な事業＞

１　さいたま市生徒・教職員海外交流事業実施委員会の

　の開催(２回)

２　結団式及び事前研修会の開催(３回)

３　引率教諭及び中学生の海外への派遣　

　・派遣先：ニュージーランド　ハミルトン市

　・派遣期間：平成23年８月10日～17日(８日間)

　・派遣人数：市立中学校在籍生徒57名・引率者４名

４　帰国報告会の開催及び帰国報告書の発刊

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

171 10款 1項 3目 4

＜主な事業＞

１　日本語指導員の派遣 ４　海外姉妹都市教員の受入

　日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒が在籍する   海外姉妹都市の教員を受け入れ、国際理解教育の推進

市立小・中学校に日本語指導員を派遣する。 を図る。

２　国際教育主任研修会の実施

　講演会やワークショップを取り入れた国際教育主任研

修会を実施する。

３　姉妹校等交流の支援

　姉妹校等交流を実施する学校からの申請に基づいて、

交流に係る通信運搬費等の費用を支援する。

連絡先 電話:048-829-1662 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 一般財源 9,780

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

　日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒が在籍する市立小・中学校に日本語
指導員を派遣し、日本語指導及び適応指導を実施します。
　また、さいたま市の姉妹都市等の小・中学校との学校間交流や、さいたま市と
姉妹都市の教員の相互派遣・受入に関すること等の事業を行います。

事務事業名

局/部/課

教育費 教育総務費 教育指導費

事務事業名 生徒海外交流事業 予算額 8,620
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1662 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,620

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

　国際的な視野で活動できる人材の育成を目指し、市立中学校に在籍する中学生
を海外に派遣します。

前年度予算額 9,696

増減 △ 1,076 

前年度予算額 9,844

増減 △ 64 

国際理解教育推進事業 予算額 9,780
教育委員会事務局/学校教育部/指導１課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

171 10款 1項 3目 5 ‐

＜主な事業＞

１　ＡＬＴ及びＪＡＴの派遣

２　小・中一貫｢英会話｣カリキュラムの実施及び検証

３　研究推進モデル校による研究及びグループ研修会の

　実施

４　｢英会話｣中核教員の養成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

171 10款 1項 3目 6

＜主な事業＞

１　さいたま市教育振興基金への積立

　教育振興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。

268,651

事務事業名 英語教育充実推進事業 予算額 269,055
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1662 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 諸収入 1,210

2,596 

一般財源 267,845

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

予算額 160

　外国語指導助手(ＡＬＴ)を市立小・中・高・特別支援学校、幼稚園に派遣する
とともに、日本人英会話講師(ＪＡＴ)を全校に派遣し、英語によるコミュニケー
ション力の育成を目指します。
　また、定期的に研修を実施し、指導力の向上を図ります。 前年度予算額 266,459

増減

連絡先 電話:048-829-1662 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 財産収入 160

△ 120 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

　さいたま市教育振興基金に対して、積み立てを行います。

前年度予算額 280

増減

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

事務事業名 教育振興基金積立金
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

171 10款 1項 3目 7 ‐

＜主な事業＞

１　みどり豊かな学校づくり推進事業　 ４　図書運搬用ボックス　

　市立小・中学校を対象に推進校を指定し、児童生徒を   リサイクル用品を日常的に利用し、児童生徒の環境問

中心とした学校環境緑化活動等の推進を図る。 題等への関心や理解の向上を図る。

２　ホタル飼育研究　

　４つの小学校においてホタルを飼育し、その成果につ

いて地域への公開や広報などを行う。

３　環境学習資料作成　

  中学校用環境学習資料を作成し、各学校や関係課所に

配付する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

171 10款 1項 3目 8 ‐

＜主な事業＞

１　自然体験活動補助事業

  自然体験活動や宿泊体験活動の補助により、活動の充

実を図り、円滑な実施を支援する。

２　自然の教室補助員配置事業

　自然の教室を円滑に実施するため、補助員を配置す

る。

事務事業名 環境教育推進事業 予算額 2,990
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1660 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 繰入金 1,845

一般財源 1,145

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

予算額 13,082

5,552

増減 △ 2,562 

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

国庫支出金 233

一般財源 12,849

連絡先 電話:048-829-1660 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp

　自然体験活動や宿泊体験活動を通して、自然を愛する心、豊かでたくましい心
と体を育成し、協力して生活する態度を養うために、自然の教室の円滑な実施の
補助を行います。

増減 1,112 

教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

  環境学習のための資料や事業、施設・設備の充実を図り、よりよい環境の創造
に主体的に参加し、環境への責任ある行動がとれるようにします。

事務事業名 少年自然の教室推進事業
局/部/課

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

前年度予算額 11,970
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

171 10款 1項 3目 9 ‐

＜主な事業＞

１　市立高校｢特色ある学校づくり｣の推進 ３  中高一貫教育校の充実

　市立高校の｢特色ある学校づくり｣を推進するため、各 　中高一貫教育校の一層の充実を図るとともに検証を進

学校の最終報告をとりまとめ、教育課程の編成作業と所 め、得られた教育成果を市内中学校へ普及させる。

要額の精査を進める。

２　市立高校合同授業研究会の充実

　授業力向上のため、市立高校合同授業研究会の充実を

図るとともに、授業研究支援訪問において適切な指導、

助言にあたる。

　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

171 10款 1項 3目 10

＜主な事業＞

１　｢人間関係プログラム｣の推進

　人とかかわる際のスキル(技術)を身につけるプログラ 　さいたま市内の小・中・高・特別支援学校等及び関係

ムを実施し、子どもたちの人間関係を構築する能力の育 機関・団体が連携協力を一層深め、地域ぐるみの青少年

成を図る。. 健全育成を推進する。

２　｢あいさつ運動｣の充実 ４　学校・警察連絡協議会の充実

　すべての市立小・中学校で｢あいさつ運動｣を実施する 　学校と警察が緊密な連絡協調のもとに非行等を未然に

とともに、推進モデル校を指定委嘱し、あいさつや礼儀 防止して、児童生徒の健全育成を図る。

を踏まえた言葉で溢れる学校づくりを目指す。

３　さいたま市合同生徒指導委員会の充実

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

事務事業名 学校教育・中高一貫教育校推進事業 予算額 5,484
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1671 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 2,068

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

6,751

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 1,267 

一般財源 3,416

前年度予算額

事務事業名 生徒指導総合計画事業 予算額 6,292

　魅力ある高校教育を提供するため、高校教育の底上げを図り、質の高い特色あ
る学校づくりを推進します。併せて、中高一貫教育校の一層の充実を図るととも
に検証を進め、得られた教育成果を市内中学校へ普及します。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1668 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 一般財源 6,292

　児童生徒の健全育成を目指す総合的な事業計画を策定し各方面との連携、協力
を進めながら、教育委員会を中心に、市全体で児童生徒の健全育成に取り組みま
す。

前年度予算額 10,953

増減 △ 4,661 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

171 10款 1項 3目 11 ‐

＜主な事業＞

１　特別支援学校の整備 ４　特別支援教育に係る教育相談の充実

　市立養護学校の教室不足への対応と施設設備の充実を 　就学支援委員会や就学相談・支援相談を充実させると

図るため、校舎の増築を進める。 ともに、早期相談、早期支援を実現するなど相談の充実

を図る。

２　通常の学級における特別支援教育の推進

　個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成・活用を ５　さいたま市特別支援ネットワーク連携協議会での相

進めるほか、学級等支援員の配置や特別支援教育推進学 　談・支援の充実

校訪問を実施する。 　障害のある子どもが、ライフステージに応じた適切で

一貫した支援を受けるため、教育・医療・保健・福祉・

３　特別支援学級・通級指導教室の整備 労働の各機関が連携して相談・支援を行う。

　特別支援学級・通級指導教室を計画的に設置するほか

教育の内容や体制の充実を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

171 10款 1項 3目 12 22款

‐

＜主な事業＞

１　教育相談・教育相談室の充実  ３　さわやか相談員の配置と活用  　　　

  市内に在住・在学する幼児から高校生及びその保護者 　さわやか相談員を市立全中学校に配置し、児童生徒ま

を対象として、学校(園)生活にかかわる様々な相談を受 たは保護者等との相談に応じるとともに、相談活動にお

けるとともに、課題のある児童生徒への支援方法を学校 ける教職員との連携を図る。また、小学校専任さわやか

と連携しながら教職員に助言するなどして、児童生徒の 相談員を配置し、校区内の小学校の児童や保護者の相談

心の悩みや不安の軽減を図る。 にも応じる。

２　適応指導教室の充実          ４　スクールカウンセラーの配置と活用　

　相談と指導の一体化による、不登校児童生徒の学校復 　臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する

帰、社会的自立を図ることを目標に、学習支援を中心と スクールカウンセラーを市立全中学校に配置し、教職員

した継続的な適応指導と、社会体験・自然体験などの体 又は保護者への指導助言及び児童生徒のカウンセリング

験的な適応指導を二本柱とした支援活動を行う。 を行う。

事務事業名 特別支援教育推進事業 予算額 66,514
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1667 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 10,840

一般財源 55,674

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

　｢さいたま市特別支援教育推進計画｣に基づき、特別支援学級や通級指導教室の
設置などの整備を進めます。また、特別支援ネットワーク連携協議会の運営をは
じめ、特別支援教育に係る教育相談の充実、教職員の専門性の向上、啓発活動な
ど、特別支援教育の推進に努めます。 前年度予算額 41,413

増減 25,101 

事務事業名 教育相談推進事業 予算額 357,521
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1665 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 31,204

諸収入 1,421

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 324,896

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育指導費

　市立全中学校にさわやか相談員とスクールカウンセラーを配置し、児童生徒の
悩みの相談や保護者及び教職員への支援を行います。また、市立教育相談室と適
応指導教室で、学校生活上の課題や悩みのある幼児・児童生徒及びその保護者、
または教職員に専門的な立場からきめ細やかな教育相談やカウンセリングを実施
します。

前年度予算額 357,054

増減 467 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

171 10款 1項 4目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　さいたま市立教育研究所管理運営事業 ４　教職員研修事業

　教職員の研修、研究活動の拠点として、施設の管理と 　教職員を対象にキャリアステージ等に応じた多様な研

運営を行う。 修を実施し、教師としての資質を高め、実践的な指導力

の育成を図る。

２　学習状況調査事業

　全国学力・学習状況調査及び市独自の学習状況調査等

の結果から、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し

指導方法の改善について学校に提言する。

３　カリキュラムサポートセンター事業

　教職員を対象として、学習指導案・研究紀要等の資料

の提供、教材開発や授業づくりの支援を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

17款

173 10款 1項 4目 3 ‐

＜主な事業＞

１　メディアリテラシー教育推進事業

　児童生徒のメディアリテラシーの育成及び学校非公式

サイト等の監視を行う。

２　教育の情報化推進事業

　校務の効率化を図り、教職員が児童生徒に向き合う時

間と情報セキュリティを確保するため、機器等の運用及

び管理を行う。

３　情報教育の充実

　ＩＣＴを効果的に活用した授業の実践と情報教育の推

進を図るため、研修会等の実施や機器等の整備を行う。

820,101

7,94623,561

2,806

3,767

6,930

3,932

予算額 38,080

連絡先 電話:048-838-0781  E-mail:kyoiku-kenkyujyo@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 15

諸収入 33

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 38,032

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育研究所費

前年度予算額 38,780

増減 △ 700 

事務事業名 教育情報ネットワーク推進事業 予算額 830,963
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教育研究所

連絡先 電話:048-836-1713 E-mail:kyoiku-kenkyujyo@city.saitama.lg.jp 県支出金 6,930

△ 1,911 

一般財源 824,033

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 教育総務費 教育研究所費

　市立小・中・特別支援学校において、情報機器を効果的に活用した「分かる授
業」の実践と校務の効率化のためにＩＣＴ環境を整備するとともに、情報教育を
推進し、児童生徒及び教職員の情報活用能力の育成を図ります。

前年度予算額 832,874

増減

　市立小・中・特別支援学校等の教職員の資質・能力の向上及びさいたま市の教
育の推進を図るため、学力・学習状況調査等を基とした実践的な調査研究、授業
づくりや研修に生かせるカリキュラム開発や教育実践の支援、キャリアステージ
等に応じた研修や学校の課題や教職員のニーズに応じた実効性の高い研修を実施
します。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教育研究所

事務事業名 教育研究所管理運営事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

173 10款 2項 1目 2 ‐

＜主な事業＞

１　小学校に配置される非常勤給食調理員の報酬

２　小学校市費職員の連絡業務や研修・出張等の旅費

３　学校技能職員(用務・校務担当)の被服貸与品の購入

　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

173 10款 2項 1目 3 ‐

＜主な事業＞

１　美園小学校の校用備品等の購入 ４　光熱水費の支払い

　平成24年４月の美園小学校開校に必要な消耗品や備品

を購入する。 ５　機械警備の業務委託　

　休日、夜間の機械警備を業務委託する。

２　浦和別所小学校・与野西北小学校の校用備品等の購

　入 ６　トイレ清掃の業務委託　　　　　　

　平成24年４月の浦和別所小学校改築部分と与野西北小 　トイレ清掃(尿石除去を含む)を業務委託する。

学校増築部分の供用開始に必要な消耗品や備品を購入す

る。

３　消耗品・備品の購入

35,796

1,388,662194,200

29,460

264,108

6,408

689

　市立全小学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持する
ことを目的として、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品等の購入を
はじめ、光熱水費の支払い、施設の修繕、機械警備等の業務委託等を行います。

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

1,380

＜事業の目的・内容＞

　小学校の用務、調理業務等を担当する職員の人事管理に関する経費です。

前年度予算額 13,164

増減 △ 4,687 

一般財源 8,439

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校管理費

連絡先 電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp 諸収入 38

事務事業名 小学校管理運営事業（教育総務課） 予算額 8,477

1,576

予算額 2,317,393
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

事務事業名 小学校管理運営事業（教育財務課）

一般財源 2,315,817

連絡先 電話:048-829-1635 E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校管理費

諸収入

前年度予算額 2,112,472

増減 204,921 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

173 10款 2項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　少人数指導等支援員の配置

　少人数指導を含めた学習支援・生活支援のため、市立

全小学校に、少人数指導等支援員を配置する。

２　学校図書館司書の配置

　図書館教育の充実を図るため、市立全小学校に、専任

の司書を配置する。

３　非常勤講師の配置

　初任者指導や妊娠した教職員の代替として非常勤講師

を配置する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

173 10款 2項 1目 5

＜主な事業＞

１　小学校用務業務の委託化

　平成23年度は既存の72校に加え、新たに１校を委託化

する。

前年度予算額 258,330

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校管理費

　各学校、学級における教育活動の停滞を防ぎ、適正な学校運営を確保するとと
もに、一人ひとりに応じたきめ細かい教育を実施します。

1,453

増減 1,958 

一般財源 258,835

連絡先 電話:048-829-1653 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp 諸収入

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 小学校費

予算額 260,288
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

　用務担当職員が定年退職した場合、再任用職員を配置してもなお不足が生じた
場合は、用務業務を民間に委託します。

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

事務事業名 施設等維持管理事業（教育総務課）

事務事業名 小学校管理運営事業（教職員課）

増減 △ 6,604 

前年度予算額 179,457

学校管理費

連絡先 電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 172,853

予算額 172,853
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

173 10款 2項 1目 6 22款

‐

＜主な事業＞

１　施設修繕

　老朽化した学校施設の計画的な修繕及び破損、不具合

等が生じた箇所の緊急的な修繕を行う。

２　施設保守管理委託

　学校施設の維持管理上必要な点検・管理等の業務委託

を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

175 10款 2項 2目 1

＜主な事業＞

１　教材等の購入

　小学校が必要とする各教科教材等を購入する。

253,000

事務事業名 各教科教材等整備事業 予算額 221,976

△ 7,901 

予算額

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

125,899

増減

　小学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、建物・給排水設備・衛生設備
・電気設備等の修繕及び点検等の維持管理業務を実施します。

前年度予算額

電話:048-829-1635 E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp 一般財源

小学校費 学校管理費

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 教育振興費

連絡先

　市立全小学校における教育効果を高めるため、学校教育上必要となる教材等を
購入します。

連絡先

教育費

局/部/課

＜事業の目的・内容＞

473,887

132諸収入

事務事業名

一般財源

施設等維持管理事業（学校施設課）

予算書Ｐ.

電話:048-829-1642

教育委員会事務局/管理部/学校施設課

E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 1,315使用料及び手数料

472,440

481,788

221,976

221,976

0 

前年度予算額

増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

175 10款 2項 2目 2 ‐

＜主な事業＞

１　就学援助費の支給

※学校給食費と医療費については、健康教育課が

所管する事業において援助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

175 10款 2項 3目 1 22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　大規模改修工事 ３　校庭芝生化事業

　小学校の校舎について、屋上防水・外壁塗装・内部改 　環境に配慮した学校施設整備を推進するため、校庭等

修その他改修を実施し、また、屋内運動場についても外 の芝生化及び校庭改修工事等の実施設計を行う。

部及び内部改修等を実施する。 　(1) 実施設計　見沼小

　(2) 芝生整備　沼影小

２　建築設計等委託業務

　大規模改修工事に伴い必要となる設計業務を行う。 ４　太陽光発電設備設置事業

　環境に配慮した学校施設整備を推進するため、太陽光

発電設備設置工事の実施設計を行う。

　(1) 実施設計　東大成小、植水小

3,400

24,602

通学費 特別支援学級通学者 実費

新入学用品費 1年生 19,900円

修学旅行費 実施学年 実費

区分 対象 支給額

学用品費等
1年生 12,610円

2～6年生 14,780円

　経済的理由で就学困難と認められる学齢児童の保護者に対し、学校生活に必要
な費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施を図ります。

前年度予算額 98,366

増減 13,671 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 教育振興費 一般財源 110,599

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

連絡先 電話:048-829-1647 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 1,438

事務事業名 教育扶助事業 予算額 112,037

674,552

事務事業名 各校営繕事業

学校建設費

　良好な学習環境を確保するため、市立小学校の老朽化した校舎・体育館・プー
ル等の改修をはじめ、校庭芝生化、太陽光発電設備設置等の工事及び設計を行い
ます。

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

416,200

46,149

予算額

240

720,218

市債

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 小学校費

国庫支出金

諸収入

増減

一般財源

△ 400,256 

前年度予算額 1,120,474

257,629

12,940
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

175 10款 2項 3目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　補強設計予定棟数

　(1) 校舎７棟

　(2) 体育館59棟

２　財務端末等移設

　工事に伴う各種端末の移設

３　事業計画

　平成24年度　補強工事(66棟)　耐震化完了予定

耐震化が図られた建物【文蔵小学校】

　[参考]

　・補強工事(55棟)は平成22年度２月補正予算にて対応

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

175 10款 2項 3目 3 22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　校舎等の建設工事 ２　校庭整備工事

　美園小学校の校舎・体育館・プール・給食室・太陽光 　美園小学校の校庭整備とともに一部を芝生化する。

発電設備の建設工事を行う。

３　外溝・植栽工事

<継続費> 　美園小学校の敷地内に所要の工事を行う。

22

23

計

諸収入 896

＜事業の目的・内容＞ 221,139

予算書Ｐ. 教育費

1,300,000 176,688 865,600 0 257,712

事 業 費

小学校費 学校建設費

年度
そ の 他一般財源

1,950,000

　耐震性の確保が必要とされる小学校校舎等について、補強設計及び補強工事を
行います。

事務事業名 小学校新設校建設事業

連絡先

1,147,500 0

3,250,000 449,555 2,013,100 0

財 源 内 訳

国県支出金地 方 債

529,633

一般財源

787,345

1,950,000 272,867

連絡先 電話:048-829-1642

電話:048-829-1642 E-mail gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

　浦和東部地区のまちづくりに伴う人口増に対応するため、平成24年４月開校予
定の美園小学校の建設工事を行います。

E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 1,889

局/部/課

事務事業名 予算額 223,924
教育委員会事務局/管理部/学校施設課

耐震補強事業

前年度予算額 2,823,086

増減 △ 2,599,162 

予算額 2,222,832
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

国庫支出金 287,301

諸収入 90

市債 1,335,700

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校建設費

一般財源 599,741

前年度予算額 1,307,700

増減 915,132 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

175 10款 2項 3目 4 23款

‐

＜主な事業＞

１　浦和別所小学校改築工事

<継続費>

22

23

計

２　与野西北小学校増築工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

175 10款 2項 3目 5

＜主な事業＞

１　リース料の支払い

２　保守管理

　委託契約により、空調機のフィルター清掃を行う。

３　空調機の追加設置

　年度当初、学級増となったため、新たに使用する空調

機未設置の教室に新規設置する。

0 50,152

地 方 債そ の 他

0 111,124

489,761

一 般財源

財 源 内 訳

国県支出金

161,276

事務事業名 空調整備事業

450,000

48,748

277,70061,176

201,100300,000

事 業 費

159,570

450,000

＜事業の目的・内容＞

750,000 109,924 478,800 0

事務事業名 小学校校舎増改築事業

年度

予算額 502,004
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetu@city.saitama.lg.jp

連絡先 電話:048-829-1642

予算額 675,426
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

E-mail gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 100,329

市債 373,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 201,297

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校建設費

　浦和別所小学校の校舎１棟が耐力度調査の結果、老朽化の進行が著しく認めら
れたため、校舎の改築により耐震化を図ります。また、与野西北小学校の児童数
の増加に伴い、教室不足が見込まれるため、校舎を増築します。

前年度予算額 407,000

増減 268,426 

一般財源 502,004

予算書Ｐ. 教育費 小学校費 学校建設費

　普通教室及び特別教室に空調機を設置することにより、より良い学習環境の確
保に努めます。

前年度予算額 503,256

増減 △ 1,252 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

175 10款 3項 1目 2

＜主な事業＞

１　中学校市費職員の連絡業務や研修・出張等の旅費

２　学校技能職員(用務・校務担当)の被服貸与品の購

　入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

175 10款 3項 1目 3 ‐

＜主な事業＞

１　与野西中学校の校用備品等の購入 ５　トイレ(便器)清掃等の業務委託　　

　平成24年４月の与野西中学校増築部分の供用開始時に 　トイレの便器清掃(尿石除去)と汚物処理を業務委託

必要な消耗品や備品を購入する。 する。

２　消耗品・備品の購入

　学校の管理運営用消耗品・備品を購入する。

３　光熱水費の支払い

４　機械警備業務委託

　休日、夜間の機械警備を業務委託する。

　市立全中学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持する
ことを目的として、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品等の購入を
はじめ、光熱水費の支払い、施設の修繕、機械警備等の業務委託等を行います。

20,000

174,809

836,292

920

253

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

事務事業名 中学校管理運営事業（教育総務課）

連絡先 電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校管理費

局/部/課

連絡先

事務事業名

教育委員会事務局/管理部/教育財務課

中学校管理運営事業（教育財務課） 予算額

一般財源

増減 9,909 

24,388

電話:048-829-1635

1,288,032

前年度予算額 1,202

増減 △ 29 

　中学校の用務、調理業務等を担当する職員の人事管理に関する経費です。

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校管理費

＜事業の目的・内容＞

一般財源

予算額 1,173

1,173

1,287,256

前年度予算額 1,278,123

E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp 諸収入 776
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

175 10款 3項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　少人数指導等支援員の配置

　少人数指導を含めた学習支援・生活支援のため、市立

全中学校に、少人数指導等支援員を配置する。

２　学校図書館司書の配置

　図書館教育の充実を図るため、市立全中学校に、専任

司書を配置する。

３　非常勤講師の配置

　初任者指導や免許教科外担任解消のため、非常勤講師

を配置する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

175 10款 3項 1目 5

＜主な事業＞

１　中学校用務業務の委託化

　平成23年度は既存の34校に加え、新たに１校を委託化

する。

連絡先

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校管理費

事務事業名

電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

事務事業名 中学校管理運営事業（教職員課）

施設等維持管理事業（教育総務課） 予算額

前年度予算額

85,677

85,677

△ 1,932 

87,609

　用務担当職員が定年退職した場合、再任用職員を配置してもなお不足が生じた
場合は、用務業務を民間に委託します。

増減

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

一般財源

増減

諸収入

665 

813

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費

連絡先 電話:048-829-1653 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp

中学校費 学校管理費

予算額 161,455

160,642一般財源

160,790

　各学校、学級における教育活動の停滞を防ぎ、適正な学校運営を確保するとと
もに、一人ひとりに応じたきめ細かい教育を実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

175 10款 3項 1目 6 ‐

＜主な事業＞

１　施設修繕

　老朽化した学校施設の計画的な修繕及び破損、不具合

等が生じた箇所の緊急的な修繕を行う。

２　施設保守管理委託

　学校施設の維持管理上必要な点検・管理等の業務委託

を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

177 10款 3項 2目 1

＜主な事業＞

１　教材等の購入

　中学校が必要とする各教科教材等を購入する。

電話:048-829-1635 E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

連絡先

　中学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、建物・給排水設備・衛生設
備・電気設備等の修繕及び点検等の維持管理業務を実施します。

教育委員会事務局/管理部/学校施設課

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

72,308

　市立全中学校における教育効果を高めるため、学校教育上必要となる教材等を
購入します。

139,165

増減

139,165

0 

前年度予算額

事務事業名 各教科教材等整備事業 予算額 139,165

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 教育振興費

一般財源

116,500

局/部/課

前年度予算額 253,791

増減 △ 9,564 

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

事務事業名 施設等維持管理事業（学校施設課） 予算額 244,227

一般財源 243,656

571

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校管理費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

177 10款 3項 2目 2 ‐

＜主な事業＞

１　就学援助費の支給

※学校給食費と医療費については、健康教育課が

所管する事業において援助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

177 10款 3項 3目 1 22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　大規模改修工事 ３　校庭芝生化事業

　中学校の校舎について、屋上防水・外壁塗装・内部改 　環境に配慮した学校施設整備を推進するため、校庭等

修その他改修を実施し、また、屋内運動場についても外 の芝生化及び校庭改修工事等の実施設計を行う。

部及び内部改修等を実施する。 　(1) 実施設計　田島中

　(2) 芝生整備　与野南中

２　建築設計等委託業務

　大規模改修工事に伴い必要となる設計業務を行う。 ４　太陽光発電設備設置事業

　環境に配慮した学校施設整備を推進するため、太陽光

発電設備設置工事の実施設計を行う。

　(1) 実施設計　指扇中、与野東中

3,100

　良好な学習環境を確保するため、市立中学校の老朽化した校舎・体育館・プー
ル等の改修をはじめ、校庭芝生化、太陽光発電設備設置等の工事を行います。

通学費

区分 対象 支給額

　経済的理由で就学困難と認められる学齢生徒の保護者に対し、学校生活に必要
な費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施を図ります。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

事務事業名

連絡先

新入学用品費 1年生 22,900円

修学旅行費 実施学年 実費

電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp

局/部/課

特別支援学級通学者 実費

教育扶助事業

教育委員会事務局/管理部/学校施設課

事務事業名 各校営繕事業

学用品費等
1年生 23,880円

2、3年生 26,050円

前年度予算額 161,242

増減 16,730 

一般財源 173,784

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 教育振興費

連絡先 電話:048-829-1647 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 4,188

予算額 177,972

前年度予算額 597,961

増減 △ 125,105 

一般財源 171,170

14,010

442,600 8,000

諸収入 128

＜事業の目的・内容＞ 市債 280,000

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校建設費

国庫支出金

予算額 472,856

21,558
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

177 10款 3項 3目 2 ‐

＜主な事業＞

１　補強設計予定棟数

　(1) 校舎13棟

　(2) 体育館１棟

２　財務端末等移設

　工事に伴う各種端末の移設

３　事業計画

　平成24年度　補強工事(16棟)　耐震化完了予定

耐震化が図られた建物【桜木中学校】

　[参考]

　・補強工事(27棟)は平成22年度２月補正予算にて対応

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

177 10款 3項 3目 3 23款

‐

＜主な事業＞

１　与野西中学校の特別教室棟建設工事

<継続費>

22

23

計

399,000

電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp

年度 事業費
財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

　与野西中学校の特別教室棟は耐震診断の結果、補強工事による耐震化が困難で
あるため、校舎の改築により耐震化を図ります。

増減

国庫支出金

前年度予算額

一般財源

前年度予算額 491,360

△ 70,881 

市債 272,200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 99,173

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校建設費

49,106

予算額 420,479

692,879

増減 △ 646,297 

46,134

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校建設費

448

事務事業名 耐震補強事業 予算額 46,582

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 諸収入

局/部/課

0 43,373246,000

399,000 49,106 272,200

43,627 159,000

0 77,694

121,067645,000 92,733 431,200 0

連絡先

教育委員会事務局/管理部/学校施設課

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

　耐震性の確保が必要とされる中学校校舎等について、補強設計及び補強工事を
行います。

事務事業名 中学校校舎増改築事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

177 10款 3項 3目 4

＜主な事業＞

１　リース料の支払い

２　保守管理

　委託契約により、空調機のフィルター清掃を行う。

３　空調機の追加設置

　年度当初、学級増となったため、新たに使用する空調

機未設置の教室に新規設置する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

177 10款 4項 2目 1

＜主な事業＞

１　学校技能職員(用務・校務担当)の被服貸与品の購

　入

学校管理費

局/部/課

電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp

　高等学校の用務を担当する職員の人事管理に関する経費です。

前年度予算額 131

0 増減

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費

131

予算額 131

一般財源

教育委員会事務局/管理部/教育総務課

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

事務事業名 空調整備事業

一般財源 214,006

772 

事務事業名 高等学校管理運営事業（教育総務課）

連絡先

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 中学校費 学校建設費

前年度予算額 213,234

　普通教室及び特別教室に空調機を設置することにより、より良い学習環境の確
保に努めます。

増減

予算額 214,006

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetu@city.saitama.lg.jp

206,756
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

177 10款 4項 2目 2

＜主な事業＞

１　市立高等学校４校の入学料等の口座振替管理

　(1) 口座振替事務にかかる印刷製本

　(2) 口座振替手数料の支払い

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

177 10款 4項 2目 3 ‐

＜主な事業＞

１　非常勤講師の配置

　少人数授業により、基礎・基本の確実な定着を図ると

ともに、希望制の習熟度別授業、生徒一人ひとりの興味

・関心に応じた選択科目の幅の拡大、きめ細かな指導を

展開する。

２　嘱託講師の配置

　嘱託講師を配置し、その専門的指導により、部活動等

の一層の充実と振興を図る。

　市立高等学校４校の生徒を対象に、各校の特色を生かしつつ、生徒の興味・関
心・能力に応じた学習を行うため、非常勤講師等を配置します。

電話:048-829-1653

前年度予算額 37,829

増減 588 

一般財源 38,190

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費

諸収入 227

予算額 38,417

前年度予算額 762

増減 △ 408 

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費

一般財源 354

予算額 354
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

事務事業名 高等学校管理運営事業（学事課）

連絡先 電話:048-829-1646 E-mail:kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp

　市立高等学校４校の入学料等の口座振替管理を行います。

事務事業名 高等学校管理運営事業（教職員課）

連絡先

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 4 22款

‐

＜主な事業＞

１　教職員の執務環境の整備

　教職員全員にパソコンを配備し、執務環境の向上を図

る。

２　学校の管理運営

　学校の管理運営に必要な消耗品費、光熱水費等を支払

う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 5 22款

‐

＜主な事業＞

１　教職員の執務環境の整備

　教職員全員にパソコンを配備し、執務環境の向上を図

る。

２　学校の管理運営

　学校の管理運営に必要な消耗品費、光熱水費等を支払

う。

連絡先

予算額 46,272

46,334

電話:048-886-2151 E-mail:urawa-hs@city.saitama.jp 使用料及び手数料 1,763

　浦和高等学校の管理運営に係る事業で、学校運営を円滑に遂行し、教育効果の
向上に資するための事業を行います。

前年度予算額

43,629

42,639

増減 990 

前年度予算額

予算額

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/浦和南高等学校

5,603連絡先 電話:048-862-2568 E-mail:urawa-minami-hs@city.saitama.jp 使用料及び手数料

事務事業名

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 37,222

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費 諸収入 804

増減 △ 62 

諸収入 843

一般財源 43,666

　浦和南高等学校の管理運営に係る事業で、学校運営を円滑に遂行し、教育効果
の向上に資するための事業を行います。

事務事業名 高等学校管理運営事業（浦和高等学校）
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/浦和高等学校

43,494

2,778

高等学校管理運営事業（浦和南高等学校）

2,652

40,977

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 6 22款

‐

＜主な事業＞

１　教職員の執務環境の整備

　教職員全員にパソコンを配備し、執務環境の向上を図

る。

２　学校の管理運営

　学校の管理運営に必要な消耗品費、光熱水費等を支払

う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 7 22款

‐

＜主な事業＞

１　教職員の執務環境の整備

　教職員全員にパソコンを配備し、執務環境の向上を図

る。

２　学校の管理運営

　学校の管理運営に必要な消耗品費、光熱水費等を支払

う。

事務事業名 高等学校管理運営事業（大宮北高等学校）

連絡先 電話:048-624-3412

予算額 57,814

連絡先 電話:048-663-2912 E-mail:omiya-kita-hs@city.saitama.jp 使用料及び手数料 5,168

諸収入 305

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 52,341

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費

前年度予算額 48,648

増減 9,166 

諸収入 899

事務事業名 高等学校管理運営事業（大宮西高等学校） 予算額

E-mail:omiya-nishi-hs@city.saitama.jp

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/大宮西高等学校

使用料及び手数料

64,668

1,805

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 61,964

11,120

46,694

17,898

46,770

12,909 

　大宮西高等学校の管理運営に係る事業で、学校運営を円滑に遂行し、教育効果
の向上に資するための事業を行います。

前年度予算額 51,759

増減

　大宮北高等学校の管理運営に係る事業で、学校運営を円滑に遂行し、教育効果
の向上に資するための事業を行います。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/大宮北高等学校
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

177 10款 4項 2目 8

＜主な事業＞

１　市立高等学校(４校)用務業務の委託化

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 9 ‐

＜主な事業＞

１　学校施設の維持管理

　学校の維持管理に必要な修繕料・委託料及び土地賃借

料を支払う。

　

前年度予算額 9,971

増減 △ 498 

事務事業名 施設等維持管理事業（教育総務課）

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校管理費

連絡先 電話:048-829-1624 E-mail:kyoiku-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 9,473

教育委員会事務局/管理部/教育総務課

9,473

教育委員会事務局/学校教育部/浦和高等学校

予算額

34,679

使用料及び手数料 8,756

一般財源 14,328

　浦和高等学校の施設の維持管理に必要な事業で、学校施設の維持管理及び設備
の拡充を目的として、学習の向上を側面から支援します。

事務事業名 施設等維持管理事業（浦和高等学校）

E-mail:urawa-hs@city.saitama.jp

局/部/課

増減

前年度予算額

△ 11,595 

学校管理費

予算額 23,084

23,084

＜事業の目的・内容＞

電話:048-886-2151

　用務担当職員が定年退職した場合、再任用職員を配置してもなお不足が生じた
場合は、用務業務を民間に委託します。

局/部/課

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費

連絡先
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 10 ‐

＜主な事業＞

１　学校施設の維持管理

　学校の維持管理に必要な修繕料及び委託料を支払う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 11

＜主な事業＞

１　学校施設の維持管理

　学校の維持管理に必要な修繕料及び委託料を支払う。

6,095

施設等維持管理事業（浦和南高等学校）

連絡先

事務事業名

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/浦和南高等学校

電話:048-862-2568 E-mail:urawa-minami-hs@city.saitama.jp

予算書Ｐ. 教育費 学校管理費 一般財源 1,279

＜事業の目的・内容＞

高等学校費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/大宮北高等学校

前年度予算額

使用料及び手数料 6,196

15,561

使用料及び手数料 6,095

予算額 7,475

△ 2,579 

予算額 6,095

10,054

増減

＜事業の目的・内容＞

　大宮北高等学校の施設の維持管理に必要な事業で、学校施設の維持管理及び設
備の拡充を目的として、学習の向上を側面から支援します。

　浦和南高等学校の施設の維持管理に必要な事業で、学校施設の維持管理及び設
備の拡充を目的として、学習の向上を側面から支援します。

増減

前年度予算額

事務事業名 施設等維持管理事業（大宮北高等学校）

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費

連絡先 電話:048-663-2912 E-mail:omiya-kita-hs@city.saitama.jp

学校管理費

△ 9,466 

7,475
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

177 10款 4項 2目 12 ‐

＜主な事業＞

１　学校施設の維持管理

　学校の維持管理に必要な修繕料・委託料及び土地賃借

料を支払う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 1

＜主な事業＞

１　クラブ活動で使用する物品等の整備

  クラブ活動で使用する備品等を購入する。

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

14,609

1,300

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/浦和高等学校

事務事業名 クラブ活動等推進事業（浦和高等学校）

1,300

増減 0 

前年度予算額

1,300

教育振興費高等学校費教育費

予算額 14,609

△ 1,746 

電話:048-624-3412

事務事業名 施設等維持管理事業（大宮西高等学校）
局/部/課

7,600

一般財源 7,009

連絡先

教育費 高等学校費予算書Ｐ.

　大宮西高等学校の施設の維持管理に必要な事業で、学校施設の維持管理及び設
備の拡充を目的として、学習の向上を側面から支援します。

増減

連絡先 電話:048-886-2151 E-mail:urawa-hs@city.saitama.jp

　浦和高等学校のクラブ活動の活性化と進展を図ることを目的とした事業で、備
品等の購入によりクラブ活動の一層の活性化を図ります。

予算額 1,300

16,355

学校管理費

一般財源

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額

E-mail:omiya-nishi-hs@city.saitama.jp

教育委員会事務局/学校教育部/大宮西高等学校

使用料及び手数料
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 2

＜主な事業＞

１　クラブ活動で使用する物品等の整備

  クラブ活動で使用する備品等を購入する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 3

＜主な事業＞

１　クラブ活動で使用する物品等の整備

  クラブ活動で使用する備品等を購入する。

教育費 高等学校費

1,038

事務事業名 クラブ活動等推進事業（浦和南高等学校） 予算額 1,000

電話:048-862-2568 E-mail:urawa-minami-hs@city.saitama.jp 一般財源

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/浦和南高等学校

1,000

＜事業の目的・内容＞

1,000

事務事業名 クラブ活動等推進事業（大宮北高等学校）
教育委員会事務局/学校教育部/大宮北高等学校

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

連絡先 電話:048-663-2912 E-mail:omiya-kita-hs@city.saitama.jp 一般財源 1,038

局/部/課

教育費 高等学校費 教育振興費

1,480

増減 △ 442 

前年度予算額

0 

前年度予算額

　浦和南高等学校のクラブ活動の活性化と進展を図ることを目的とした事業で、
備品等の購入によりクラブ活動の一層の活性化を図ります。

予算書Ｐ. 教育振興費

連絡先

増減

1,000

予算額 1,038

　大宮北高等学校のクラブ活動の活性化と進展を図ることを目的とした事業で、
備品等の購入によりクラブ活動の一層の活性化を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 4

＜主な事業＞

１　クラブ活動で使用する物品等の整備

  クラブ活動で使用する備品等を購入する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 5

＜主な事業＞

１　各教科の教材・図書館図書の整備

　授業で使用する教材、図書館図書を購入する。

教育費

E-mail:urawa-hs@city.saitama.jp

各教科教材整備事業（浦和高等学校）

教育費

局/部/課

予算書Ｐ.

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/大宮西高等学校

連絡先

800

事務事業名

電話:048-886-2151

教育振興費

2,696

高等学校費

2,696

2,696
教育委員会事務局/学校教育部/浦和高等学校

事務事業名 クラブ活動等推進事業（大宮西高等学校）

前年度予算額

800

増減 0 

一般財源

増減

一般財源 800連絡先 電話:048-624-3412

＜事業の目的・内容＞

　浦和高等学校の各教科の教材及び学校図書館の図書の充実を図ることを目的と
した事業で、教材や書籍の購入、備品等の充実を図ります。

予算額

800

0 

2,696

前年度予算額

予算額

E-mail:omiya-nishi-hs@city.saitama.jp

　大宮西高等学校のクラブ活動の活性化と進展を図ることを目的とした事業で、
備品等の購入によりクラブ活動の一層の活性化を図ります。

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 高等学校費 教育振興費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 6

＜主な事業＞

１　各教科の教材・図書館図書の整備

　授業で使用する教材、図書館図書を購入する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 7

＜主な事業＞

１　各教科の教材・図書館図書の整備

　授業で使用する教材、図書館図書を購入する。

3,020

2,743

連絡先

局/部/課

事務事業名 各教科教材整備事業（浦和南高等学校）

予算書Ｐ.

予算額 2,743

教育費 高等学校費

連絡先

局/部/課

教育委員会事務局/学校教育部/大宮北高等学校

一般財源 2,743電話:048-862-2568 E-mail:urawa-minami-hs@city.saitama.jp

2,578

一般財源 3,020

教育委員会事務局/学校教育部/浦和南高等学校

電話:048-663-2912 E-mail:omiya-kita-hs@city.saitama.jp

教育振興費

＜事業の目的・内容＞

　浦和南高等学校の各教科の教材及び学校図書館の図書の充実を図ることを目的
とした事業で、教材や書籍を購入し、備品等の充実を図ります。

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 各教科教材整備事業（大宮北高等学校）

教育費 高等学校費

2,743

教育振興費

増減

前年度予算額

増減

前年度予算額

　大宮北高等学校の各教科の教材及び学校図書館の図書の充実を図ることを目的
とした事業で、教材や書籍を購入し、備品等の充実を図ります。

予算書Ｐ.

予算額 3,020

0 

442 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

179 10款 4項 3目 8

＜主な事業＞

１　各教科の教材・図書館図書の整備

　授業で使用する教材、図書館図書を購入する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

179 10款 4項 4目 1 23款

‐

＜主な事業＞

１　校舎等改修工事

　(1) 浦和高等学校

　  　屋内運動場外部改修工事

　(2) 浦和南高等学校

　  　屋内運動場内部改修工事

　(3) 大宮北高等学校

　  　校舎外壁改修工事(西校舎)

2,100

　良好な学習環境を確保するために、市立高等学校の老朽化した校舎・体育館・
プール等の改修工事を行います。

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

事務事業名 各校営繕事業

予算書Ｐ.

前年度予算額 55,000

増減 85,200 

市債 5,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 318

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校建設費

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 繰入金 134,082

予算額 140,200

2,100各教科教材整備事業（大宮西高等学校） 予算額

局/部/課

事務事業名

教育費 高等学校費

連絡先 電話:048-624-3412 E-mail:omiya-nishi-hs@city.saitama.jp

前年度予算額 2,100

一般財源 2,100

教育委員会事務局/学校教育部/大宮西高等学校

0 

教育振興費

＜事業の目的・内容＞

　大宮西高等学校の各教科の教材及び学校図書館の図書の充実を図ることを目的
とした事業で、教材や書籍を購入し、備品等の充実を図ります。

増減

-387-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

179 10款 4項 4目 2 23款

‐

＜主な事業＞

１　補強設計予定棟数

　(1) 校舎３棟

２　財務端末等移設

　工事に伴う各種端末の移設

３　補強工事予定棟数

　(1) 校舎３棟

耐震化が図られた建物【大宮西高校】

４　事業計画

　平成24年度　補強工事(４棟)　耐震化完了予定

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

179 10款 5項 1目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　臨時職員の配置

　個に応じたきめ細かい指導や支援を必要とする幼児に

対する支援を行うため、臨時職員を配置する。

事務事業名 幼稚園管理運営事業（教職員課） 予算額 2,924
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

連絡先 電話:048-829-1653 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,871

諸収入 17

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,036

予算書Ｐ. 教育費 幼稚園費 幼稚園費

　市立幼稚園における教育活動の停滞を防ぎ、適正な園運営を確保するととも
に、一人ひとりに応じたきめ細かい教育を実施します。

前年度予算額 4,369

増減 △ 1,445 

　耐震性の確保が必要とされる高等学校校舎等について、補強設計及び補強工事
を行います。

前年度予算額 459,710

増減 △ 82,034 

市債 183,200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 69,110

予算書Ｐ. 教育費 高等学校費 学校建設費

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 125,366

事務事業名 耐震補強事業 予算額 377,676
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

179 10款 5項 1目 3

＜主な事業＞

１　幼児教育センター付属幼稚園の運営研究実践園とし

　ての園を運営

２　３・４・５歳児を対象とした、幼稚園教育要領に基

　づく保育を実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

179 10款 5項 2目 1

＜主な事業＞

１　幼児教育研修会の開催 ４　幼児教育電話相談

　幼稚園教育における発達段階に即応した指導のあり方 　子育てに関する電話相談を行う。

及び小学校との連携等の研修会を開催する。

５　幼児教育研究調査事業

２　幼児教育相談 　家庭教育・幼稚園教育の総合的視点から調査研究を行

　育児上の悩みや疑問について、個別的な相談事業を行 う。

う。

３　幼児教育学級

　３・５歳児とその保護者を対象に幼児教育学級を開設

する。

事務事業名 幼稚園管理運営事業（指導１課） 予算額 1,205
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1660 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1,205

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 幼稚園費 幼稚園費

　幼児教育センター付属幼稚園の運営及び３・４・５歳児を対象に、幼稚園教育
要領に基づく保育を実施します。

前年度予算額 970

増減 235 

事務事業名 幼稚園振興事業 予算額 4,484
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

連絡先 電話:048-829-1660 E-mail:kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 4,484

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 幼稚園費 幼稚園振興費

　保・幼・小の連携を図りながら、市内幼児教育の充実を図るための研修を実施
するとともに、家庭における幼児教育の啓発を進めます。

前年度予算額 4,518

増減 △ 34 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

181 10款 6項 1目 2

＜主な事業＞

１　子育て講座事業 ３　社会教育委員会議事業

　市立小中学校の保護者を対象に、家庭教育支援を目的 　社会教育法に基づき社会教育委員会議を設置し、会議

とした子育て講座を開催する。 開催により社会教育行政への意見聴取や情報交換等を行

　・小学校102校、中学校20校で実施予定 う。

　

２　学習情報収集提供事業

　市内の公民館等で開催を予定している講座等の情報を

掲載した情報誌｢まなベル｣を発行する。

　・上半期、下半期各6,000部発行予定

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

181 10款 6項 1目 3 ‐

＜主な事業＞

１　公民館人権に関する講座

２　教職員対象研修会の開催、人権教育啓発資料等の作

　成

３　研究指定校の委嘱、校内人権教育研修会への助成

４　人権の花運動の実施

５　集会所の管理・運営

26,547

連絡先 E-mail:jinken-kyoiku-suisin@city.saitama.lg.jp

前年度予算額 93,843

事務事業名

　市民の学習への関心の高まりと価値観の多様化にこたえるため、いつでも、だ
れでも、どこでも学ぶことができ、市民一人ひとりが生きがいと潤いを感じられ
る生涯学習社会の実現をめざします。このため、生涯学習の振興に関する基盤整
備を進めるとともに、市民のニーズに対応した学習機会の提供、生涯学習情報の
収集・提供などを行います。

予算書Ｐ.

局/部/課

社会教育費

教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課人権教育推進室

人権教育推進事業

 

社会教育総務費

△ 1,526 

前年度予算額

増減

52

局/部/課

連絡先

予算書Ｐ.

13,716予算額

一般財源 13,716

社会教育総務費

事務事業名 生涯学習推進事業
教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課

電話:048-829-1704

社会教育費

E-mail:shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp

15,242

＜事業の目的・内容＞

教育費

諸収入

 

予算額

電話:048-829-1708

＜事業の目的・内容＞

26,495一般財源

　人権・同和問題の早期解決のため、市民の人権意識の高揚と同和問題の正しい
理解を図るとともに、学校における人権教育の一層の推進を図るため、各種の人
権教育推進事業を実施します。

教育費

△ 67,296 増減
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

181 10款 6項 1目 4

＜主な事業＞ [参考]

１　第12回現代短歌新人賞の実施 　現代短歌新人賞過去実績(敬称略)

　全国の著名歌人を対象としたアンケートを実施し、そ 　 第１回(平成12年度)   

の結果を基に選考会を行い受賞者１名を決定する。 　 第２回(平成13年度)   

　対象は、前年10月から当年９月までに刊行された、原 　 第３回(平成14年度)   

則として第一歌集。 　 第４回(平成15年度)   

　（1）選考スケジュール 　 第５回(平成16年度)   

　　 　平成23年12月上旬　選考会 　 第６回(平成17年度)   

　 　　平成24年３月　　　表彰式 　 第７回(平成18年度)   

　 第８回(平成19年度)   

　 第９回(平成20年度)   

　 第10回(平成21年度)   

　 第11回(平成22年度)   

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

181 10款 6項 1目 5

＜主な事業＞

１　関係用地測量業務委託  

　関係する用地の地籍を確定するための測量等を行う。  

２　市有地管理業務委託

　関係用地の良好な環境の保持、また事故等の防止のた

め、除草や木柵の管理などを行う。

　

　既存施設を活用し、旧与野市にゆかりの深い資料を保存・展示するなど、事業
の再構築を図ります。また、関係用地につきましては、土地の測量等を実施しま
す。

前年度予算額 481

増減 819 

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 社会教育総務費

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課

連絡先 電話:048-829-1704 E-mail:shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,300

事務事業名 与野郷土資料館整備事業 予算額 1,300

前年度予算額 4,401

増減 △ 125 

＜事業の目的・内容＞

電話:048-829-1704 E-mail:shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 社会教育総務費

連絡先

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課

事務事業名 文学活動推進事業

4,276

予算額 4,276

一般財源

　歌壇に新風をもたらす歌人を表彰し、新人芸術家の発掘・支援を行うととも
に、市民の文学活動を充実させるために、｢現代短歌新人賞｣を実施します。

小守　有里

梅内　美華子

遠藤　由季

浦河　奈々

澤村　斉美

小島　なお

松村　由利子

後藤　由紀恵

河野　美砂子

松本　典子

渡　英子
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

181 10款 6項 1目 6

＜主な事業＞

１　預金利子の積立

２　土地貸付料の積立

　

　　 　 　

　　  

　　 　

　　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

181 10款 6項 2目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　生涯学習事業の推進

 　地域のコミュニティづくりを推進するため、公民館文

化祭等の実施、子育てサロンや子育てセミナー等の子育

て支援事業、食育や環境に関する現代的課題をテーマと

した事業等を実施する。

２　公民館施設の管理運営

　公民館施設の清掃業務や各種保守点検業務等、施設の

維持管理を行う。

　 (仮称)与野郷土資料館の整備費用に充当するために設置した｢与野郷土資料館
整備基金｣へ、同基金運用利子及び土地貸付収入の積立を行います。

前年度予算額 1,370

増減 △ 420 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 社会教育総務費

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課

連絡先 電話:048-829-1704 E-mail:shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp 財産収入 950

事務事業名 与野郷土資料館整備基金積立金 予算額 950

475,594予算額

使用料及び手数料

地区公民館管理運営事業
教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

電話:048-643-5651

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額

　拠点公民館(10館)及び地区公民館(48館)の施設の維持管理及び運営を行うとと
もに、公民館事業方針に基づき、時代に即応した生涯学習及び政令市にふさわし
い事業を推進します。

120

予算書Ｐ. 公民館費 諸収入

一般財源 470,620

29,000

△ 14,576 

490,170

事務事業名

教育費 社会教育費

E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

4,854

増減

446,594

589

361
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

181 10款 6項 2目 3 22款

‐

＜主な事業＞

１　親の学習事業 ３　シーノ大宮センタープラザ管理費負担金  111,200

　親自身の学習を支援し、親同士の交流を図る事業とし 　シーノ大宮センタープラザ内の公共施設の維持管理に

て、親の学習講座を実施する。 係る負担金。

　(1) 事業計画

　・平成23年度 親の学習事業を実施するためのファシリ

テーターの養成及び一部公民館でのモデ

ル事業を実施する。

　・平成24年度 全公民館に拡大して事業を実施する。

２　市民大学

　市民の高度で専門的な学習ニーズに対応し、多様な学

習機会の場を提供するため、市民大学を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

181 10款 6項 2目 4 23款

‐

＜主な事業＞ 　

１　耐震補強設計

　耐震診断において、要補強と診断された施設(５館)

について耐震補強工事のための実施設計を行う。

　

２　耐震補強工事

　耐震診断において、要補強と診断された施設(１館)

について耐震補強工事を行う。

4,381

700

増減 △ 94,304 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,714

　避難所等の機能を持つ地域拠点施設である公民館について、耐震診断、補強設
計、補強工事を行うことで、来館者にとって安心安全な施設環境を確保します。

前年度予算額 128,221

市債 2,900

連絡先 電話:048-643-5651 E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 公民館費

国庫支出金

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

事務事業名 公民館耐震補強事業

予算額

197使用料及び手数料

教育費 社会教育費 公民館費

11,303

予算額

増減

前年度予算額 396,978

33,917

　シーノ大宮センタープラザ内にある生涯学習総合センターの維持管理及び運営
を行うとともに、公民館事業方針に基づき、時代に即応した生涯学習及び政令市
にふさわしい事業を推進します。
　また、公民館の事業の企画実施について意見聴取や情報交換等を行う公民館運
営審議会の運営を行います。

一般財源

生涯学習総合センター管理運営事業

＜事業の目的・内容＞

396,708

4,088諸収入

事務事業名

予算書Ｐ.

局/部/課

連絡先 電話:048-643-5651

教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp

△ 270 

392,423
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

181 10款 6項 2目 5 23款

‐

＜主な事業＞

１　施設修繕 ３　石綿除去

　公民館の老朽化対策として、受電設備や消防設備等の 　石綿を含有する天井材等の除去工事を行う。(３館)

修繕を行う。(９館) 　

４　下水道接続

２　地上デジタル対応 　大砂土公民館の下水道接続設計及び工事を行う。

　地上デジタル放送を受信できる環境を整備するため、 　

アンテナ改修等を行う。 ５　ＬＥＤ照明の整備 　

　(1) チューナー購入(58館) 　岩槻本丸公民館のＬＥＤ照明化に係る設計及び工事を

　(2) アンテナ・配線改修(50館) 行う。

　(3) 共同アンテナ撤去(２館) 　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

181 10款 6項 2目 6 ‐

＜主な事業＞

１　実施設計業務 　

　公民館の建設に向けて、公民館建物の実施設計を行う

　(1) 事業計画

　・平成22年度　　　　基本設計

　・平成23年度　　　　実施設計

　・平成24～25年度　　建設工事

　・平成26年度　　　　開館

　地域のコミュニティ活動や生涯学習の拠点として、養護学校東側用地に予定さ
れている養護学校増築棟の建築計画にあわせて、西区内野地区に公民館を整備し
ます。

前年度予算額 9,900

増減 16,900 

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 公民館費 一般財源 6,700

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

連絡先 電話:048-643-5651 E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp 市債 20,100

事務事業名 （仮称）内野地区公民館整備事業 予算額 26,800

　バリアフリー化や屋上防水等の改修を行うことで、施設の長寿命化を図るとと
もに来館者にとって安心安全な施設環境を整備します。

前年度予算額 29,970

増減 41,007 

市債 28,700

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 38,512

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 公民館費

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

連絡先 電話:048-643-5651 E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 3,765

事務事業名 公民館安心安全整備事業 予算額 70,977

17,753

8,524 11,300
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

181 10款 6項 2目 7 ‐

＜主な事業＞

１　領家公民館建設工事 ３　領家・尾間木公民館仮設建物リース料 　

　平成25年度開館に向けて建設工事を行う。 　本設建物が完成するまでの間使用する仮設建物をリー

<継続費> スにて整備する。

４　上木崎公民館付属体育館解体工事実施設計

23

24

計

２　領家公民館家屋事前調査

　領家公民館建設工事に伴う家屋事前調査を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

183 10款 6項 3目 1 16款

18款

23款

‐

＜主な事業＞

１　国指定史跡見沼通船堀整備事業 ４　馬場小室山遺跡整備事業

　｢見沼通船堀｣の管理団体として、史跡の良好な管理や 　｢馬場小室山遺跡｣について、保存管理計画を策定し適

整備を実施する。 切な管理・保全を実施するとともに、整備計画策定に着

手する。

２　国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保

　存管理事業

　｢田島ケ原サクラソウ自生地｣の良好な管理を実施する

とともに、普及啓発のための必要な事業を実施する。

３　国指定史跡真福寺貝塚整備事業

　｢真福寺貝塚｣について、保存管理計画に基づく整備を

14,216

10,365

1,704

前年度予算額 104,849

　区画整理等の事業により移転・改築が必要となった公民館について、施設の整
備を行います。

増減 115,959 

一般財源 74,108

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 公民館費

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

連絡先 電話:048-643-5651 E-mail:shogai-gakushu-sogo@city.saitama.lg.jp 市債 146,700

事務事業名 公民館移転改築等事業 予算額 220,808

年度 事 業 費
財 源 内 訳

国県支出金地 方 債そ の 他一般財源

0 145,500 0

291,000 0 218,200 0

194,000

194,000

72,800

121,300

48,500

0485,000 0 363,700

　

事務事業名

教育費 社会教育費

E-mail:bunkazai-hogo@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

予算書Ｐ. 文化財保護費 国庫支出金

2,100

19,978

　本市の貴重な文化・教育資源である、国・県・市指定の文化財の保存・活用を
実施することによって、市民文化の向上を図ります。

＜事業の目的・内容＞ 財産収入

市債

10,131 

81,794前年度予算額

91,925予算額

使用料及び手数料

文化財保護事業
教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課

電話:048-829-1723 25

実施する。

一般財源

増減

30

69,792

9,879
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

183 10款 6項 4目 2 23款

‐

＜主な事業＞

１　中央図書館の施設維持管理及び運営事業

２　地区図書館(22館)の施設維持管理及び運営事業

３　中央図書館及び地区図書館の施設保全

４　図書館協議会の開催

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

183 10款 6項 4目 3 18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　図書・ＡＶ等の資料購入やデータベースによる情報

　提供を行う。

　市民からの多様化、高度化する幅広い要望に対応するため、情報発信の拠点と
して、資料や情報を計画的、積極的に収集し、提供します。

△ 15,887 

2,205

214,052

教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

E-mail:chuo-lib-kanri@city.saitama.lg.jp

増減

67,056

419,544

109,159

　中央図書館及び地区図書館(22館)の施設維持管理、運営を行います。

連絡先

事務事業名

教育費 社会教育費

E-mail:chuo-lib-kanri@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

図書館管理運営事業
教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

電話:048-871-2172

予算書Ｐ. 図書館費 市債

一般財源

＜事業の目的・内容＞

216,436

前年度予算額

110財産収入

事務事業名

諸収入

使用料及び手数料電話:048-871-2172

596,115予算額

国庫支出金

504,751

58,500

32,864

69

＜事業の目的・内容＞

図書館資料整備事業

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 図書館費

局/部/課

356

46,285 

549,830

一般財源

予算額

増減

前年度予算額 232,323
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

183 10款 6項 4目 4

＜主な事業＞

１　図書館コンピュータシステムの運用

２　市民向けインターネットの運用

３　貸出資料の延滞者に対する督促状の発送

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

183 10款 6項 4目 5

＜主な事業＞

１　視聴覚ライブラリー運営委員会の開催

２　16ミリ映写機操作技術講習会の開催

３　16ミリ映写機操作練習会の開催

４　16ミリフィルム・ビデオ(ＤＶＤ)ソフトの収集

286

108

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

221,381

予算額 221,381
局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

事務事業名 図書館コンピュータシステム運用事業

連絡先 電話:048-871-2172 E-mail:chuo-lib-kanri@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 図書館費

一般財源

　一元化したコンピュータシステムの運用を行い、それに伴う事業費の集約化を
図り、コスト削減と有効な活用を図ります。

前年度予算額 225,257

増減 △ 3,876 

事務事業名 視聴覚ライブラリー管理運営事業 予算額 1,309

連絡先 電話:048-871-2172 E-mail:chuo-lib-kanri@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,309

△ 122 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 図書館費

　16ミリフィルム、ビデオなど視聴覚資料を収集整理し、視聴覚教材の貸出を行
うとともに、映写会の開催や16ミリ映写技術講習会の開催等、視聴覚学習の機会
を提供します。

前年度予算額 1,431

増減

6

909
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

183 10款 6項 4目 6 23款

‐

＜主な事業＞

１　保留床取得 　[参考]

　武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発Ｂ１ブロック 　　平成24年５月末開館予定

公益施設棟２・３階に図書館を開館するための工事を行

う。

２　資料購入

　資料(図書、雑誌新聞、ＣＤ、紙芝居等)の購入や装備

を行う。

３　開館準備

　図書館開館準備として備品や事務用品を購入する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

185 10款 6項 5目 2 16款

18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　資料管理システムの充実 ３　さいたま市誕生10周年記念特別展の開催

　博物館施設の所蔵する資料のデータベースの共通化を 　さいたま市誕生10周年記念事業として、特別展｢さい

進め、資料情報の共有化と有効活用を図る。 たま市の新指定文化財｣を開催する。

２　博物館施設の耐震診断等の実施

　博物館施設を安全に有効活用するため、市立博物館の

耐震診断及び岩槻郷土資料館の耐震化現地調査を実施す

る。

4,865

29,800

130,600

予算書Ｐ.

予算額 794,400

連絡先 電話:048-871-2172 E-mail:chuo-lib-kanri@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 228,240

市債 365,100

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 201,060

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 図書館費

前年度予算額 446,000

増減 348,400 

634,000

　武蔵浦和駅第１街区の公益施設内に、（仮称)武蔵浦和図書館を整備します。

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

事務事業名 （仮称）武蔵浦和図書館整備事業

39

増減 △ 22,545 

73,742

諸収入

事務事業名

教育費 社会教育費

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

局/部/課

連絡先

市立博物館管理運営事業
教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

電話:048-644-2322

博物館費 国庫支出金

財産収入＜事業の目的・内容＞

49,219

前年度予算額

一般財源

　市民の文化的要求に応えるため、本市の歴史を概観する常設展示のほか、企画
展・特別展・夏休み子ども博物館等を開催します。また、岩槻郷土資料館を保存
活用し、県指定史跡岩槻藩遷喬館を保存公開します。

51,197予算額

使用料及び手数料

830

1,107

2
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

185 10款 6項 5目 3 ‐

＜主な事業＞

１　さいたま市誕生10周年記念特別展の開催　

　さいたま市誕生10周年記念事業として、特別展を開催

する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

185 10款 6項 5目 4 18款

‐

＜主な事業＞

１　指定文化財建造物の管理

　指定文化財建造物の保存・管理を進め、貴重な文化遺

産を後世に継承する。

２　指定文化財建造物の活用

　建造物を体験学習の場として活用し、くらしの工夫や

先人の知恵、リサイクルや環境等を考える学習を進め

る。

３　教育普及活動の実施

　民家園及び周辺の環境を活かした見沼学習やもの作り

講座、体験講座等を実施する。

1,164

△ 277 

9,788

150財産収入電話:048-644-2322

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

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

＜事業の目的・内容＞

9,511

9,361一般財源

事務事業名

連絡先

浦和博物館管理運営事業

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 博物館費

局/部/課

予算額

増減

前年度予算額

9,589予算額

使用料及び手数料

60

410

13,952

△ 4,363 

9,119

前年度予算額

博物館費 財産収入

一般財源

　市内に残る伝統的な古建築の民俗資料を収集・保存・展示公開し、市民文化の
向上・発展、郷土意識の高揚を図ります。また、市民と協働し伝統文化の保存継
承に努め、体験学習等を通し、くらしの工夫・リサイクル・環境問題等について
考えます。

増減

事務事業名

教育費 社会教育費

E-mail:urawa-minkaen-museum@city.saitama.lg.jp

局/部/課

連絡先

民家園管理運営事業
教育委員会事務局/生涯学習部/浦和くらしの博物館民家園

電話:048-878-5025

予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

　地区の総合博物館として、地域の歴史と文化について市民の理解を深めるため
常設展・特別展・企画展などの展示や教育普及活動、資料の収集・保存・調査等
を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

185 10款 6項 5目 5 22款

‐

＜主な事業＞

１　指定文化財建造物管理

　指定文化財建造物の保存・管理を進め、貴重な文化遺

産を後世に継承する。

２　民家を活かした行事

　古くから継承されている地域の年中行事を再現する。

３　企画展示・講座等の開催

　民家や生活文化に根ざした展示を進め、地域にゆかり

のある各種講座等を開催する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

185 10款 6項 6目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　施設の修繕及び維持管理

　舘岩少年自然の家及び赤城少年自然の家の修繕や維持

管理事業等を進める。

２　各種事務の運営

　職員の各種研修、学校との協議、市役所本庁舎での会

議等をとおして、自然の教室の円滑な実施に努める。

３　急病人が発生した際への対応

　近隣に医療機関が少ない施設環境のため、急病人が発

生した場合には、職員が搬送に携わるほかに、医薬品を

常備したり、タクシー利用に備える。

前年度予算額 108,804

増減 △ 26,000 

一般財源 81,506

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 少年自然の家費

使用料及び手数料 700

諸収入 598

予算額 82,804
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/舘岩少年自然の家

79,290

3,106

少年自然の家管理運営事業

電話:0241-78-2311 E-mail:tateiwa-house@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

　豊かな自然環境の中で児童・生徒の健全育成を図るための施設である舘岩少年
自然の家及び赤城少年自然の家を、維持管理するための事業です。

事務事業名

連絡先

8,614

△ 249 増減

前年度予算額

一般財源

予算額

8,340

8,365

23諸収入

2使用料及び手数料

教育委員会事務局/生涯学習部/浦和くらしの博物館民家園 

E-mail:minuma-classic-museum@city.saitama.lg.jp電話：048-688-3330

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

408

見沼くらしっく館管理運営事業

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費

連絡先

局/部/課

博物館費

　市指定文化財｢旧坂東家住宅｣を活用し、“生きている民家”をテーマに、各種
の講座・企画展等を行い、伝統文化の保存継承に努め、市民文化の向上発展と郷
土意識の高揚を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

185 10款 6項 6目 3

＜主な事業＞

１　野外活動をサポートする人件費 ４　自然の教室現地研修会の開催

｢自然の教室｣を円滑に進めるため、｢指導員｣を配置して 　｢自然の教室｣の引率を予定している小・中学校の教員

活動をサポートする。 を対象とした現地での研修会を年６回に分けて実施す

る。

２　少年自然の家の広報等

　少年自然の家で行われる様々なプログラムの効果を広 ５　自然の教室バス輸送補助金

報するため、年１回の所報をはじめ、月１回の通信等を 　授業の一環で行われている｢自然の教室｣に係る児童

通じて発信する。 生徒のバス輸送費に対し、一部補助する。

３　活動プログラムの開発や用具整備

　｢自然の教室｣で行う様々な野外プログラムの活動用具

の整備や、新たなプログラムの開発に取り組む。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

187 10款 6項 7目 2 22款

‐

＜主な事業＞

１　プラネタリウム投影事業 ３　展示事業

　(1) 市内小学校４年生、中学校３年生を対象とした学 　(1) 常設展示

　　 習番組投影 　(2) 企画展（Ⅰ～Ⅳ）

　(2) 市内幼稚園、保育園を対象とした幼児投影 　(3) ｢宇宙の日｣全国小・中学生作文絵画コンテスト

　(3) 一般番組投影 　　 作品展

２　普及事業

　(1) サイエンスショー、天体観望会

　(2) スクールサポートサイエンス

　(3) 科学者の卵コンテスト

　(4) 科学講演会、各種教室等の開催等

予算額 71,252

71,252一般財源

△ 3,116 

前年度予算額 74,368

増減

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 社会教育費 少年自然の家費

　学習指導要領に基づく自然体験活動の充実のため、都市部で生活する児童・生
徒が、この施設を活用した多岐にわたる野外活動を体験するものです。これによ
り自然への畏敬の念、集団の一員として他者を思いやる心、規律ある態度等を育
て、社会性・協調性をはぐくむことができます。

教育委員会事務局/学校教育部/舘岩少年自然の家

事務事業名 少年自然の家野外活動事業

185,874

201,143

△ 2,327 

事務事業名

教育費 1,366諸収入

一般財源＜事業の目的・内容＞

増減

前年度予算額

198,816予算額

使用料及び手数料

青少年宇宙科学館管理運営事業

教育委員会事務局/生涯学習部/青少年宇宙科学館

電話:048-881-1515 E-mail:uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp 11,576

768

15

局/部/課

連絡先 電話:0241-78-2311 E-mail:tateiwa-house@city.saitama.lg.jp

社会教育費

局/部/課

連絡先

予算書Ｐ. 宇宙科学館費

1,448

62,817

6,204

　青少年の科学に対する関心を深め、科学教育の振興に寄与するとともに、未来
社会に対応できる創造性豊かな青少年の育成を図るため、投影事業、普及事業、
展示事業、青少年育成事業を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

187 10款 6項 7目 3

＜主な事業＞

１　プラネタリウム投影・大型映画上映事業 ４　支援事業

　(1) 一般番組投影 　日本宇宙少年団さいたま支部活動支援

　(2) 学習番組投影(幼児投影含む)

　(3) 特別番組投影

２　会議室・研修室・ホール貸し出し事業

３　普及事業

　(1) 天体観望会等

　(2) 親子望遠鏡教室等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

187 10款 6項 8目 2 18款

20款

22款

‐

＜主な事業＞

１　堀内誠一展の開催  

２　ブラティスラヴァ世界絵本原画展の開催

３　瑛九展の開催

 

４　(仮題)アートをめぐる本、本をめぐるアート展の

　開催

５　ＬＥＤ照明化の整備

　展示室のＬＥＤ照明化に係る設計を行う。

6,353

1,700

8,976

6,395

7,723

電話:048-881-1515 E-mail:uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp

教育費 社会教育費 宇宙科学館費

　市民の科学知識の普及と文化活動の推進を図り、地域文化の向上に寄与するた
め、プラネタリウム投影および大型映像の上映、会議室・研修室・ホールの貸し
出し等の事業を行います。

連絡先 173,147一般財源

増減

前年度予算額

173,147

173,154

△ 7 

予算額

87,831予算額

使用料及び手数料

2,000

6,635

11,230

予算書Ｐ.

局/部/課

宇宙劇場管理運営事業事務事業名

△ 4,969 

92,800

67,918

前年度予算額

美術館費 財産収入予算書Ｐ. 教育費

増減

　年間４回の企画展やコレクション展の展示事業、美術作品及び美術に関する資
料の収集事業等、各種事業を行い、美術館の充実を図ります。

繰入金

諸収入

一般財源

＜事業の目的・内容＞

48

局/部/課

連絡先

美術館管理運営事業
教育委員会事務局/生涯学習部/うらわ美術館

電話:048-827-3215 E-mail:urawa-art-museum@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

教育委員会事務局/生涯学習部/青少年宇宙科学館

事務事業名

社会教育費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

189 10款 7項 2目 1 22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　給食室建設工事 ２　実施設計

　上里小学校・岩槻中学校において給食室の建設工事を 　城北小学校外４校の給食室建設工事に係る実施設計を

行う。 行う。

３　地質調査 　

　西原小学校外３校の給食室実施設計に伴う地質調査を

行う。

４　土壌調査

　城北小学校外４校の給食室実施設計に伴う土壌調査を

行う。

５　家屋調査

　給食室建設工事に伴い、近隣家屋の事前・事後調査を

行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 2

＜主な事業＞

１　学校給食提供開始に向けた消耗品、備品の購入

　平成24年度４月に開校を予定している美園小学校及び

さくら草特別支援学校について、給食提供開始に向け必

要となる消耗品、備品の購入を行う。

73,200

予算額 15,100

一般財源

学校保健費

　各学校(地域)の特色を生かした給食の実施及び給食を活用したきめ細かい食の
指導を充実させることを目的に、学校給食センターから給食の提供を受けている
学校に単独校調理場(給食室)を整備します。

一般財源 270,456

前年度予算額 1,249,600

増減 △ 391,730 

国庫支出金

＜事業の目的・内容＞ 市債 567,800

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 諸収入 308

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

770,400

増減 △ 13,750 

　単独校調理場(学校給食室)の整備に伴い、学校給食提供開始に向け必要となる
消耗品、備品の購入を行います。

15,100E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp

28,850

電話:048-829-1680

前年度予算額

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

給食施設整備事業（学校施設課） 予算額 857,870

19,306

事務事業名

連絡先

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

事務事業名 給食施設整備事業（健康教育課）

<継続費>(上里小学校給食施設整備事業)

21,885
12,068 341,100 0 109,832
2,415 68,300 0

財　　　源　　　内　　　訳

9,653 272,800 0 87,947
一 般 財 源そ の 他地 方 債国 県 支 出 金

年 度

463,000
92,600
370,400

事 業 費

計
24
23

<継続費>(岩槻中学校給食施設整備事業)

0 119,332計 500,000 12,068 368,600

0 95,347
24 100,000 2,415 73,600 0 23,985
23 400,000 9,653 295,000

年 度 事 業 費
財　　　源　　　内　　　訳

国 県 支 出 金地 方 債そ の 他 一 般 財 源
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 3

＜主な事業＞

１　教職員に対する健康診断

　・学校保健安全法に基づく定期健康診断

　・養護教諭等を対象としたＢ型肝炎予防接種

　・ＰＣ等を平常利用する教職員を対象としたＶＤＴ業

    務特殊健康診断

  ・養護学校の教職員を対象とした重症心身障害者等介

　　護従事者特殊健康診断

　・胃検診

　・教員採用前健康診断

　・有機溶剤・特定化学物質取扱者健康診断等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 4

＜主な事業＞

１　施設・設備の維持管理

　単独校調理場(学校給食室)の消毒・清掃や、調理機器

の保守点検などを実施するとともに、それら施設・設備

に不具合が生じた際は、給食の提供に支障の出ないよう

速やかに修繕を行う。

２　学校給食の運営

　給食調理員の細菌検査の実施や、日々の給食の提供に

必要となる消耗品・備品等の購入及び調理業務に関する

委託化の推進などを行う。

136,644

　安全で衛生的な学校給食が提供できるよう、単独校調理場(学校給食室)施設・
設備の維持管理を適正に行うとともに、各学校における運営面の充実を図りま
す。また、さいたま市行財政改革推進プラン２０１０に基づき、小学校給食調理
業務の委託化も推進しています。 前年度予算額 2,368,484

増減 180,656 

2,412,496

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1680 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 2,549,140

事務事業名 学校給食管理運営事業 予算額 2,549,140

　教職員の健康の維持と疾病の早期発見を図るため、教職員の健康診断を行いま
す。

前年度予算額 44,413

増減 △ 1,339 

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員課

連絡先 電話:048-829-1653 E-mail:kyoiku-kyoshokuin@city.saitama.lg.jp 一般財源 43,074

事務事業名 教職員健康診断事業 予算額 43,074
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 5

＜主な事業＞

１　給食扶助費の支給

　就学援助制度の認定を受けた世帯の児童生徒の学校給

食費を、本人に代わり通学する小・中学校の校長に対し

て支給する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 6

＜主な事業＞

１　学校環境衛生検査の実施　　 　　　　　　10,189 ３　学校保健会の運営 　　　　　　　　

　学校薬剤師等と連携を図り、学校保健安全法に基づき 　医師会等関係機関と連携を図り、学校教育における保

飲料水水質検査をはじめ、プール水水質検査、ホルムア 健衛生の研究や普及発展の実施を図る。

ルデヒド等揮発性有機化合物検査、ダニ又はダニアレル

ゲン検査等を実施する。

２　学校保健室の管理運営　　　　    　   　60,015

　児童生徒が安心して学校生活を送るために保健室等に

ＡＥＤ、各種医薬材料及び備品等を整備する。

2,006

　児童生徒が健康で有意義な学校生活を送ることが出来るように、学校保健安全
法に基づき、水質検査等の環境検査の実施や保健室の円滑な管理・運営を行いま
す。

前年度予算額 66,209

増減 6,001 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1678 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 72,210

事務事業名 学校保健事業 予算額 72,210

　経済的理由等により就学が困難と認められる世帯の児童生徒が、支障なく学校
生活を送れるように、学校給食費の援助を行います。

前年度予算額 340,000

増減 43,500 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1680 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 383,500

事務事業名 準要保護児童生徒給食援助事業 予算額 383,500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

189 10款 7項 2目 7 ‐

＜主な事業＞

１　健康教育関係教職員への研修の実施 ４　学校における食育の推進

　養護教諭や栄養教諭・学校栄養職員をはじめとした関 　学校給食における県内地場産物の活用を推進するとと

係職員の研修を企画・運営する。 もに、地元シェフによる学校給食や学校教育ファーム事

業を実施する。

２　学校歯科保健の推進

　8020歯の健康教室や歯科巡回指導、各種コンクールを

実施する。

３　学校安全ネットワークの推進・拡充

　学校警備員の半日配置を継続しながら、多くの人の目

で子どもを見守る学校安全ネットワーク体制を推進・拡

充する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

189 10款 7項 2目 8

＜主な事業＞

１　学校医等の委嘱

　学校保健安全法に基づき医師会、歯科医師会、薬剤師

会等、関係機関と連携を図り各学校に学校医、学校歯科

医、学校薬剤師を配置する。

２　各種健康診断等の実施

　児童生徒の健康状況を的確に把握し、心身共に健康的

な学校生活が送れるよう市立学校の児童生徒を対象に学

校保健安全法に基づく各種健康診断等を実施する。

　また、翌年に小学校に入学する児童に対し就学時健康

診断を実施する。

313,208

160,219

6,900

2,623

147,551

　学校健康教育の普及、充実及び学校保健・学校安全・学校給食関係教職員への
研修と指導を行います。

前年度予算額 140,305

増減 28,225 

一般財源 167,619

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1679 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 911

事務事業名 健康教育指導事業 予算額 168,530

　学校に学校医等を配置し、各種健康診断等を実施することにより児童生徒の健
康状況を的確に把握し、保護者との連携を深めながら健康相談や早期治療の指示
等を迅速に行い、児童生徒が心身ともに健康的な学校生活が送れるように努めま
す。 前年度予算額 474,128

増減 △ 701 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1678 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 一般財源 473,427

事務事業名 児童生徒健康診断事業 予算額 473,427

4,801
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

予算書Ｐ.189 10款 教育費 7項 保健体育費 2目 学校保健費 9 ‐

＜主な事業＞

１　医療費の援助

　就学援助制度の認定を受けた家庭の児童生徒において

政令で規定されている特定の疾病の治療の際に医療券を

発行し医療費を援助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

189 10款 7項 2目 10 20款

22款

‐

＜主な事業＞

１　日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

　学校管理下における事故により児童生徒が負傷、疾病

等をした場合に、保護者の負担を軽減するため、医療費

や障害見舞金等の給付金の手続きを行う。

２　学校災害救済制度

　上記の日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を

補完するため、本制度により歯牙特別見舞金等の給付を

行う。

　学校の管理下で災害が発生した場合、独立行政法人日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度による医療費等の請求手続きを行います。
　また、さいたま市独自の学校災害救済給付金制度により被災者の救済を図りま
す。

一般財源 55,013

前年度予算額 107,057

増減 △ 351 

繰入金 3,000

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,007

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先 電話:048-829-1678 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金 47,686

事務事業名 学校災害救済制度事業 予算額 106,706

　経済的理由で、政令に定められた疾病治療に対する医療費を支出することが困
難な要保護及び準要保護児童生徒の保護者に対し、学校教育法及び学校保健安全
法に基づき医療費を援助します。

前年度予算額 13,241

増減 △ 5,491 

一般財源 7,210

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

540連絡先 電話:048-829-1678 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp 国庫支出金

事務事業名 要保護準要保護児童生徒医療援助事業 予算額 7,750

102,202
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

189 10款 7項 2目 11

＜主な事業＞

１　さいたま市学校災害救済基金への積立

　さいたま市学校災害救済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 90,312,693円

 　　・平成18年度末残高 88,363,248円

　 　・平成19年度末残高 83,982,800円

　 　・平成20年度末残高 82,550,705円

　 　・平成21年度末残高 81,694,136円

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

191 10款 7項 3目 2 ‐

＜主な事業＞

１　旧日進学校給食センターの維持管理

　旧日進学校給食センターの維持管理を行う。

２　旧日進学校給食センターの解体工事等

　解体工事、家屋事前・事後調査及び用地測量を行う。

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市学校災害救済基金に対して、積み立てを行います。

前年度予算額 559

教育委員会事務局/学校教育部/与野本町学校給食センター

増減 △ 244 

3

事務事業名 旧日進学校給食センター管理運営事業 予算額 146,213

連絡先 電話:048-854-3179 E-mail:yonohonmachi-kyushoku-center@city.saitama.lg.jp 財産収入

局/部/課

一般財源 146,210

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校給食センター費

　旧日進学校給食センターの維持管理及び、同施設の解体工事等を実施します。

前年度予算額 3,700

増減 142,513 

電話:048-829-1678 E-mail:kyoiku-kenko-kyoiku@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校保健費

財産収入 315

事務事業名 学校災害救済基金積立金 予算額 315
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

連絡先
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

191 10款 7項 3目 3 22款

‐

＜主な事業＞

１　献立委員会等の各委員会の開催 ４　研修会等への職員派遣

　献立委員会、学校給食用物資選定委員会を開催し、献立 　学校給食の充実を図るため、職員を研修会等へ派遣し

作成や学校給食用物資の精選を行う。 知識の習得と技術の向上を図る。

２　学校給食の提供と衛生管理の徹底

　岩槻区内の小・中学校５校に安全で安心な学校給食を

提供するために、食品管理と衛生管理を行う。

３　施設・設備の維持管理

　施設を稼動するために必要な施設・設備の修繕等の維

持管理を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

191 10款 7項 3目 4 22款

‐

＜主な事業＞

１　献立委員会等の各委員会の開催 ４　研修会等への職員派遣

　献立委員会、学校給食用物資選定委員会を開催し、献立 　学校給食の充実を図るため、職員を研修会等へ派遣し

作成や学校給食用物資の精選を行う。 知識の習得と技術の向上を図る。

２　学校給食の提供と衛生管理の徹底

　岩槻区内の小・中学校11校に安全で安心な学校給食を

提供するために、食品管理と衛生管理を行う。

３　施設・設備の維持管理

　施設を稼動するために必要な施設・設備の修繕等の維

持管理を行う。

事務事業名 与野本町学校給食センター管理運営事業 予算額 80,686
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/与野本町学校給食センター

連絡先 電話:048-854-3179 E-mail:yonohonmachi-kyushoku-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 6

諸収入 168

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 80,512

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校給食センター費

　施設の維持管理を行うとともに、学校教育の一環として学校給食を岩槻区内の
小・中学校に提供します。

前年度予算額 83,326

増減 △ 2,640 

事務事業名 岩槻学校給食センター管理運営事業 予算額 100,792
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/岩槻学校給食センター

連絡先 電話:048-757-5359 E-mail:Iwatsuki-kyushoku-center@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 12

諸収入 237

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 100,543

予算書Ｐ. 教育費 保健体育費 学校給食センター費

　施設の維持管理を行うとともに、学校教育の一環として学校給食を岩槻区内の
小・中学校に提供します。

前年度予算額 111,227

増減 △ 10,435 

-409-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

191 10款 8項 1目 2

＜主な事業＞

１　さくら草特別支援学校の校用備品等の購入 ４　施設維持管理の業務委託

　清掃・空調機械運転管理等の施設維持管理を業務委託

　平成24年４月開校のさくら草特別支援学校で必要な消 する。

耗品や備品を購入する。

５　機械警備の業務委託

２　消耗品・備品の購入 　休日、夜間の機械警備を業務委託する。

　学校管理運営用消耗品・備品を購入する。

３　光熱水費の支払い

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

191 10款 8項 1目 3

＜主な事業＞

１　通園通学バス運行業務

　市立養護学校の児童生徒のために、通園通学バスを運

する。また、在籍する児童生徒数に対応するために、通

園通学バスの増便を行う。

２　給食調理業務

市立養護学校の児童生徒のために、給食調理業務を実

施する。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（教育財務課） 予算額 131,011
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

連絡先 電話:048-829-1635 E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp 一般財源 131,011

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 特別支援学校費 学校管理費

前年度予算額 18,338

増減 112,673 

　市立養護学校の教育環境の充実を図るため、通園通学バスの運行業務と給食調
理業務の委託を行います。

前年度予算額 32,474

増減 7,300 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 特別支援学校費 学校管理費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1667 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 一般財源 39,774

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（指導２課） 予算額 39,774

112,000

2,763

8,032

5,262

398

　特別支援学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持する
ことを目的として、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品等の購入を
はじめ、光熱水費の支払い、施設の修繕、機械警備等の業務委託等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

191 10款 8項 1目 4 ‐

＜主な事業＞

１　法定点検

　消防設備の保守点検及び建築設備の定期点検を行う。

２　施設修繕

　校名変更(ひまわり特別支援学校)に伴う看板修繕等

を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

193 10款 8項 2目 1

＜主な事業＞

１　教材等の購入

　特別支援学校で必要となる各教科教材等を購入する。

　市立特別支援学校の良好で安全な管理運営を図るため、必要な建物・給排水設
備・衛生設備・電気設備改修等計画的な修繕及び維持管理を実施します。

前年度予算額 5,163

増減 49 

一般財源 5,198

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 特別支援学校費 学校管理費

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

連絡先 電話:048-829-1642 E-mail:gakko-shisetsu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 14

事務事業名 施設等維持管理事業 予算額 5,212

事務事業名 特別支援学校教科教材整備事業 予算額 1,400
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

連絡先 電話:048-829-1635 E-mail:kyoiku-zaimuka@city.saitama.lg.jp 一般財源 1,400

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 教育費 特別支援学校費 教育振興費

　特別支援学校における教育効果を高めるため、学校教育上必要となる教材等を
購入します。

前年度予算額 1,400

増減 0 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

193 10款 8項 3目 1 23款

‐

＜主な事業＞

１　さくら草特別支援学校の建設工事 ２　さくら草特別支援学校に係る付帯工事・設備

　さくら草特別支援学校の校舎の建設工事を、平成22～ 　さくら草特別支援学校周辺の歩道整備工事、測量業務

23年度の２か年の継続事業で行う。

<継続費>

22

23

計 50,8601,350,000 344,640 954,500 0

20,443

810,000 206,783 572,800 0 30,417

540,000 137,857 381,700 0

年度 事 業 費
財 源 内 訳

国県支出金地 方 債そ の 他一般財源

　平成24年４月の開校に向け、さいたま市緑区三室に肢体不自由のある児童生徒
のための｢さくら草特別支援学校｣を新設し、特別支援教育の充実に努めます。

前年度予算額 567,000

増減 269,788 

市債 572,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 57,205

予算書Ｐ. 教育費 特別支援学校費 学校建設費

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

連絡先 電話:048-829-1667 E-mail:kyoiku-shido2@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 206,783

事務事業名 特別支援学校新設校建設事業 予算額 836,788
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