
１　基本方針
(１)　取り巻く状況等について

　　・人口減少・少子高齢社会の到来や地球温暖化などの環境問題、また経済のグローバル化に

　　　よるアジア諸国の躍進と日本の国際競争力の相対的低下、国の新成長戦略における大都市

　　　の再生が求められるなど、日本の置かれた状況は大きく変化しつつあります。

　　・本市では、今後、全国でもトップスピードで高齢化が進展し、税収の減少や社会保障費の

　　　支出の増加により、都市基盤の整備に必要な投資的経費や老朽施設の維持補修費にかかる

　　　財源の確保は厳しさを増すことが予想されます。

(２)　課題について

　　・少子化・高齢化等の社会的課題や環境問題へ対応するためには、持続可能な都市構造に転

　　　換し、市民の誰もが安心・安全で快適に暮らすことができ、住み続けたくなるまち、人々

　　　が訪れたくなるような魅力あるまちづくりを推進していくことが求められています。

　　・無秩序な市街地の拡大を抑制するとともに、緑・オープンスペースなど快適な都市空間を

　　　創出することが求められています。

　　・これまで整備してきた都市基盤や公共交通網などの集積を活かしながら、さらに質を高め、

　　　機能的で活力ある都市構造を目指すことが求められています。

　　・自然環境や歴史、文化資源を再認識し、これらを守り育て、自然等とふれあう場として新

　　　しい魅力を創造していくことが求められています。

　　・市民・事業者・行政が互いに共通の理解に立ち、それぞれの役割と責任を担いつつ協働に

　　　よりまちづくりを進めることが求められています。

(３)　対応策について

　　・持続可能なまちづくりを実現するため、今後の都市計画のあり方を検討します。

　　・市民生活の向上に寄与する、健康で快適な生活環境を確保するため、自然環境の維持・形

　　　成、環境負荷の低減に配慮したまちづくりを推進します。

　　・ユニバーサルデザインによる人と環境にやさしい、高齢社会においても誰もが安心・安全

　　　に生活できる公共交通基盤を充実させていきます。

　　・市民・事業者・行政それぞれが役割と責任を担う協働によるまちづくりを推進します。

　　・交付金等による事業の財源確保を図るとともに、都市経営の観点から、今後の都市基盤施

　　　設の更新、維持管理コストに対しては、一層の効率化を求め、選択と集中という考え方で

　　　事業を推進していきます。

２　主な取組
(１)　ユニバーサルデザインによる人と環境にやさしい公共交通基盤の充実

　　・ノンステップバスの導入等を行い、バス利用を促進することにより、市民の移動手段の確

　　　保を図るとともに、環境負荷の少ない公共交通網の整備を進めます。

　　・岩槻駅及び指扇駅の橋上化・改修を推進するとともに、市内鉄道駅等のバリアフリー化を

　　　進め、高齢者や障害者等利用者の利便性向上や安全確保を図ります。

都市局　平成23年度局運営方針(案)
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(２)　環境負荷の低減に配慮したまちづくりの推進

　　・人口減少、高齢社会に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづくりを実現する効率的な道

　　　路ネットワークを構築するため、都市計画道路網を抜本的に見直し、変更すべき路線を抽

　　　出します。

　　・大宮駅西口自転車駐車場を整備することで放置自転車対策に資するとともに、環境にやさ

　　　しい交通手段である自転車の利用促進を図ります。

　　・見沼田圃などの自然環境の保全・活用を図り、市民の憩える場所を増やします。

　　・市民の憩いやレクリエーションの場となる都市公園の適正な配置に向けて、公園の不足す

　　　る地域を重点に、引き続き「歩いていける身近な公園」の整備を進めます。

　　・公共施設の緑化や、緑のカーテン事業(公共施設及び家庭の壁や窓をゴーヤ等のつる性植

　　　物で覆い、室内での冷房使用を抑制しCO2削減を図るもの。)などにより、市民と協働して

　　　身近なみどりの倍増に向けて取り組みます。

(３)　魅力ある都市拠点の形成

　　・大宮駅周辺地域を政令指定都市に相応しい都心地区にしていくことを目的とした｢大宮駅

　　　周辺地域戦略ビジョン｣の具現化を推進します。

　　・浦和駅周辺については、鉄道高架化事業に加えて東北客貨線(湘南新宿ライン)への旅客ホ

　　　ーム新設工事を進めるとともに、都市計画道路田島大牧線の整備等を行います。

　　・武蔵浦和駅周辺における市街地再開発事業(第１街区)を推進します。

　　・浦和美園駅東口駅前に、市民の利便性などを考慮した複合公共施設の整備を進めます。

３　行財政改革への取組
(１)　市民との協働

　　・コミュニティバス等地域公共交通の導入にあたっては、地域公共交通会議を設置し地域住

　　　民や事業者等との協働のもとで検討するとともに、導入・改善・廃止の基準を定めた｢コ

　　　ミュニティバス等導入ガイドライン」に沿って、費用対効果を念頭に、持続可能な地域公

　　　共交通の実現を目指します。

　　・さいたま新都心地区のまちづくりにおいて、新都心まちづくり推進協議会との連携による

　　　賑わい創出や、ふれあいプラザを拠点にボランティア活動の活性化等を図り、官民連携に

　　　よる魅力あるまちなみ空間の形成を図ります。

(２)　財源の確保

　　・交付金等については、国の動向等を注視するとともに、関係機関との連携を密にすること

　　　により、制度を的確に把握・活用し財源の確保を図ります。

　　・市有財産の貸付、目的外使用にあたり賃借料・使用料の適正徴収を行うとともに、市民に

　　　による寄付や広告・ネーミングライツ等の促進を図り、新たな自主財源の確保に努めます。

(３)　効率的な事業運営

　　・拠点性や費用対効果などを考慮しながら選択と集中を進めることで、効率的な事業運営を

　　　行います。

　　・大宮駅東口において、公共施設の再編をまちづくりと合わせて展開することにより、老朽

　　　化や耐震性などの課題を抱える公共施設の複合化・集約化によるコスト面等でメリットが

　　　生じるとともに、公共用地の効率的・効果的な活用を図ることが可能となります。
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４　都市局予算額
<一般会計> (単位：千円)

<特別会計>

41,530,159 38,255,518 3,274,641

平成23年度当初予算額 平成22年度当初予算額 増減

9,117,000 7,818,000 1,299,000

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〕

‐

157 8款 4項 1目 3

＜主な事業＞

１　(財)都市みらい推進機構負担金

２　(財)都市計画協会負担金

３　埼玉県都市計画協会負担金

４　日本都市計画学会負担金

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 1目 4 17款

18款

‐

＜主な事業＞

１　都市計画審議会の運営 ４　都市計画基礎調査業務

　市が定める都市計画に関する事項等について、諮問機

関である都市計画審議会で、その内容の審議を行う。 ５　旧暫定逆線引き地区まちづくり支援業務

２　都市計画道路の見直し業務 ６　高度地区指定に関する調査業務

　社会情勢の変化に対応した道路網のあり方を検討し、

都市計画道路の見直しに向けた調査を行う。 ７　都市計画図等の印刷作成

３　都市計画マスタープラン変更調査業務

　都市計画マスタープランの改定に向けた調査を行う。

200

323

90

30

3,008

都市局/都市計画部/都市総務課

電話:048-829－1393

予算額

3,184

一般財源 3,008

前年度予算額

増減

事務事業名

土木費 都市計画費

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

局/部/課

連絡先

都市計画推進事業（都市総務課）

局/部/課

予算書Ｐ. 都市計画総務費

都市局/都市計画部/都市計画課

　都市計画行政の総合調整及び管理運営を行うとともに、都市政策にかかる調査
研究及び企画等のために、各種協議会や研修会等に参加し、都市計画行政を推進
します。

△ 176 

予算額 99,278

E-mail:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 34

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 都市計画推進事業（都市計画課）

県支出金 17,061

連絡先 電話:048-829-1404

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,425

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

一般財源 79,758

前年度予算額 83,907

増減 15,371 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 5

＜主な事業＞

１　広報誌の発行

　市民と行政の協働によるまちづくりの取り組みや、市

民活動の状況、都市局からの情報等を掲載内容とした、

まちづくり広報誌｢korekara｣を発行する。

２　ホームページの運用

　広報誌と連動して、まちづくり関連情報等を掲載した

ホームページを運用する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

157 8款 4項 1目 6

＜主な事業＞

１　都市開発基金への積立

　都市開発基金を金融機関に預け入れしていることによ

り生じた利子について、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 4,638,639,798円

　　　・平成18年度末残高 7,027,273,825円

　　　・平成19年度末残高 7,061,867,168円

　　　・平成20年度末残高 7,099,386,383円

　　　・平成21年度末残高 7,121,073,560円

事務事業名

連絡先 一般財源電話:048-829-1394

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課

369 

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

都市計画費 都市計画総務費

4,915

4,915E-mail:toshi-somu@city.saitama.lg.jp

4,546

財産収入

参加型まちづくり支援事業

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費

予算額

予算額

増減

前年度予算額

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課

事務事業名 都市開発基金積立金 28,555

連絡先 電話:048-829-1393 E-mail:toshi-somu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

28,555

　市街地開発事業及び都市施設整備事業に係る資金を積み立てるための基金に対
して、積み立てを行います。

増減 △ 7,358 

前年度予算額 35,913

＜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

157 8款 4項 1目 7 ‐

＜主な事業＞

１　都市計画情報システム保守管理業務

２　都市計画基本図修正等業務

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 1目 8 ‐

＜主な事業＞

１　屋外広告業の登録

　屋外広告業を行う者の登録事務を行う。

２　屋外広告物の許可

　屋外広告物の許可事務を行う。

３　違反広告物の簡易除却業務

　違反広告物の簡易除却や必要な是正指導を行う。

４　簡易除却ボランティアの活動支援

　簡易除却ボランティアの登録や保険の加入等、ボラン

ティア活動に必要な支援を行う。

事務事業名 都市計画情報システム作成事業 予算額 21,049

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課

連絡先 電話:048-829-1404 E-mail:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp 諸収入 600

一般財源 20,449

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

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

前年度予算額 8,923

増減 12,126 

事務事業名 屋外広告物適正化推進事業 予算額 15,640

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課

連絡先 電話:048-829-1404 E-mail:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 10,300

一般財源 5,340

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

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

前年度予算額 17,016

増減 △ 1,376 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

157 8款 4項 1目 9 ‐

＜主な事業＞

１　都市防災リスク情報マップ作成業務

２　都市防災グランドデザインの検討

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 10

＜主な事業＞

１　景観法に基づく行為の届出による景観誘導

　一定規模以上の建築物等の新築等について、法による

行為の届出により、景観計画に沿った建築物等となるよ

う景観誘導を行う。

２　景観啓発事業

　景観意識の高揚を図るため、景観に関する表彰等の啓

発事業を行う。

３　景観審議会の運営

事務事業名 都市環境改善推進事業 予算額 13,696

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課

連絡先 電話:048-829-1404 E-mail:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 7,425

一般財源 6,271

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

　震災発生時における計画的な市街地の復興を可能とするため、震災復興計画策
定に取り組むことで、災害に強い良好な都市環境のまちづくりを推進します。

前年度予算額 169

増減 13,527 

事務事業名 都市景観形成推進事業 予算額 8,358

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課

連絡先 電話:048-829-1404 E-mail:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,358

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

　さいたま市景観計画に基づく景観誘導や景観意識の高揚を図るための啓発事業
を行い、良好な都市景観形成を総合的・計画的に推進します。

前年度予算額 8,557

増減 △ 199 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

157 8款 4項 1目 11 ‐

＜主な事業＞

１　大宮駅東口第２タクシープール維持修繕 ７　駐車場整備計画検討調査

２　都市交通戦略推進管理 ８　埼玉新都市交通株式会社(ニューシャトル)車両購入

　費補助

３　東京都市圏物資流動調査

４　コミュニティサイクル導入検討調査

５　大宮駅西口道路空間オープン化等検討

６　さいたまカーフリーデー準備・運営

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

157 8款 4項 1目 12 23款

‐

＜主な事業＞

１　東大宮駅・北浦和駅改札外エレベーターの設計・工

　事  　  

２　ニューシャトル大宮駅改札内多機能トイレの整備補

　助

３　基本構想見直し基礎調査

４　交通バリアフリー専門部会委員報酬

272,984

事務事業名 交通政策事業 予算額 76,236

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1053 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 500

一般財源 75,736

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

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

前年度予算額 83,105

増減 △ 6,869 

財産収入 10,773

事務事業名 交通バリアフリー推進事業 予算額 286,296

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1054 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

前年度予算額 195,894

市債 113,700

増減 90,402 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 161,823

　｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)｣に
基づき、本市の交通バリアフリー基本構想の進行管理を行うとともに、鉄道駅の
バリアフリー化を実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

157 8款 4項 1目 13 ‐

＜主な事業＞

１　路線バスの利用促進補助

　(1) ノンステップバスの導入(39台)

　(2) バスロケーションシステムの導入

２　コミュニティバスの運行

３　地域公共交通の導入・検討

４　浦和駅東西アクセスバスの運行

５　バス利用啓発冊子の作成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

157 8款 4項 1目 14 23款

‐

＜主な事業＞

１ 大宮駅西口自転車駐車場建設工事

<継続費>

２ 武蔵浦和駅第１街区自転車駐車場の保留床取得

　・床面積　1,518㎡

３ 武蔵浦和駅自転車駐車場整備用地の買戻し

　・南区白幡５丁目1481、土地面積　1,424㎡

455,677

320,500

230,000

　自転車駐車場を整備することにより、自転車利用者の利便を図り、もって駅前
広場の良好な環境を図ること等を目的に、市内各駅周辺地区において整備予定の
自転車駐車場に関する用地の購入、建設工事等を行うものです。

前年度予算額 739,475

増減 271,065 

268,649

市債 663,600

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 78,291

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

連絡先 電話:048-829-1399 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 国庫支出金

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

1,010,540事務事業名 自転車駐車場整備事業 予算額

諸収入 250

事務事業名 バス対策事業 予算額 295,361

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1054 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

前年度予算額 271,925

一般財源 295,111

増減 23,436 

＜事業の目的・内容＞

　市民に身近な公共交通である路線バスの利用促進を図るとともに、交通空白地
区や不便地区の解消を目指してコミュニティバス等を運行します。

22
23
計 1,020,500 400,000 488,400 0

105,000
0 27,100
0

132,100

年度

320,500 50,000 243,400
700,000 350,000 245,000

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〕

15款

157 8款 4項 1目 15 18款

22款

23款

‐

＜主な事業＞

１　施設修繕(監視カメラ等)

２　照明ＬＥＤ化工事

３　自転車駐車場整理清掃委託業務

４　土地賃貸借・機器リース

５　東岩槻駅北自転車駐車場撤去工事

６　自転車駐車場管理費等負担金

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 1目 16 22款

＜主な事業＞

１　岩槻駅東口公共駐車場の光熱水費

２　自動車駐車場施設修繕

３　岩槻駅東口公共駐車場等の管理委託

４　自動車駐車場管理費等負担金

　自動車利用者の利便を図り、もって駅周辺の違法駐車・交通渋滞対策を図るこ
とを目的に設置している市営自動車駐車場の管理運営を行います。

前年度予算額 279,881

増減 17,431 

諸収入 233,312

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1399 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 64,000

増減 14,166 

事務事業名 自動車駐車場管理事業 予算額 297,312

32,655

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 130,297

　自転車利用者の利便を図り、もって駅前広場の良好な環境を図ることを目的に
設置している市営自転車駐車場の管理運営を行います。

市債 28,300

一般財源 2,474

前年度予算額 161,513

財産収入 1,881

連絡先 電話:048-829-1399 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

使用料及び手数料

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

事務事業名

12,727

自転車駐車場管理事業 予算額 175,679
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 1目 17 22款

‐

＜主な事業＞

１　自転車等放置防止警告・指導業務委託

２　放置自転車撤去業務委託

３　放置自転車返還業務委託

４　放置自転車対策事業管理業務

５　民営自転車駐車場建設補助金

６　大宮駅放置自転車対策の強化　　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 18

＜主な事業＞

１　駐車場案内システム啓発用冊子の作成

２　駐車場案内システム新システム構築

３　新システム構築に伴う実験

４　路上案内板撤去手法検討

５　ＩＴ化システム用サーバー借上料

事務事業名 放置自転車対策事業

8,883

  さいたま市自転車等放置防止条例に基づき、駅前広場、道路等の公共の場所に
おける自転車等の放置を防止します。また、市民の良好な生活環境を保持するた
め、自転車等の放置防止に係る啓発を行うとともに、駅周辺の区域を自転車等放
置禁止区域に指定し、警告・指導と合わせ、必要な限度で自転車等の撤去を実施
します。大宮区と都市局の区・局連携予算も含まれております。

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

前年度予算額 2,098

増減 19,108 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1053 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 一般財源 21,206

事務事業名 駐車場案内システム整備計画事業 予算額 21,206

前年度予算額 303,418

増減 △ 6,472 

諸収入 166,964

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 108,273

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

連絡先 電話:048-652-8812 E-mail: sharyo-taisaku-jimusyo@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 21,709

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課(車両対策事務所)

予算額 296,946
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 1目 19

＜主な事業＞

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

　開発行為許可申請等の書類を審査し、許可等の処分後

工事完了時には完了検査を行う。

２　開発に関する基準等の運用管理

　必要に応じ都市計画法に基づく開発行為の許可に係る

基準等の制定、改廃を行う。

３　開発審査会に関する事務

　開発審査会へ付議があった場合の事務と審査請求があ

った場合の事務を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 20

＜主な事業＞

１　土地利用審査会に関する業務 ４　地価公示・地価調査に関する業務

　土地利用審査会の事務局として会を運営する。 　地価公示・地価調査の分科会等に参加し、土地取引動

向の的確な把握に努め、地価高騰の防止や投機的な土地

２　土地売買等の届出審査に関する業務 取引の抑制を図る。

　土地売買等の届出について利用目的を審査し、必要に

応じて是正指導、利用目的の変更の勧告を行う。

３　｢土地月間｣等の広報活動に関する業務

　国が中心に実施する｢土地の日｣、｢土地月間｣の広報活

動の一環として、市報への掲載、ポスターの掲示等を行

う。

　一定規模(市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡)以上の土地売買につい
て、利用目的審査及び地価動向を把握することにより、土地の有効かつ適正な利
用を図ります。また、投機的土地取引を防止することにより、土地の最有効使用
の促進、均衡ある発展を図ります。 前年度予算額 536

増減 △ 67 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課

連絡先 電話:048-829-1427 E-mail:kaihatsu-chosei@city.saitama.lg.jp 一般財源 469

事務事業名 土地売買届出審査事業 予算額 469

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

前年度予算額 14,557

増減 518 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課

連絡先 電話:048-829-1428 E-mail:kaihatsu-chosei@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 15,075

事務事業名 開発行為等許認可事業 予算額 15,075
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

157 8款 4項 1目 21 ‐

＜主な事業＞

１　大規模盛土造成地の変動予測調査 　[参考]

　過年度に調査抽出した大規模盛土造成地について、今 　　宅地耐震化推進事業スケジュール

後の第２次調査(耐震性の確認)を計画的かつ効率的に実 　　　・平成21～22年度

施するため、第２次調査箇所を選定し、該当箇所の実施 　　　　大規模盛土造成地の変動予測調査(第１次調査)

計画を作成する。 　　　　大規模盛土造成地の位置及び規模を把握

　　　・平成23年度

　　　　大規模盛土造成地の変動予測調査(実施計画)

　　　・平成24年度以降

　　　　大規模盛土造成地の変動予測調査(第２次調査)

　　　　平成23年度事業により作成した実施計画に基づ

　　　　き、造成宅地の耐震性を確認する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 22

＜主な事業＞

１　北与野駅北口地下駐車場事業特別会計への繰出し

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

282,142,329円

276,851,895円

307,539,543円

301,646,293円

　北与野駅北口地下駐車場の事業運営及び地方債償還のため、一般会計から繰出
しを行います。

前年度予算額 220,997

増減 △ 125,000 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1399 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 一般財源 95,997

増減 △ 989 

事務事業名 北与野駅北口地下駐車場事業特別会計繰出金 予算額 95,997

＜事業の目的・内容＞

　大規模地震から市民の生命財産を守るため、大規模盛土造成地の有無を調査し
当該宅地の耐震性を確認するとともに、対策を要する場合は該当区域住民等に情
報を提供し、自主的な防災対策を促します。

前年度予算額 9,480

一般財源 5,991

連絡先 電話:048-829-1427 E-mail:kaihatsu-chosei@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

国庫支出金 2,500

事務事業名 宅地耐震化推進事業 予算額 8,491

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 1目 23

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し

　(1) 借入金元金

　(2) 借入金利子

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

157 8款 4項 2目 1 22款

‐

＜主な事業＞

１　所管普通財産の市有床等の管理

　(1) 北浦和ターミナルビル市有床(公共施設・駐車場

　　・駐輪場用地)

　(2) 浦和センチュリーシティ市有床(駐車場)

　(3) アルーサＡ館市有床(事務所)

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

予算書Ｐ.

前年度予算額 85,310

増減 △ 9,465 

土木費 都市計画費 都市整備費

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

連絡先 電話:048-829-1443 E-mail:machidukuri-somu@city.saitama.lg.jp 財産収入 66,442

事務事業名 都市整備事務事業（まちづくり総務課） 予算額 75,845

959,918,411円

936,493,064円

909,916,362円

669,283,115円

諸収入 250

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 9,153

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額 653,660

増減 △ 18,188 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市計画総務費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課

連絡先 電話:048-829-1420 E-mail:toshi-koen@city.saitama.lg.jp 一般財源 635,472

事務事業名 用地先行取得事業特別会計繰出金（都市公園課） 予算額 635,472
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 2目 2

＜主な事業＞

１　事業認可事務

　土地区画整理事業及び市街地再開発事業の認可申請に

ついて、適正かつ迅速に判断を行う。

２　国庫補助金事務事業

　事業の推進に必要不可欠な補助金確保のため、国庫補

助申請等の手続きを適正かつ迅速に行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 2目 3 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり専門家の派遣 ３　まちづくりセミナーの開催

　まちづくり活動を行うグループの集会や研究会等にま 　住民参加のまちづくりに対する市民意識の向上と地域

ちづくり専門家を派遣し、講義や指導・助言等により活 のまちづくりリーダーの育成を目的に開催する。

動を支援する。

４　内野本郷地区地区計画素案の作成支援

２　まちづくり支援補助金の交付 　長期未着手地区の一地区である内野本郷地区を対象に

　市街地の計画的な整備の推進を目的として活動してい 地区計画の素案作成に向け、住民主体で組織されたまち

るまちづくり団体に対して、勉強会の開催、広報紙の発 づくり協議会を適切に支援する。

行、基本計画の作成等に必要となる費用の一部を補助す

る。 ５　事業用地の維持管理

　内野本郷地区等の事業用地を維持・管理する。

都市計画費 都市整備費

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

局/部/課

使用料及び手数料

540

2

28,684

連絡先 電話:048-829-1444 E-mail:machidukuri-somu@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

事務事業名 まちづくり支援・団体育成事業 予算額 28,686

一般財源

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

前年度予算額 10,768

増減 17,918 

5,420

1,462 

連絡先 8,367一般財源電話:048-829-1466 E-mail:shigaichi-seibi@city.saitama.lg.jp

増減

前年度予算額 6,905

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

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

＜事業の目的・内容＞

予算額都市整備事務事業（市街地整備課） 8,367

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 2目 4

＜主な事業＞

１ (仮称)岩槻まちづくりマスタープランの策定 ３　統合型補助金の調整業務

　｢岩槻駅周辺地区｣の今後のまちづくりのあり方につい 　まちづくり事業の円滑な推進を図るため、統合型補助

て、総合振興計画等の上位計画における位置付けを踏ま 制度の導入・活用検討及び関係各課所との調整を行う。

えた検討を進め、｢(仮称)岩槻まちづくりマスタープラ

ン｣を策定する。

２　たつみ通り線歩道整備基本方針の策定

　ＪＲ埼京線与野本町駅から県立彩の国さいたま芸術劇

場までを｢アートストリート｣として、空間整備するため

の基本方針を策定する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 2目 5

＜主な事業＞

１　西大宮駅開業後における駅周辺課題の改善 　[参考]

２　西大宮駅関連用地管理

　(1) 西大宮駅南口暫定駅前広場植栽管理

　(2) 西大宮駅関連用地管理

事務事業名 まちづくり推進事業 予算額 8,963

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課

連絡先 電話:048-829-1445 E-mail:machidukuri-somu@city.saitama.lg.jp 一般財源 8,963

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

　都市開発に係る企画立案及び各種制度、統合補助金の調整を行います。

前年度予算額 8,976

増減 △ 13 

事務事業名 西大宮駅周辺まちづくり推進事業 予算額 6,149

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

連絡先 電話:048-622-6066 E-mail:nisshin-sashiogi-matidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 6,149

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

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

前年度予算額 564,685

増減 △ 558,536 

ＪＲ川越線

西大宮駅
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

157 8款 4項 2目 6 23款

‐

＜主な事業＞

１　指扇駅駅舎橋上化・自由通路設置

２　指扇駅北口駅前広場整備

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

22款

157 8款 4項 2目 7 23款

‐

＜主な事業＞

１　七夕通り美装化基本計画策定 ４　住民との協働によるまちづくりの推進

　七夕通りの美装化に向けたワークショップや地元説明 　地元住民との協働による安心・安全なまちづくりを推

会などを開催し、一方通行や電線類の地中化など整備手 進するため、まちづくりルールの策定及び運営管理を進

法等を検討する。 める。

２　社会資本整備計画作成準備

　社会資本整備計画の作成に向け、七夕通りの美装化や

駅南北地区における狭隘道路の整備等に関する測量・基

本設計を進め、地元の意向確認などを行う。

３　駅南口駅前広場の用地取得・物件移転補償

　南口駅前広場用地取得に向け権利者と交渉を進める。

112,250

事務事業名 指扇駅周辺まちづくり推進事業 予算額 142,904

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

連絡先 電話:048-622-6066 E-mail:nisshin-sashiougi-machidukuri@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 22,450

市債 80,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 39,654

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

　指扇駅においては、駅南口の周辺において交通渋滞が発生していること、また
駅北側からの駅利用が不便な状況であり、駅への交通アクセスの利便性の向上や
北口改札の常時利用が強く望まれているところです。
　本事業は、このような状況を改善するため、駅へのアクセス道路の整備及び駅
北口広場整備を実施し、駅橋上化を実現します。

前年度予算額 487

増減 142,417 

事務事業名 日進駅周辺まちづくり推進事業 予算額 284,682

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

連絡先 電話:048-646-3117 E-mail:nisshin-sashiogi-machidukuri@city.saitama.lg.jp 諸収入

市債

1

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

242,600予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

　地元住民との協働により、日進駅の橋上化による北口開設と南北駅前広場及び
アクセス道路の整備とあわせ、七夕通りの美装化など地元発意による安心・安全
なまちづくりを推進します。

42,081

前年度予算額 551,412

増減 △ 266,730 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

157 8款 4項 2目 8 ‐

＜主な事業＞

１　岩槻駅駅前広場整備計画策定

２　岩槻駅舎改修工事作業ヤード整備工事

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

18款

157 8款 4項 2目 9

＜主な事業＞

１　部内各所管の事業の進捗管理

　部内各所管における事業の進捗を把握するとともに、

都心整備部の総合的な管理を行い、良好なまちづくりを

推進する。

△ 71 

13,306

　本市の都心地区である大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区並びに浦和駅周辺
地区のまちづくりを推進し、良好な都心整備を図るため、都心整備部内の総合的
な調整及び各事業の進捗管理を行います。

増減

前年度予算額

13,235予算額

財産収入

都心整備推進事業

電話:048-829-1577 13,235

都市局/都心整備部/計画管理課

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

土木費 都市計画費

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

局/部/課

連絡先

予算書Ｐ. 都市整備費

事務事業名 岩槻駅舎改修事業

都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

　岩槻駅周辺地区は、本市の副都心として位置付けられておりますが、その中心
となる岩槻駅は昭和４年以来東口のみの開設であるため、駅東西が分断されてい
ます。
　そこで、東西の交流機能を高め、駅周辺の活性化を図るため、駅の橋上化及び
自由通路の整備、バリアフリー化を実施し、西口を開設します。

予算額 54,048

局/部/課

連絡先 電話:048-790-0234 E-mail:iwatsukimachidukuri@city.saitama.lg.jp 市債 51,300

一般財源 2,748

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

前年度予算額 90,031

増減 △ 35,983 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

157 8款 4項 2目 10 22款

‐

＜主な事業＞

１　都市施設の運営管理 ３　まちづくり推進協議会事業の推進

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

新都心駅東西自由通路｣及び｢さいたま新都心駅西口駅前 ある｢さいたま新都心まちづくり推進協議会｣を中心に官

広場｣等の日常清掃及び巡回警備を実施する。 民協働による、年間を通じた取り組みを実施する。

２　ふれあいプラザ運営管理

　バリアフリー都市として、ソフト面でのサポートを実

現するため、市民ボランティアの活動をふれあいプラザ

を拠点に実施し、あわせて活動の啓発を推進する。

　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23款

157 8款 4項 2目 11 ‐

＜主な事業＞

１　氷川参道整備事業

　(1) 氷川参道に係る総合調整 　

　　平成ひろばの継続利用と活用に向けた調整を行う。

　(2) 市民との協働による氷川参道周辺のまちづくりの

  　推進

　　地元まちづくり団体とともに、清掃活動や各種イベ

　ントに参加し、氷川参道を中心としたまちづくりの周

　知を行う。

　(3) 氷川参道並木の管理保全

　　氷川参道並木の保護を目的に、参道に低木の植栽を

　行う。また、さいたま市指定緑地所有者に補助金を交

　付する。

17,316

700

増減 △ 8,319 

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

前年度予算額 102,320

72,030

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費

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

前年度予算額 6,338

増減 344,673 

一般財源 97,711

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

局/部/課 都市局/都心整備部/計画管理課(氷川参道対策室)

連絡先 電話:048-646-3122 E-mail:hikawasando-taisaku@city.saitama.lg.jp 市債 253,300

事務事業名 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（計画管理課） 予算額 351,011

2,900

一般財源 83,103

都市整備費

分担金及び負担金

局/部/課 都市局/都心整備部/計画管理課

諸収入

7,998連絡先 電話:048-829-1577 E-mail:keikakukanri@city.saitama.lg.jp

事務事業名 さいたま新都心賑わい創出事業 予算額 94,001
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

157 8款 4項 2目 12

＜主な事業＞

１　氷川緑道西通線整備推進事業 　   ３　大宮駅東口公共施設再編推進事業　　

　都市計画道路氷川緑道西通線(南区間・大宮中央通線 　大宮駅東口における老朽化した公共施設の再編や公共

～南大通東線の約670ｍ区間)を整備するため、用地買 用地の活用に関する基本計画の具現化について検討を行

収・補償等を行う。 う。

２　(仮)大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業 ４　大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業　

　大宮駅東口における市街地の更新、都市機能強化及び 　大宮駅周辺地域戦略ビジョンに基づき、各種プロジェ

商業の活性化を図るため、組合施行の市街地再開発事業 クトの具現化に向けた推進方策等について検討を行う。

を推進する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

157 8款 4項 2目 13 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり支援

　大宮駅西口第三地区では、地元による準備組合設立へ

の支援を行い、都市計画決定に向けた準備を進めるとと

もに、大宮駅西口第四地区の周辺整備に向けた調査を行

う。

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

連絡先 電話:048-646-3280 E-mail:omiya-nishi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所

　大宮駅周辺に集積する商業や業務、交通、緑等の都市機能を再構築し、歴史や
文化、スポーツ等の地域資源を活用するとともに、都市ブランドの確立や国際
化、ＩＴ化への対応等の視点を新たに加え、都市開発の具現化を推進する構想の
策定を行い各種事業を推進します。

＜事業の目的・内容＞

使用料及び手数料

増減 1,779 

前年度予算額 11,200

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費 12,977

1,947,977

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

事務事業名 大宮駅西口まちづくり推進事業 予算額 12,979

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 都市整備費

連絡先 電話:048-646-3283 E-mail:omiya-higashi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

事務事業名 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口まちづくり事務所） 予算額 1,995,408

前年度予算額 2,395,429

増減 △ 400,021 

2

一般財源

15款

16款

18款

22款

23款

‐

使用料及び手数料 9

国庫支出金 949,500

財産収入 751

諸収入 1

市債 715,600

一般財源 329,547
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（一般会計）

〔財源内訳〕

‐

157 8款 4項 2目 14

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し

　(1) 借入金元金

　(2) 借入金利子

[参考]

　繰出金の推移

　　・平成18年度決算額

　　・平成19年度決算額

　　・平成20年度決算額

　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

14款

159 8款 4項 3目 1 16款

23款

‐

＜主な事業＞

１　鉄道高架化 ３　田島大牧線等交差道路整備

　駅施設整備工事、東西連絡通路整備工事等を行う。 　鉄道高架化に合わせて都市計画道路田島大牧線の拡幅

整備と３箇所の交差道路整備を行う。

２　旅客ホーム新設 <継続費>

　東北客貨線(湘南新宿ライン)の旅客ホーム新設工事

を行う。

2,300,655

用地先行取得事業特別会計繰出金（大宮駅東口まちづくり事務所）

都市局/都心整備部/鉄道高架整備課

予算書Ｐ.

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所

事務事業名

1,888,880

84,128

一般財源

193,501

増減 33,902 

1,655,156 

4,090,838

連絡先

＜事業の目的・内容＞

国庫支出金 1,460,500

市債 2,396,400

連絡先 214電話:048-829-1469 E-mail:tetsudo-koka-seibi@city.saitama.lg.jp

局/部/課

予算書Ｐ.

予算額 118,030

電話:048-646-3283 E-mail:omiya-higashi-machidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 118,030

土木費 都市計画費 都市整備費

＜事業の目的・内容＞

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額

事務事業名 鉄道高架推進事業 予算額 5,745,994

分担金及び負担金

土木費 都市計画費 街路事業費

増減

　浦和駅周辺の鉄道を高架化し、都市計画道路田島大牧線をはじめとする交差道
路を整備することで、鉄道により分断されている浦和駅周辺の東西市街地の一体
化、均衡ある発展を図ります。また、東北客貨線(湘南新宿ライン)にホームを新
設することで湘南新宿ラインの浦和駅停車を実現します。 前年度予算額

3,251,302

77,401,948円

76,184,330円

69,012,742円

　　　   0円

23
24
計 215,000 0 193,000 535

7,286
321 14,179
214

21,465

年度

142,000 0 127,500
73,000 0 65,500

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）

〔財源内訳〕

15款

159 8款 4項 4目 1 16款

18款

22款

‐

＜主な事業＞

１　都市公園等施設修繕事業 ２　指定管理者事業

　(1) 主な大規模修繕箇所 　指定管理者に係る経費(都市公園の管理運営業務)

　　・沼影プール修繕

　　・大和田公園プール修繕 ３　民間児童遊園地等助成事業

　　・岩槻温水プール修繕 　都市公園を補完する民間児童遊園地において、遊具等

　　・下落合プール修繕　 の修繕などに対して補助金の助成を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

159 8款 4項 4目 2 23款

‐

＜主な事業＞

１　緑の核づくり公園整備事業 ２　駒場運動公園改修事業

　都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不足する 　駒場運動公園の老朽化に伴い、２か年の継続事業にて

地域を重点に、歩いていける範囲に身近な公園整備を進 改修工事を行う。

める。 <継続費>

　(1) 主な公園整備予定箇所

　　・(仮称)別所中央公園　(南区)

　　・(仮称)南元宿児童公園　(桜区)

　　・(仮称)宮町市営住宅跡地公園　(岩槻区)

　　・三橋６丁目公園(全面改修)　(西区)

　　・(仮称)東浦和第二２号公園　(緑区)

6,000

383,323

1,030,233 105,000

　都市化により野外レクリエーションの場が減少する中で、緑に囲まれた安全な
遊び場や市民のための運動場を提供するとともに、災害時の避難場所となる公園
整備を行います。

前年度予算額 2,814,969

増減 △ 1,304,837 

市債 853,800

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 372,332

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 公園費

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課

連絡先 電話:048-829-1420 E-mail:toshi-koen@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 284,000

事務事業名 都市公園等整備事業 予算額 1,510,132

　都市公園等の管理運営、広報、修繕、取得用地の維持管理を行うとともに、民
間児童遊園地の設置等に対して助成を行います。

諸収入 5

一般財源 2,600,284

前年度予算額 2,677,023

増減 11,553 

55,355

国庫支出金 2,932

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 30,000

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 公園費

連絡先 電話:048-829-1420 E-mail:toshi-koen@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

2,688,576

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課

事務事業名 都市公園等管理事業 予算額

105,000
250,000 1,079,000 0 501,000

0 0 0

財 源 内 訳

250,000 1,079,000 0 396,000
一 般 財 源そ の 他地 方 債国県支出金

年 度

1,830,000
105,000
1,725,000

事 業 費

計
23
22
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

161 8款 4項 5目 1 ‐

＜主な事業＞

１　民有地の緑化推進 ４　みどり倍増プロジェクトの実施

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

るなどし、民有地の緑化を推進する。 花やみどりを増やすことを推進する。

　(1) 公共施設・家庭の緑のカーテン

２　花いっぱい運動の推進 　(2) 公共施設の緑化

　市民花壇の維持管理や花苗の配布等の支援を行い、花 　(3) 民間建築物の緑化

いっぱい運動を推進する。

３　緑化啓発イベントの開催等

　花づくり講習会やみどりの功労賞等を実施し、市民の

緑に対する意識の醸成を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

161 8款 4項 5目 2 23款

‐

＜主な事業＞

１　オープン型緑地の保全事業 ４　みどりの祭典の実施

　自然緑地や市民緑地等のオープン型緑地の維持管理、 　みどりに関する啓発活動としてみどりの祭典を実施す

整備を行う。 る。

２　クローズ型緑地の保全事業

　保存緑地等のクローズ型緑地の維持管理に対して補助

金交付を行う。

３ 緑地保全ボランティア活動の推進

　みどり愛護会等の緑地保全ボランティア活動に対して

保全活動に必要な物品の支給等の支援を行う。

11,389

5,212

177

163,378

　みどりの条例に基づく自然緑地等の維持管理及び保存緑地に対する補助金交付
等を行うことで、市内に残る良好な自然環境を有する緑地の保全を推進します。

前年度予算額 529,702

増減 △ 29,624 

都市計画費 緑化推進費

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

市債 209,200

連絡先 電話:048-829-1413 E-mail:midori-suishin@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費

国庫支出金

事務事業名 指定緑地等設置･保全事業 予算額 500,078

127,500

6,000

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

前年度予算額 77,101

増減 △ 15,637 

都市計画費 緑化推進費

国庫支出金

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

一般財源 60,764

連絡先 電話:048-829-1423 E-mail:midori-suishin@city.saitama.lg.jp

予算書Ｐ. 土木費

事務事業名 緑化推進事業 予算額 61,464

700
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

161 8款 4項 5目 3 ‐

＜主な事業＞

１　生産緑地地区に係る事務

　土地所有者の申し出等による生産緑地地区の指定及び

解除に係る都市計画手続き等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

161 8款 4項 5目 4

＜主な事業＞

 １　見沼グリーンプロジェクトの推進 ３　市民が憩える場所づくりプロジェクトの実施

　(1) 見沼田圃基本計画アクションプランの策定 　(1) ビューポイント等へ休憩施設設置

　　・ベンチ等を２か所設置

２　見沼田圃への理解と協力を喚起することを目的とし

 　た啓発活動

　(1) 市民活動団体情報共有化推進業務

　　・写真コンクールの実施

　　・来て、見て、見沼たんぼの実施

　　・見沼たんぼクリーン大作戦の実施

　(2) 見沼田圃案内板設置

予算額 35,323

　首都圏に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃を保全・活用・創造す
るため、見沼グリーンプロジェクトの推進を図ります。

前年度予算額 24,851

増減 10,472 

土木費 都市計画費 緑化推進費

見沼田圃の保全・活用・創造事業

　市街化区域内にある農地を重要な緑として保全するため、生産緑地地区に係る
事務手続きを行います。

事務事業名

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

事務事業名

＜事業の目的・内容＞

連絡先 電話:048-829-1413 E-mail:midori-suishin@city.saitama.lg.jp 一般財源 35,323

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課

予算書Ｐ.

前年度予算額 4,391

増減 0 

一般財源 4,372

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 都市計画費 緑化推進費

連絡先 電話:048-829-1413 E-mail:midori-suishin@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 19

生産緑地関係事業 予算額 4,391
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

163 8款 5項 1目 1 18款

‐

＜主な事業＞

１　燃料費、光熱水費等事務所運営経費

２　事務所が管理する土地・建物等の除草、清掃等

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

163 8款 5項 1目 2

＜主な事業＞

１　浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業

　浦和駅西口南高砂地区での第一種市街地再開発事業へ

の補助金交付、助言を行う。

２　都市計画道路田島大牧線(高砂工区)整備事業

　都市計画道路田島大牧線(高砂工区)を整備し、中心市

街地における交通の円滑化､都市防災機能の向上を図る｡

　浦和駅周辺地区において、商業・業務を中心とした再開発ビルの整備、駅前広
場及び都市計画道路田島大牧線の整備等都市基盤整備を行います。

市街地再開発事業費

増減 △ 483,388 

前年度予算額 733,504

事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） 予算額

連絡先 電話:048-882-9781 E-mail:urawa-machidukuri@city.saitama.lg.jp

250,116

局/部/課 都市局/都心整備部/浦和駅周辺まちづくり事務所

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 9,573

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費 市街地再開発事業費 財産収入 348

事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和西部まちづくり事務所） 予算額 9,923

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所

連絡先 電話:048-861-5905 E-mail:urawa-seibu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 2

　総合振興計画において｢副都心｣に位置づけられている武蔵浦和駅周辺約30haに
ついて、市街地再開発等によるまちづくりを推進します。

前年度予算額 10,747

増減 △ 824 

14款

15款

16款

18款

22款

23款

‐

分担金及び負担金

財産収入

382

使用料及び手数料 1

国庫支出金 75,800

1,923

一般財源 43,709

諸収入 1

市債 128,300
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

16款

163 8款 5項 1目 3 23款

‐

＜主な事業＞

１　市街地再開発事業費補助金 [参考]

　(1) 社会資本整備総合交付金分(旧まちづくり交付金

　　分)

２　公共施設管理者負担金

　(1) 社会資本整備総合交付金分(旧まちづくり交付金

　　分)

　(2) 社会資本整備総合交付金分(旧地域活力基盤創造

　　交付金分)

　(3) 市単独費

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

163 8款 6項 1目 3

＜主な事業＞

１　土地区画整理組合への補助金交付 ２　土地区画整理組合への事業資金貸付

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

を交付し、土地区画整理事業の促進を図る。 土地区画整理事業の促進を図る。

[参考]

4,968,181 8,237,550

2,180,250

2,193,000

電話:048-815-8725

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 組合施行等土地区画整理支援事業

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/区画整理支援課

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費

連絡先 E-mail:kukakuseiri-shien@city.saitama.lg.jp

予算額 13,309,338

事務事業名 武蔵浦和駅第１街区市街地再開発事業 予算額 4,373,250

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所

連絡先 電話:048-861-5905 E-mail:urawa-seibu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 国庫支出金 1,376,100

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,299,850

予算書Ｐ. 土木費 市街地再開発事業費 市街地再開発事業費 市債 1,697,300

　武蔵浦和駅第１街区における市街地再開発事業の施行者に対し、市街地再開発
事業補助金等交付要綱に基づき、補助金等を交付します。

前年度予算額 1,858,500

増減 2,514,750 

土地区画整理費

　土地区画整理組合に対し、補助金の交付及び事業資金の貸付を行い、土地区画
整理事業を促進し、健全な市街地の形成を図ります。

前年度予算額 12,096,656

増減 1,212,682 

<組合施行地区一覧表> 平成22年度末見込み

丸ヶ崎 29.13ha 40.7％ 台・一ノ久保特定 15.96ha 67.6％

大間木水深特定 28.09ha 75.5％ 大和田特定 50.64ha 22.2％

大門第二特定 76.27ha 33.8％ 内谷・会ノ谷特定 13.46ha 29.3％

土呂農住特定 11.11ha 38.8％ 大谷口・太田窪 28.16ha 26.4％

風渡野南特定 13.67ha 71.4％ 中川第一特定 38.41ha 10.9％

蓮沼下特定 23.55ha 59.3％ 七里駅北側特定 31.99ha 2.8％

大門上・下野田特定 36.30ha 68.9％ 島町西部 40.04ha 3.4％

地区名 面積 進捗率地区名 面積 進捗率

施行面積 約3.0ha

施行者 独立行政法人　都市再生機構

事業計画 平成18年度　都市計画決定

平成20年度　事業計画認可

平成21年度　権利変換計画認可・着工

平成27年度　竣工

施設概要 B1棟：公益施設棟[地上10階、地下１階]

（南区役所、図書館、子育て支援センター、

老人福祉センター、コミュニティセンター）

B2棟：商業・住宅[地上28階、地下１階]

B3棟：住宅[地上22階、地下１階]

15款

16款

20款

22款

23款

‐

市債 1,163,000

一般財源 926,080

繰入金 2,200,000

諸収入 8,240,440

使用料及び手数料 18

国庫支出金 779,800
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

163 8款 6項 1目 4 16款

23款

‐

＜主な事業＞

１　国道463号バイパス交差点改良詳細設計 ５　浦和美園駅西口連絡階段・公衆便所設置工事

　交差点を改良するための詳細設計 　浦和美園駅西口駅前広場の整備にあわせ、駅利用者の

利便性の向上を図るために設置する。

２　下野田歩道橋詳細設計

　交差点改良にあたり、歩道橋を設置するための詳細設 ６　都市再生機構が施行する土地区画整理事業への支援

計 　(1) 浦和東部第二特定土地区画整理事業

３　埋蔵文化財発掘調査業務(岩槻南部) 　(2) 岩槻南部新和西特定土地区画整理事業

４　大門下野田地区事業化

　測量・計画・設計・補償費

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6項 1目 5

＜主な事業＞

１　東浦和第二土地区画整理事業内の第３調整池築造工

　事完成に伴う調査積算

750,000

1,400,000

使用料及び手数料

一般財源

国庫支出金

183,791

1,195,260

市債

連絡先

土木費

電話:048-878-5140

予算書Ｐ.

E-mail:urawa-tobu-machidukuri@city.saitama.lg.jp

予算額 2,466,856

5

土地区画整理費

＜事業の目的・内容＞

　本市の副都心としてふさわしい良好な市街地の整備を行うため、都市再生機構
が施行する浦和東部第二地区及び岩槻南部新和西地区の土地区画整理事業へ支援
を行うとともに、副都心としての利便性や魅力付けの向上を図るため、浦和美園
駅西口連絡階段・便所の整備等を行います。

事務事業名 東浦和第二地区まちづくり推進事業

土地区画整理費

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所

予算額 10,000

連絡先 電話:048-873-4201 E-mail:higashi-urawa-machidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 10,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

事務事業名 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業

1,087,800

前年度予算額 2,709,840

増減 △ 242,984 

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

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

前年度予算額 64,000

増減 △ 54,000 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

163 8款 6項 1目 6 18款

20款

‐

＜主な事業＞

１　委託業務の実施 　[参考]

　移転補償に伴う建物等調査・積算業務及び街区点等杭 事業計画

打ち測量業務を実施する。 事業認可 昭和44年３月25日

事業期間 昭和43年度～平成27年度

２　公共施設整備の実施 施行面積 8.26ha

　道路施設整備工事を行い公共施設の整備改善を図る。 進捗率※ 74.6％

総事業費 約137億円

３　建物等移転補償の実施 ※進捗率は平成22年度末見込み

　土地区画整理事業の進捗に伴い建物等の移転補償を実

施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15款

163 8款 6項 1目 7 16款

20款

23款

‐

＜主な事業＞

１　事業推進に伴う道路築造工事、岩槻駅舎改修に伴う 　[参考]

　岩槻駅西口駅前広場の設計 事業計画

事業認可 平成９年４月１日

２　建物移転補償の実施 事業期間 平成９年度～平成30年度

施行面積 11.58ha

進捗率※ 57.6％

総事業費 約108億円

※進捗率は平成22年度末見込み

事務事業名 与野駅西口土地区画整理事業 予算額 172,720

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

連絡先 電話:048-840-6153 E-mail:yono‐machidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1

財産収入 726

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 150,000

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

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

一般財源 21,993

前年度予算額 225,659

増減 △ 52,939 

事務事業名 岩槻駅西口土地区画整理事業 予算額 354,028

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

連絡先 電話:048-790-0234 E-mail:iwatsukimachidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料 1

国庫支出金 78,500

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 150,000

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

　岩槻駅西口地区は、岩槻駅の西側に隣接していながらも、駅西口の未開設や都
市施設の未整備により駅前という立地が活かされていません。
　そこで、本事業は西口の開設と合わせ、都市基盤となる駅前広場及びそれに接
続する都市計画道路等の公共施設の整備改善を行い、商業の活性化と潤いのある
住環境の形成を図ることを目的としています。

市債 70,300

一般財源 55,227

前年度予算額 298,071

増減 55,957 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6項 1目 8

＜主な事業＞

１　用地先行取得事業特別会計への繰出し

　(1) 借入金元金

　(2) 借入金利子

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

163 8款 6項 1目 9 ‐

＜主な事業＞

１　大宮駅西口都市改造事業特別会計への繰出し

　大宮駅西口第四地区について土地区画整理事業による

都市基盤整備を行うため、特別会計へ繰出しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

0円

13,920円

E-mail:omiya-nishi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

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

連絡先 電話:048-646-3280

前年度予算額 839,495

増減 17,430 

一般財源 556,925

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

繰入金

856,925

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

300,000

事務事業名 大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金 予算額

0円

0円

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。

増減

前年度予算額 24,210

都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

事務事業名 用地先行取得事業特別会計繰出金（浦和東部まちづくり事務所）

連絡先 電話:048-878-5140 E-mail:urawa-tobu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 150,496

126,286 

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

局/部/課

予算額 150,496

＜事業の目的・内容＞

376,281,077円

421,370,667円

799,698,571円

802,083,011円
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6項 1目 10

＜主な事業＞

１　深作西部土地区画整理事業特別会計への繰出し

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出

しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6項 1目 11

＜主な事業＞

１　東浦和第二土地区画整理事業特別会計への繰出し

　市債等借り入れに要する諸経費について、一般会計か

ら繰出しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

118,758,296円

111,300,724円

141,732,197円

土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

　深作西部土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。

　東浦和第二土地区画整理事業に要する諸経費について、一般会計から繰出しを
行います。

事務事業名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金

連絡先 電話:048-873-4201 E-mail:higashi-urawa-machidukuri@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

＜事業の目的・内容＞

150,020,014円

189,860,246円

139,229,352円

98,399,202円

77,204,021円

予算書Ｐ.

深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 26,138

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

事務事業名

連絡先 電話:048-646-3116 E-mail:nisshin-sashiogi-machidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 26,138

前年度予算額 30,798

増減 △ 4,660 

予算額 236,664

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所

一般財源 236,664

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 169,372

増減 67,292 

-302-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6項 1目 12

＜主な事業＞

１　浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計への繰

　出し

　市債等借り入れに要する諸経費について、一般会計か

ら繰出しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

20款

163 8款 6項 １目 13 ‐

＜主な事業＞

１　南与野駅西口土地区画整理事業特別会計への繰出し

　南与野駅西口土地区画整理事業に要する諸経費につい

て、一般会計から繰出しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

462,217,878円

295,572,721円

361,627,833円

155,513,933円

313,253,189円

348,492,370円

364,788,852円

一般財源 184,943

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 801,290

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

連絡先 電話:048-878-5140 E-mail:urawa-tobu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 801,290

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

　浦和東部第一特定土地区画整理事業に要する諸経費について、一般会計から繰
出しを行います。

前年度予算額 618,688

増減 182,602 

事務事業名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 384,943

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

連絡先 電話:048-840-6153 E-mail:yono-machidukuri@city.saitama.lg.jp 繰入金 200,000

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 411,943

増減 △ 27,000 

474,518,532円

　南与野駅西口土地区画整理事業に要する諸経費について、一般会計から繰出し
を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6款 1目 14

＜主な事業＞

１　指扇土地区画整理事業特別会計への繰出し

　事業推進に要する諸経費について、一般会計から繰出

しを行う。

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6款 1目 15

＜主な事業＞

１　江川土地区画整理事業特別会計への繰り出し

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額 692,977,488円

17,947,663円

329,038,618円

481,036,694円

土木費

624,327,139円

　指扇土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。

　江川土地区画整理事業推進のため、一般会計から繰出しを行います。

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土地区画整理費土地区画整理費

557,954

増減 △ 28,011 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

連絡先 電話:048-790-0234 E-mail:iwatsukimachidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 529,943

事務事業名 江川土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 529,943

116,523,513円

107,560,101円

19,680,384円

事務事業名 指扇土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 232,690

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

連絡先 電話:048-622-6066 E-mail:nisshin-sashiogi-matidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 232,690

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費 土地区画整理費 土地区画整理費

前年度予算額 153,990

増減 78,700 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

‐

163 8款 6款 1目 16

＜主な事業＞

１　南平野土地区画整理事業特別会計への繰出し

　[参考]

　　繰出金の推移

　　　・平成18年度決算額

　　　・平成19年度決算額

　　　・平成20年度決算額

　　　・平成21年度決算額

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ ［2款:公債費］

　(1) 光熱水費 　(1) 過去の借り入れに対する元金及び利子の支払い

　　施設の電気や上下水道利用のための費用。

　(2) 修繕料

　　施設等の修繕を行う。

　(3) 保険料

　　火災保険や賠償責任保険に加入する。

　(4) 施設等保守管理委託料

　　駐車場の管理を委託する。

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

216,806,351円

316,998,032円

前年度予算額

128,925,357円

　南平野土地区画整理事業推進のため、一般会計から繰出しを行います。

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

事務事業名 南平野土地区画整理事業特別会計繰出金

100,692,548円

予算額 214,994

増減 12,000 

202,994

土地区画整理費 土地区画整理費

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 土木費

連絡先 電話:048-790-0234 E-mail:iwatsukimachidukuri@city.saitama.lg.jp 一般財源 214,994

会計名 市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計 予算額 133,000

局/部/課 都市局/都市計画部/都市交通課

連絡先 電話:048-829-1399 E-mail:toshi-kotsu@city.saitama.lg.jp 事業収入 37,000

予算書Ｐ. 367 繰入金 95,997

＜事業の目的・内容＞ 繰越金 1

　自動車利用者の利便性を図るとともに、北与野駅周辺の交通混雑の緩和を図る
ため、市営北与野駅北口地下駐車場の維持管理等を行います。

諸収入 2

89,229 43,369

前年度予算額 271,000

増減 △ 138,000 
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

＜主な事業＞

［1款:公共用地取得事業費］

　事業用地の先行取得を行う。

　(1) 高木第二最終処分場水処理施設建て替え公共用地

　　先行取得

　(2) (仮称)高木スポーツ広場公共用地先行取得

［2款:公債費］

　事業用地の先行取得に伴う起債の元金及び利子の償還

を行う。

　(1) 与野中央公園公共用地先行取得

　(2) (仮称)岩槻南辻公園公共用地先行取得

　(3) 浦和美園駅東口駅前複合公共施設公共用地先行取

　　得

　(4) 大宮駅東口地区

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

563,000 増減

予算書Ｐ. 411

＜事業の目的・内容＞

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

連絡先 電話:048-646-3283 E-mail:omiya-higashi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

前年度予算額 762,000局/部/課 ④環境局/施設部/環境整備センター

連絡先 電話:048-646-7740 E-mail:kankyo-seibi-center @city.saitama.lg.jp

1

局/部/課 ③都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所 421,000

連絡先 電話:048-878-5140 E-mail:urawa-tobu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 諸収入

市債

903,998

局/部/課 ②都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 繰越金 1

連絡先 電話:048-829-1420 E-mail:toshi-koen@city.saitama.lg.jp 繰入金

予算額 1,325,000

局/部/課 ①都市局/都市計画部/都市公園課

会計名 用地先行取得事業特別会計

421,000

904,000
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

＜主な事業＞ 【参考】事業施行位置図

［1款:事業費］

　(1) 大宮駅西口第四土地区画整理事業

　・建物調査業務、区画道路詳細設計業務等を行う。

　・上落合桜木線に係る電線共同溝整備工事等を行う。

　・４･５･８･９街区の移転補償交渉を行う。

　　

　

　　

　

　

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 道路区画線の設置 　　事業の経過

　(2) 工作物及び立竹木等の補償 　　・区域決定

　　・事業計画認可

　　・仮換地指定 平成元年２月28日

　　・換地処分公告

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

856,925

70

6,648

＜事業の目的・内容＞

　大宮駅西口第四地区は、大宮駅西口に位置しながらも都市基盤整備が立ち遅れ
狭隘道路による交通の混乱、建物の老朽化による防災上の不安等の諸問題を抱え
ております。そこで、これらを解消し、都心地区にふさわしい魅力あるまちづく
りを目指すため、土地区画整理事業による都市基盤整備を行います。

市債

329,000 

1

2

720,000

1,688,000

440,000

増減

国庫支出金

繰越金

諸収入

前年度予算額

繰入金

使用料及び手数料 2

連絡先 電話:048-646－3280 E-mail:omiya-nishi-machidukuri@city.saitama.lg.jp 分担金及び負担金

429予算書Ｐ.

2,017,000会計名 大宮駅西口都市改造事業特別会計 予算額

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所

換地清算金

平成21年１月９日

△ 6,000 

33,000

860

諸収入 1

27,000予算額

事業収入 1

予算書Ｐ.

連絡先 電話:048-646-3116

深作西部土地区画整理事業特別会計

都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所局/部/課

会計名

E-mail:nisshin-sashiogi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

453

　深作西部土地区画整理事業区域内の地権者及び借地権者を対象に、安全かつ良
好な居住環境を有する宅地と公共施設の整備改善を図り、豊かで住み良いまちづ
くりを行います。

繰入金 26,138

＜事業の目的・内容＞

昭和46年１月22日

昭和46年４月27日

前年度予算額

増減

事業計画

事業認可平成７年５月19日

事業期間 平成７年度～平成25年度

施行面積 9.68ha

進捗率※

総事業費 約191億円

※進捗率は平成22年度末見込み

49.5%
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 土地区画整理管理事務事業 　　事業計画

　　事務所運営経費と審議会、評価員の会議等に要する 事業認可 平成10年12月15日

　経費 事業期間 平成10年度～平成27年度

　(2) 東浦和第二土地区画整理事業 施行面積 76.72ha

　　事業の施行に向けた、移転補償調査・事業地内施設 進捗率※ 16.6%

　管理等の委託と上水道施設の設置や建物等移転補償及 総事業費 約243億円

　び宅地造成・道路整備等の工事に要する経費 ※進捗率は平成22年度末見込み

［2款:公債費］

　(1) 元金償還金

　　事業に対する起債の元金償還に要する経費

　(2) 長期借入金利子

　　事業に対する起債の利子償還に要する経費

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

221,155

予算額 1,648,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所

国庫支出金 165,000473

市債 1,246,300

1,403,287

33

予算書Ｐ.

繰越金 1

連絡先 電話：048-873-4201 E-mail:higashi-urawa-machidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

事業収入 1

繰入金 236,664

増減 728,000 

諸収入 1

前年度予算額 920,000

会計名

＜事業の目的・内容＞

東浦和第二土地区画整理事業特別会計

　東浦和第二土地区画整理事業地内76.7haにおいて、土地区画整理事業により、
地区内で進行している無秩序な市街化を防止し、災害に強いまちづくりを目指し
公共施設の整備と宅地の利用増進を図ります。
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　(10) 浦和美園駅西口駅前交通広場整備

１　土地区画整理管理事務事業 　(11) 大門中野田線整備

　　事務所運営経費と審議会、評価員の会議等に要する 　(12) 擁壁設置

　経費 　　　 宅地高と道路高の高低差が生じる箇所に設置

　(13) 調節池整備市負担金　

２　浦和東部第一特定土地区画整理事業 　　　 浦和東部第二地区内の調節池整備に係わる事業費

　(1) 埋蔵文化財発掘調査 　　 のうち、浦和東部第一地区の開発調整容量分の費用

　　・建物移転完了箇所及び道路築造予定箇所の埋蔵文 　　負担

　　化財発掘調査を行う。 　(14) 配水管布設工事負担金

　　・過年度の発掘調査報告書を作成する。 　(15) 補償、補填及び賠償金

　(2) 補償に伴う調査・積算業務 　　　 立竹木等移転補償費、建物移転補償費等の区画整

　　　区画整理事業の進捗に伴い、平成24年度に移転を 　　 理事業による補償費

　　予定している建物・工作物・立竹木等の現況調査及

　　び移転に要する補償費等の積算を行う。 ［2款:公債費］

　(3) 事業用地管理業務 　(1) 元金償還金

　　　事業用地として借地する箇所及び公共用地の立入 　　  事業に対する起債の元金償還に要する経費

　　り防護柵等の設置及び地区内の応急修繕等を行う。 　(2) 長期借入金利子

　(4) 事業用地除草業務 　　  事業に対する起債の利子償還に要する経費

　　　事業用地として借用している土地について、除草

　　業務を年４回行う。 ［参考］

　(5) 街区・画地測量杭管理業務 事業計画

　　　補償対象用地境および工事基準点としての街区及 事業認可 平成13年３月27日

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

　　滅失点の復元を行う。 施行面積 55.88ha

　(6) 側溝敷設工事 進捗率※ 44.2％

　　　延長約2,180ｍ　長尺Ｕ字側溝敷設約4,360ｍ 総事業費 約218億円

　(7) 区画道路築造工事 ※進捗率は平成22年度末見込み

　　　延長約1,460ｍ　舗装8,830㎡

　(8) 盛土造成工事

　　　プレロード＝盛土荷重載荷工法による盛土

　(9) 整地工事

　　　プレロードの撤去及び公園用地等の整地

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

諸収入

増減

460,500

事業収入 7,507

497

＜事業の目的・内容＞

電話：048-878-5140 E-mail:urawa-tobu-machidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

予算書Ｐ. 国庫支出金

1

都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所

浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計 予算額 2,502,000

△ 246,000 

繰入金 801,290

繰越金 1

1

市債 1,232,700

2,748,000前年度予算額

会計名

連絡先

677,782

1,791,867

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

局/部/課
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 工事の設計・積算及び建物調査、混合廃棄物の運 　　事業計画

　　搬処分等 事業認可 平成７年８月８日

　(2) 汚水管布設工事及び道路築造工事、宅地造成工事 事業期間 平成７年度～平成25年度

　　等 施行面積 14.67ha

　(3) 建物の移転補償等 進捗率※ 46.3％

総事業費 約107億円

［2款:公債費］ ※進捗率は平成22年度末見込み

　　市債の元金償還金及び利子

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

6款

7款

8款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 道路築造、雨水管渠築造、水道管敷設工事等 　　事業計画

　(2) 区画整理事業に係る家屋移転補償等 事業認可 平成17年10月11日

事業期間 平成17年度～平成31年度

［2款:公債費］ 施行面積 29.86ha

　　市債の元金償還金及び利子 進捗率※ 7.1％

総事業費 約92億円

※進捗率は平成22年度末見込み

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

増減 251,000 

1

市債 103,900

前年度予算額 173,000

財産収入 2

　本事業は、道路・公園等の公共施設の整備・改善を行い、無秩序な市街化を抑
制し、災害に強い・安全で快適なまちづくりを行うとともに、西大宮駅を核とす
る市街地の形成を図り、住民の生活向上と公共の福祉の増進に努めます。

事業収入 1

繰入金 232,690

繰越金 1

諸収入

使用料及び手数料 5

予算書Ｐ. 545 国庫支出金 87,400

予算額 424,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所

会計名 指扇土地区画整理事業特別会計

連絡先 電話:048-622-6066 E-mail:nisshin-sashiogi-machidukuri@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

会計名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計 予算額 446,000

国庫支出金 26,250

使用料及び手数料

521

5

増減 △ 16,000 

384,943

繰越金 1

前年度予算額 462,000

繰入金＜事業の目的・内容＞

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所

予算書Ｐ.

連絡先 電話:048-840-6156 E-mail:yono-machidukuri@city.saitama.lg.jp

56,472

379,265

1,123

　南与野駅西口地区において、｢豊かな緑につつまれた公園のようなまち｣をまち
づくりのテーマに、人と環境に配慮した質の高い駅前広場や都市計画道路等の都
市基盤を有する良好な市街地形成を図ります。

337,881

諸収入 1

市債 34,800
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 区画整理事業地内の管理をするための草刈等 　　事業計画

　(2) 事業推進のため調整池、道路整備の工事等 事業認可 昭和63年７月22日

事業期間 昭和63年度～平成24年度

［2款:公債費］ 施行面積 79.30ha

　　市債の元金償還金及び利子 進捗率※ 93.2％

総事業費 約176億円

※進捗率は平成22年度末見込み

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

5款

＜主な事業＞

［1款:事業費］ 　[参考]

　(1) 区画整理事業完了に向けた換地処分 　　事業計画

　(2) 事業完了に伴う公共施設引継ぎのための修繕工事 事業認可 昭和63年７月22日

　　等 事業期間 昭和63年度～平成23年度

施行面積 67.13ha

［2款:公債費］ 進捗率※ 97.3％

　　市債の元金償還金及び利子 総事業費 約96億円

※進捗率は平成22年度末見込み

(※　職員人件費については、Ｐ.432に掲載しています。)

増減 12,000 

171,759

前年度予算額 203,000

繰入金 214,994

　本地区は、岩槻区の北東部に位置し、東武野田線｢東岩槻駅｣より南東１㎞の距
離にあり、都市計画道路４路線を擁した交通要衝地にあることから、本事業は都
市計画道路をはじめとした公共施設の整備を行い、既に土地区画整理事業が完了
している東岩槻駅周辺地と一体化した良好な住宅地の形成を図っていきます。

繰越金 1

諸収入 1

使用料及び手数料 3

予算書Ｐ. 595 事業収入 1

予算額 215,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所

22,791

会計名 南平野土地区画整理事業特別会計

連絡先 電話:048-790-0236 E-mail:iwatsuki-machidukuri@city.saitama.lg.jp

＜事業の目的・内容＞

558,000

増減 △ 28,000 

143,309

諸収入 2

529,943

繰越金 1

＜事業の目的・内容＞

　本地区は、岩槻区の中央部に位置し、岩槻区北部及び東部の土地区画整理事業
地区と西部の既成市街地に囲まれ、市街地の骨格となる都市計画道路も整備され
つつある地区です。
　東武鉄道野田線｢岩槻駅｣と｢東岩槻駅｣を中心とした連坦市街地の形成を図りま
す。

繰入金

前年度予算額

53

予算書Ｐ. 事業収入 1571

連絡先 電話:048-790-0236 E-mail:iwatsuki-machidukuri@city.saitama.lg.jp 使用料及び手数料

会計名 江川土地区画整理事業特別会計 予算額 530,000

358,703

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所
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