
（１）安らぎと潤いある環境を守り育てる
［環境の保全とアメニティの向上］

（単位：千円）

予 算 額

<新><重要><環境>

地球温暖化防止対策事業 282,000 　地球温暖化対策として、太陽光発電及びＬＥＤ照明を導入する。

(環境総務課ほか)

<財源内訳> <内容>

①国庫支出金 100,000 ①太陽光発電の導入

②市債 90,000 ・住宅用太陽光発電システム設置補助

③一般財源 92,000 　新規に設置する太陽光発電システムに対し、ＫＷ

　当たり５万円(上限20万円)の補助制度を創設する。

・公共施設太陽光発電設置調査設計

②ＬＥＤ照明の導入

・商店街照明設備ＬＥＤ化補助

　商店街街路灯照明をＬＥＤ照明に変換する経費の

　１／２を補助する。

・さいたま新都心コンコース等ＬＥＤ化

　さいたま新都心西口交通広場・自由通路・大型ビ

　ジョンのＬＥＤ化工事を行う。

③エネルギー創って削るビジョン策定

④区役所緑のカーテン事業等

<新><環境>

緑化推進事業 9,000 　全国都市緑化フェアの誘致に向けて、基本構想策定などの検

(みどり推進課) 討を行う。

摘　　　　　　　　　要事　業　名
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><環境> (再掲 P.62)

コミュニティバス運行事 233,800 　区役所へのアクセスを目的としたコミュニティバス等の運行を

業 行う。

(交通企画課)

<内容>

・コミュニティバス運行経費補助金

・浦和駅東西アクセスバス運行事業費補助金

<平成21年度新設の運行路線>

・西区　　　花の丘　　　　区役所　　　　西大宮駅

     　　　 指扇病院　　　指扇駅　　　

・桜区　　　中浦和駅　　　 西浦和駅　　　田島団地　　

　　　　　　区役所　　　大久保団地　　　

・浦和駅東西アクセスバス(平成21年６月～)

　　　　　　さいたま東営業所　　　大門　　　旧463号線 　　

　　　　　　市民会館前　　　

<重要><安心><環境> (再掲 P.88)

交通安全施設設置及び維 309,000 　交通事故防止を図るため、道路照明灯、反射鏡等を設置すると

持管理事業 ともに、地球環境に配慮し、ＬＥＤ照明灯を設置する。

(交通防犯課)

<平成21年度設置予定数>

・道路照明灯　1,400基(うち、ＬＥＤ照明灯500基)

・道路反射鏡　　400基

単位：基

平成19年度末
平成20年度
設置見込み

平成21年度
設置見込み

平成21年度末
見込み

道路照明灯 79,876 1,400 1,400 82,676

道路反射鏡 14,534 450 400 15,384

花の丘

市民医療センター

中浦和駅

市民医療センター

さいたま東営業所

浦和駅西口
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><環境>

新クリーンセンター整備 517,841 　老朽化した焼却施設の代替施設として、リサイクル施設を併設

事業 した新規施設をＰＦＩ手法により整備する。

(新クリーンセンター建

設準備室) <内容>

<財源内訳> ・建設用地購入

①国庫支出金 6,000 ・集会所用地購入

②市債 316,300 ・環境影響評価業務等

③一般財源 195,541

<事業計画>

平成20年度　　環境影響評価実測、特定事業の選定・公表等

平成21年度　　建設用地の一部購入

平成22～　　　ＰＦＩ事業者による設計、旧し尿処理施設解体、

　　26年度　　建設工事

平成27年度　　供用開始

<債務負担行為>　

事項 限度額 期間

平成21年度から

平成41年度まで

事項 限度額 期間

新クリーンセンター整
備事業に伴う環境影響
評価書作成業務

12,000 平成22年度

新クリーンセンター整
備事業

57,846,000
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><環境>

交通環境対策事業(低公害 90,208 　自動車排出ガスの抑制を図るため、公用車への低公害車の導入

車普及促進事業) を推進する。

(環境対策課ほか)

<導入目標>　公用車の低公害車普及率15％(平成22年度末)

　　　　　　平成21年度末 14.96％見込み

<導入車両>

・塵芥収集車(天然ガス車)　　 　　７台

・リース車両(天然ガス車)　　　 　　１台

・リース車両(ハイブリッド車)　　　　 　　17台

・リース車両(電気自動車)　　　　 　　10台

　　　　　　            合計　　 　　35台

<重要><環境>

都市公園等整備事業 6,097,685 　街区公園等を市内に整備し、市民に憩いの場を提供する。

(都市公園課)

<財源構成> ・<重要>緑の核づくり公園整備事業 730,366

①国庫支出金 78,000 　主な公園整備

②諸収入 60,000 　　大谷口公園(南区)　　　　　　　　　30,447㎡

③市債 493,000 　　三番関公園(見沼区)　　　　　　　　 2,947㎡

④一般財源 99,366 　　(仮)大久保領家公園(桜区)　　　 　　5,238㎡

　　(仮)深作西部公園(見沼区)           3,000㎡

　　(仮)岩槻本町４丁目公園(岩槻区)       832㎡

<財源構成> ・公園リフレッシュ事業 148,000

①国庫支出金 20,000 　街区公園の安全性・利便性を高める機能更新整備を実施する。

②市債 57,700

③一般財源 70,300

<財源構成> ・秋葉の森総合公園整備事業(西区中釘) 4,368,358

①市債 3,022,100 　北側区域整備工事

②一般財源 1,346,258 　南側区域用地買戻し
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

・セントラルパーク整備事業 4,000

　セントラルパーク基本構想の対象区域について、整備手法の検

　討及び意向調査を行う。

<財源構成> ・環境空間整備事業(中央区本町東３丁目) 155,795

①国庫支出金 65,000 　下落合地区(与野本町駅周辺)用地取得

②市債 84,800 　  平成19年度　4,116㎡

③一般財源 5,995 　　平成20年度　4,127㎡

　　平成21年度　1,686㎡

　　平成21～23年度　整備工事・供用開始

<財源構成> ・高沼遊歩道整備事業(大宮区北袋町１丁目) 90,000

①国庫支出金 20,000 　コミュニティ道路の整備

②市債 66,500 　  平成19年度　実施設計

③一般財源 3,500 　  平成20年度　ポケットパークの整備

　  平成21年度　コミュニティ道路の整備

　  平成22年度　コミュニティ道路の整備、既設橋の改修

<財源構成> ・見沼通船堀公園整備事業(緑区大間木) 179,226

①国庫支出金 50,000 　  公園整備に向け用地取得を行う。

②市債 90,000       全体計画面積　13.9ha

③一般財源 39,226      　(うち、取得済面積　11.5ha、買収率　約83％)

 　 完成目標年度　平成26年度

<財源構成> ・与野中央公園整備事業(中央区新中里４丁目) 421,940

①国庫支出金 115,000 　　公園整備に向け用地取得を行う。

②市債 207,000 　    全体計画面積　8.1ha

③一般財源 99,940 　   　(うち、取得済面積　7.0ha、買収率　約86％)

　  完成目標年度　平成26年度

26



（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<環境>

見沼グリーンプロジェク 32,000 　見沼田圃の自然・歴史・文化を市民のかけがえのない環境資産

ト推進事業 として後世に伝え、世界に誇れる田園風景と憩いの場を創出する

(みどり推進課) ため、(仮称)見沼基本計画を策定する。

<内容>

・(仮称)見沼基本計画策定業務

・見沼田圃自然環境調査業務

<環境>

建築物緑化助成事業 5,000   市街地の緑化を推進し、都市環境の向上を図るため、建築物の

(みどり推進課) 屋上や壁面を緑化する方に対して、緑化に係る経費の一部を助成

する。

<制度概要>

助成金額（上限額100万円）
助成単価又は助成割合

先導地区内の建築物

大規模建築物

・先導地区：駅を中心とした概ね半径500ｍの範囲
・大規模建築物：市内全域において、3,000㎡以上の敷地に建てられた建築物

対象となる建築物 対象箇所/面積

屋上・壁面緑化
各10㎡以上

２万円／㎡×対象緑化面積
又は対象経費の１／２の
少ない額
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