
（３）一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む
［教育・文化・スポーツ］

（単位：千円）

予 算 額

<新><重要>

駒場運動公園改修事業 18,000 　駒場運動公園(競技場)の老朽化に伴う改修工事を行う。

(都市公園課)

<改修内容>

・地盤改良

・陸上トラックの改修(日本陸上競技連盟第３種公認対応)

・芝の張替え

<事業計画>

　平成21年度　実施設計等

　平成22年度　地盤改良工事、芝張替え工事、給排水工事等

　平成23年度　芝張替え工事、給排水工事等

　　　　　　　供用開始(11月予定)

<新><子育て>

理科支援員等配置事業 14,370 　市立小学校に理科授業の補助を行う理科支援員等を配置する。

(指導１課)

<財源構成>

①諸収入 14,370 <事業概要>

・市立小学校全校に理科支援員を配置する。

・特別授業を実施する講師を派遣する。

摘　　　　　　　　　要事　業　名
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要><子育て>

特別支援学校整備事業 76,000 　緑区三室に新設の市立特別支援学校を整備する。

(指導２課)

<財源構成> <内容>

①市債 45,000 ・校舎基本・実施設計

②一般財源 31,000 ・用地測量、土壌調査等

・手数料、事務費等

<事業計画>

　平成21年度　　　校舎基本・実施設計

　平成22～23年度　校舎建設工事

　平成24年度　　　開校

<施設概要>

・建 設 地　　緑区三室字大古里地内

・敷地面積　　約7,400㎡

・教 室 等　　普通教室20室、給食室、屋内運動場、プール

・計画規模　　児童生徒数　40人程度

<新><重要><子育て>

市立養護学校・内野地区 17,000 　さいたま市立養護学校の増設及び新設の内野地区公民館の整備

公民館整備事業 を行う。

(指導２課)

(生涯学習総合センター) <内容>

・基本構想策定

・用地測量等
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要>

全国生涯学習フェスティ 39,300 　埼玉県で開催される「全国生涯学習フェスティバル｣の一環とし

バル事業 て、さいたま市主催事業を実施する。

(生涯学習振興課)

<事業概要>

・開催期間　平成21年10月30日(金)～11月３日(火・祝日)

・実施事業　生涯学習見本市へのブース出展

　　　　　　コムナーレほか市施設にてイベントの開催

<拡大><重要><子育て><安心>

小中学校校舎耐震改築事 125,300 　耐震強度が不足する小中学校校舎について改築を行う。

業

(学校施設課) <内容>

<財源構成> ・浦和別所小学校

①市債 69,500 　仮設校舎賃借料(債務負担行為)

②一般財源 55,800 　給水設備外切廻し工事

　校舎解体工事(継続費)

・与野西中学校

　校舎解体設計及び改築設計等

<事業計画>

・浦和別所小学校

　平成20年度　解体設計及び基本・実施設計

　平成21年度　解体工事

　平成22年度　解体工事、建設工事

　平成23年度　建設工事、供用開始

・与野西中学校

　平成21年度　解体設計及び基本・実施設計等

　平成22～23年度　解体工事・建設工事

　平成24年度　供用開始

事業名 年度

21 71,000 80.0%

22 17,800 20.0%

合計 88,800 100.0%

年割額

浦和別所小学校
校舎解体工事
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><重要><子育て><安心>

公共施設耐震化事業(小中 4,230,430 　耐震性の確保が必要とされる校舎等について診断、設計、改修

高等学校耐震補強事業) を実施する。

<財源構成>

①国庫支出金 1,706,989 <内容>

②市債 1,338,000 ・耐震診断　67棟(小学校43　中学校24)

③一般財源 1,185,441 ・耐震設計　75棟(小学校57　中学校14　高校4)

・耐震改修　46棟(小学校24　中学校16　高校6)

※　P85の公共施設耐震化事業に一部重複掲載

<耐震化スケジュール>

・学校施設耐震化完了目標年次　平成25年度

<拡大><子育て>

給食施設整備事業 1,780,751 　小中学校単独調理場(給食室)を計画的に整備する。

(学校施設課)

(健康教育課) <内容>

<財源構成> ・給食室建設工事

①国庫支出金 40,310 　(岩槻小・慈恩寺小・徳力小・慈恩寺中)

②市債 1,068,000 ・初度備品等

③一般財源 672,441 ・実施設計等(４校)

<参考>

　平成25年度まで毎年４校の単独調理場を整備予定。

<拡大><重要><子育て>

少人数指導サポート事業 203,455 　教育の充実を図るため、小中学校全校に各１名の少人数指導サ

(教職員課) ポートプラン臨時教員補助員を配置する。

<財源構成>

①諸収入 1,197 <配置状況>

②一般財源 202,258 18年度まで 19年度 20年度 21年度

小学校 27校 57校 101校 102校

中学校 13校 31校 57校 57校

合計 40校 88校 158校 159校

(全校配置済)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><重要><子育て>

学校・学級支援員配置事 75,092 　学校教育の充実を図るため、学校・学級支援員を配置する。

業

(指導２課) <事業概要>

・配置状況(平成20年12月１日現在)

　　小学校　91校　　中学校　44校　　計　135校

<拡大><子育て><安心> (再掲 P.86)

学校防犯体制整備事業 181,000 　不審者による犯罪から子どもを守るため、小学校及び特別支援

(健康教育課) 学校に警備員を配置する。

<重要>

(仮称)サッカープラザ 21,717 　さいたま新都心第８－１Ａ街区に(仮称)サッカープラザを整備

整備事業 する。

(スポーツ企画課)

<内容>

・(仮称)サッカープラザ事業計画実施等業務

・(仮称)サッカープラザ展示関連資料等調査業務

<事業計画>

　平成20年度　サッカープラザ整備方針策定

　平成21年度　財産交換契約締結・工事着工

　平成25年度　竣工・開館

<参考>

交換前 交換後
所在地：中央区新都心１番４ 所在地：中央区新都心１番４の一部

地　積:1,953.02㎡ 地　積:557.89㎡

価　額:2,138,654,000円 価　額:610,920,798円

所在地　 ：中央区新都心１番２、１番３、1番４、

         １番５　　　　

建物用途：(仮称)さいたま市サッカープラザ

延床面積：4,856㎡

価　額　：1,527,733,202円

＊さいたま新都心第８－１Ａ街区整備事業等価交換協定書締結時点（平成20年７月31日）

土　地

建　物
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

949,117 　地域資源である盆栽文化を保存・伝承するとともに、内外に発

(文化振興課) 信するための拠点施設を整備する。

<財源構成>

①市債 731,500 <内容>

②一般財源 217,617 ・盆栽関連施設建設工事

<継続費>

・管理運営計画策定、展示設計・造作等

・盆栽管理・盆器保管

・開館ＰＲ経費

・周辺整備等(施設案内サイン設置等)

<事業計画>

　平成21年度　施設建設工事、開館準備

　　　　　　　３月開館予定

<施設概要>

・建 設 地　北区土呂町２丁目24－３ほか

・敷地面積　6,335.07㎡

・延床面積　1,497.58㎡　２階建て

・屋内施設　常設展示室、多目的ルーム等

・屋外施設　盆栽庭園、盆栽培養場等

盆栽関連施設等整備事業

事業名 年度

20 330,000 30.00%

21 770,000 70.00%

合計 1,100,000 100.00%

盆栽関連施設整備
事業

年割額
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

(仮称)岩槻人形会館整備 21,530 　地域資源である人形文化を保存・伝承するとともに、内外に発

事業 信するため、(仮称)岩槻人形会館を整備する。

(文化振興課)

<内容>

・管理運営計画策定

<事業計画>

　平成20年度　基本設計

　平成21年度　実施設計、管理運営計画策定

　平成22～23年度　施設建設工事、開設

<施設概要>

・建 設 地　岩槻区太田２丁目268－４ほか

・敷地面積　約8,900㎡

・延床面積　約2,000㎡

・施　　設　展示室、体験工房、収蔵庫等
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

スポーツ文学賞事業 4,000 　第５回スポーツ文学賞の作品の募集を行う。

(文化振興課)

<財源構成> <事業計画>

①財産収入 70 　平成21年度　作品募集

②一般財源 3,930 　平成22年度　選考及び作品集の発行

<実績>

第４回さいたま市スポーツ文学賞
・スポーツ文学賞

作品名 筆名

大　　　賞 オガンバチ 藤井　仁司

タイ・ブレーク 小川　栄

世界の一隅 遊座　守

カムイエクウチカウシ山残照 太田　実

チューブ・ライディングの長い夜 北代　司

・スポーツエッセイ賞
スポーツ
エッセイ賞

暴走じーちゃん－野球編 小田　由季子

優　秀　賞
スズメの微笑み
～バレーボールと歩んだ道～

中島　由美子

父と卓球 佐中　恭子

レッツエンジョイ乗馬！ 大谷　房子

優　秀　賞

佳　　　作

佳　　　作

応募状況
第１回

平成13～14年
第２回

平成15～16年
第３回

平成17～18年
第４回

平成19～20年
スポーツ文学賞 204 139 135 162

スポーツエッセイ賞 － － 192 219
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><子育て>

美園地区小学校建設事業 92,500 　浦和東部第二特定土地区画整理事業地内(緑区大門)に小学校を

(学校施設課) 建設する。

<財源構成>

①市債 57,700 <内容>

②一般財源 34,800 ・基本、実施設計策定業務等

<事業計画>

　平成20年度　　　基本計画

　平成21年度　　　基本・実施設計等

　平成22～23年度　用地取得、建設工事

　平成24年度　　　開校

<子育て>

桜木小学校校舎改築事業 2,218,633 　三橋中央通線拡幅事業に伴い、北校舎の改築を行う。

(学校施設課) <内容>

<財源構成> ・北校舎改築工事(継続費)

①諸収入 350,120 ・仮設校舎賃借料(債務負担行為)

②市債 1,311,000 ・用地取得

③一般財源 557,513 <継続費>

<事業計画>

　平成18年度　基本・実施設計

　平成19年度　仮設校舎設置、受水槽改修等

　平成20年度　解体工事、建設工事

　平成21年度　建設工事、用地取得

　平成22年度　供用開始

<施設概要>

・鉄筋コンクリート造　４階建て　延床面積4,846㎡

・構成　普通教室６室　特別教室６室　多目的室　給食室

事業名 年度

20 371,496 29.8%

21 876,822 70.2%

合計 1,248,318 100.0%

年割額

桜木小学校校舎
改築事業
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て>

つばさ小学校の開校 5,300 　北区宮原町３丁目地内につばさ小学校を開校する。

(学校施設課)

<内容>

・学校管理運営経費等

<施設概要>

・建 設 地　　北区宮原町３丁目地内

・敷地面積　　17,095㎡

・延床面積　　校舎　　8,023㎡

　　　　　　　(普通教室24室、特別支援学級２室)

　　　　　　　給食室・プール　953㎡

　　　　　　　体育館　2,742㎡(既存建物使用)

<子育て><環境>

小学校校庭芝生整備事業 85,000 　環境に配慮した学校施設とするため、小学校の校庭に芝生を整

(学校施設課) 備する。

<財源構成>

①国庫支出金 10,780 <内容>

②市債 55,500 ・散水装置実施設計、工事

③一般財源 18,720 ・校庭測量、芝生化工事

<事業概要等>

・整備校　蓮沼小学校

・校庭改修面積　約10,000㎡　うち芝生化面積　約3,000㎡

<子育て>

学校図書館司書の配置 182,081 　図書館教育の充実を図るため、全小中学校に司書を配置する。

(教職員課)

①諸収入 1,068 <配置状況>

②一般財源 181,013 ・小学校　   102人

・中学校　　　57人

　　全校配置済み(平成21年４月開校　つばさ小学校含む)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><子育て>

｢自分発見！｣チャレンジ 1,948 　市立小中学校の児童生徒に対し、子どもの得意分野づくりプロ

さいたま推進事業 グラム｢『自分発見！』チャレンジさいたま｣を実施する。

(指導１課)

<事業概要>

・各種行事への参加者には、パスポートにポイントを付与する。

　　ステージⅠ　学校主催行事への参加

　　ステージⅡ　市主催・共催行事への参加

　　ステージⅢ　更なる得意分野を形成する場への参加

・様々な体験を通して、学ぶ意欲を高め、得意分野の形成につな

　げる。

<重要><子育て>

小学校体育授業サポータ 41,090 　体育授業における教員の実技補助者として、小学校全校にサポ

ー派遣事業 ーターを派遣する。

(指導１課)

<事業概要>

・体育授業サポーター派遣

　　各小学校週２日程度(年22週派遣、１日当たり４時間)

・体育授業サポーター

　　大学生サポーター    延べ40人

　　一般サポーター　　　延べ1,600時間分

<実績>(平成20年12月末現在)

・派遣サポーター

　派遣人数　60名　　派遣校　86校

・大学生、一般サポーター

　派遣人数　27名(大学生:12名、一般:15名)　派遣校　15校

　　　　　　　　　　合計　延べ17,261時間
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て>

英語教育充実事業 171,917 　小学校５年生から中学校３年生を対象とした小中一貫の英会話

(指導１課) 教育を全校で実施する。

・外国人英語講師派遣

・日本人英会話講師派遣

<子育て> (再掲 P.46)

24時間いじめ相談窓口 23,111 　児童生徒の心の悩みに対応する24時間電話相談を実施する。

(指導２課)

<財源構成> 　実施場所：岸町教育相談室(浦和区岸町６丁目)

①国庫支出金 7,703 <実績>

②一般財源 15,408 ・相談件数　　　246件　(平成20年４月～12月末現在)

<子育て> (再掲 P.46)

教育相談推進事業 4,491 　知的障害、情緒障害や聴覚・言語に障害のある児童・生徒の発

(指導２課) 達相談及び就学相談を専門に行う。

　実施場所：特別支援教育相談センター(西区三橋６丁目)

<実績>

・相談件数(平成20年４月～12月末現在)

　　発達相談　　　2,397件　　就学相談　1,883件

　　グループ相談　　168件　 　 合計　  4,448件

59



（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て><安心> (再掲 P.86)

学校安全ネットワーク事 6,560 　小学校区に学校安全ネットワーク協議会を設置し、地域の防犯

業 活動を活性化させるとともに、情報の共有化を図る。

(健康教育課)

<財源構成> <内容>

①国庫支出金 1,434 ・防犯ボランティアリーダーによる巡回指導

②一般財源 5,126 ・学校安全ネットワーク構築のための助言

・防犯ボランティアの養成

<子育て>

情報教育の充実事業(校内 263,000 　小・中・特別支援学校の普通教室でインターネット等を活用し

ＬＡＮ整備) た授業ができるよう校内環境を整備する。

(教育研究所)

<事業概要>

・校内ＬＡＮ配線敷設等

・端末機器賃借料等

<整備計画>

20年度まで 21年度 22年度 23年度

整備校数 - 25校 39校 31校

合計 65校 90校 129校 160校
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

(仮称)谷田地区公民館整 417,120 　公共施設適正配置方針に基づき公民館を整備する。

<内容>　　

<財源構成> ・公民館建設工事

①市債 361,000 ・初度備品等

②一般財源 56,120 ・開設諸経費等

<継続費>

<事業計画>

　平成19年度　　　　基本・実施設計

　平成20～21年度　  建設工事

　平成22年度　　　　開館

<施設概要>

・建 設 地　南区大字太田窪2504－５

      　　　(善前小学校校庭敷地内)

・構　　造　ＲＣ造地上２階地下１階建

・延床面積　1,449.74㎡

・敷地面積　997㎡

(生涯学習総合センター)

備事業

事業名 年度

20 216,000 40.0%

21 324,000 60.0%

合計 540,000 100.0%

(仮称 )谷田地区
公民館建設事業

年割額
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