
（４）人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる
［都市基盤・交通］

（単位：千円）

予 算 額

<拡大><環境> (再掲 P.23)

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

<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　　　

摘　　　　　　　　　要事　業　名

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>

30,000 　地下鉄７号線の延伸促進を図るため調査を行う。

業

<内容>

<財源構成> ・地下鉄７号線延伸線基本計画調査

①県支出金 10,000 ・沿線のまちづくり関連調査

②一般財源 20,000

<重要><安心>

交通バリアフリー推進事 33,000 　市内鉄道施設のバリアフリー化(エレベーター設置)を推進する。

業(駅エレベーター設置

事業) <内容>

(交通企画課) ・詳細設計　

　　東大宮駅(ＪＲ)

　　加茂宮駅(埼玉新都市交通)

<環境>

公共交通ネットワーク計 4,000 　ＬＲＴなどの新交通システムの導入可能性の検討を含む、公共

画事業 交通計画の策定に向けた検討を行う。

(交通企画課)

地下鉄７号線延伸促進事

(地下鉄７号線延伸対策課)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

組合施行等土地区画整理 11,450,000 　組合施行等土地区画整理事業の支援を行う。

支援事業

(区画整理支援課)

<財源構成>

①国庫支出金　 992,200

②基金繰入金 100,000

③諸収入　　　7,650,000

④市債　　　 9,000

⑤一般財源　　2,698,800

<重要>

指扇駅周辺整備推進事業 106,180 　平成25年度の指扇駅橋上化に向けて、駅前広場とアクセス道路

(指扇まちづくり事務所) の整備を行う。

(道路計画課)

①市債　　　 28,800 <内容>

②一般財源　　 77,380 ・駅橋上化概略設計

・アクセス道路(市道32223号線)道路橋りょう設計

<組合施行地区一覧表> 平成20年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

29.13 37.1

28.09 64.7

76.27 28.2

11.11 33.4

13.66 62.7

23.55 46.2

36.30 55.8

15.96 59.4

50.64 16.3

13.46 25.2

28.16 18.3

38.41 7.7

31.99 2.3

5.55 75.0

8.04 49.5

410.32 30.1

大間木水深特定

中川第一特定

七里駅北側特定

中尾不動谷・駒前

三室南宿

風渡野南特定

組合施行合計

大門上・下野田特定

台・一ノ久保特定

大和田特定

内谷・会ノ谷特定

大谷口・太田窪

地　区　名

蓮沼下特定

丸ヶ崎

大門第二特定

土呂農住特定
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

日進駅周辺まちづくり推 731,281 　平成22年度の日進駅橋上化に向けて、駅舎等の整備を行う。

進事業

<内容>

<財源構成> ・自由通路設置工事業務

①財産収入 1 ・駅舎工事負担金

②市債　　　 403,500 ・南口駅前広場用地取得等

③一般財源　　 327,780

<重要>

武蔵浦和駅第１街区市街 3,633,000 　武蔵浦和駅第１街区の市街地再開発事業を推進する。

地再開発事業

(浦和西部まちづくり事務 <内容>

所) ・建物等除却工事、整地工事

<財源構成> ・移転補償

①国庫支出金 1,748,000

②基金繰入金　 200,000 <事業計画>

③市債　　　　 876,100 ・施行面積　　3.0ha

④一般財源　　 808,900 ・施行者　　　都市再生機構

　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>

(大宮北部まちづくり事務所)

２F 住宅・駐車場 ２F 店舗
１Ｆ 駐車場・機械室 １F 店舗・駐輪場

B1 駐車場・機械室 Ｂ１ 機械室 Ｂ１～２ 駐車場・機械室

Ｂ－１棟

３～２８Ｆ 住宅

１～１０F

南区役所
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
図書館
子育て支援ｾﾝﾀｰ
老人福祉ｾﾝﾀｰ

３～２２F 住宅

Ｂ－３棟 B－２棟
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

岩槻駅舎改修事業 25,000 　岩槻駅橋上化に向け、基本設計を行う。

(岩槻まちづくり事務所)

<内容>

・基本設計

<事業計画>

　平成21年度　基本設計

　平成22年度　実施設計

　平成23年度　橋上駅舎・自由通路工事着手

　平成26年度　供用開始

市施行土地区画整理事業

深作西部土地区画整理事 267,999 　深作西部地区の土地区画整理事業を推進する。

業

<事業計画>

所) ・事業認可　　昭和46年４月27日

<財源構成> ・事業期間　　昭和46年度～平成25年度

①基金繰入金　 100,000 ・施行面積　　72.09ha

②一般財源　　 167,999 ・進 捗 率  　99.4％

・総事業費　　約134億円

(大宮北部まちづくり事務

<市施行地区一覧表> 平成20年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

72.09 99.4

9.68 34.2

14.67 40.5

76.72 10.1

55.88 29.4

8.26 71.9

79.30 90.1

67.13 94.7

11.58 55.2

29.86 5.2

425.17 49.5

各地区の進捗状況

東浦和第二

浦和東部第一特定

与野駅西口

地　区　名

深作西部

大宮駅西口第四

南与野駅西口

岩槻駅西口

指扇

市施行合計

江川

南平野
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

大宮駅西口第四土地区画 1,183,995 　大宮駅西口第四地区の土地区画整理事業を推進する。

整理事業

(大宮駅西口まちづくり事 <事業計画>

務所) ・事業認可　平成７年５月19日

<財源構成> ・事業期間　平成７年度～平成25年度

①基金繰入金　 500,000 ・施行面積　9.68ha

②一般財源　　 683,995 ・進 捗 率　34.2％

・総事業費　約191億円

南与野駅西口土地区画整 452,044

理事業

<事業計画>

<財源構成> ・事業認可　　平成７年８月８日

①基金繰入金　 300,000 ・事業期間　　平成７年度～平成25年度

②一般財源　　 152,044 ・施行面積　　14.67ha

・進 捗 率　　40.5％

・総事業費　　約107億円

東浦和第二土地区画整理 217,494

事業

<事業計画>

・事業認可　　平成10年12月15日

・事業期間　　平成10年度～平成27年度

・施行面積　　76.72ha

・進 捗 率　　10.1％

・総事業費　　約243億円

(東浦和まちづくり事務所)

　南与野駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。

(与野まちづくり事務所)

　東浦和第二地区の土地区画整理事業を推進する。
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

浦和東部第一特定土地区 530,990 　浦和東部第一地区の土地区画整理事業を推進する。

画整理事業

<事業計画>

所) ・事業認可　　平成13年３月27日

<財源構成> ・事業期間　　平成12年度～平成31年度

①基金繰入金　 100,000 ・施行面積　　55.88ha

②一般財源　　 430,990 ・進 捗 率　　29.4％

・総事業費　　約218億円

与野駅西口土地区画整理 292,685 　与野駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。

事業

<事業計画>

<財源構成> ・事業認可　　昭和44年３月25日

・事業期間　　昭和43年度～平成22年度

②国庫支出金　 60,500 ・施行面積　　8.26ha

③財産収入　　 658 ・進 捗 率　　71.9％

④基金繰入金　 200,000 ・総事業費　　約137億円

⑤一般財源　　 31,526

江川土地区画整理事業 708,939 　江川地区の土地区画整理事業を推進する。

(岩槻まちづくり事務所)

<財源構成> <事業計画>

①基金繰入金　 200,000 ・事業認可　　昭和63年７月22日

②一般財源　　 508,939 ・事業期間　　昭和63年度～平成24年度

・施行面積　　79.30ha

・進 捗 率　　90.1％

・総事業費　　約176億円

(浦和東部まちづくり事務

(与野まちづくり事務所)

①使用料及び手数料    1　
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

144,997 　南平野地区の土地区画整理事業を推進する。

(岩槻まちづくり事務所)

<事業計画>

・事業認可　　昭和63年７月22日

・事業期間　　昭和63年度～平成23年度(予定)

・施行面積　　67.13ha

・進 捗 率　　94.7％

・総事業費　　約97億円

岩槻駅西口土地区画整理 431,011 　岩槻駅西口地区の土地区画整理事業を推進する。

事業

(岩槻まちづくり事務所) <事業計画>

<財源構成> ・事業認可　　平成９年４月１日

1 ・事業期間　　平成９年度～平成30年度(予定)

②国庫支出金　 145,000 ・施行面積　　11.58ha

③市債 27,500 ・進 捗 率　　55.2％

④一般財源　　 258,510 ・総事業費　　約103億円

指扇土地区画整理事業 131,993 　指扇地区の土地区画整理事業を推進する。

<事業計画>

・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

・施行面積　　29.86ha

・進 捗 率　　5.2％

・総事業費　　約92億円

南平野土地区画整理事業

(指扇まちづくり事務所)

①使用料及び手数料
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

都市再生機構施行土地区

画整理事業

大宮西部特定土地区画整 590,000 　西区の新たな拠点の形成を目指し、西区役所周辺において施行

理事業 されている土地区画整理事業(都市再生機構施行)の支援等を行

(指扇まちづくり事務所） う。

<財源構成>

①国庫支出金　 100,300 <内容>

②一般財源　　 489,700 ・都市再生土地区画整理事業補助金

浦和東部・岩槻南部地域 2,351,644 　浦和美園駅及び埼玉スタジアム２００２周辺における土地区画

整備推進事業 整理事業(都市再生機構施行)の支援等を行う。

(浦和東部まちづくり事務

所) <内容>

<財源構成> ・浦和東部第二地区への補助

①使用料及び手数料　  4 ・新和西地区への補助

②国庫支出金 1,195,000 ・埋蔵文化財発掘調査業務等

③市債 1,049,000

④一般財源 107,640

<都市再生機構施行地区一覧表> 平成20年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

115.51 44.0

183.21 47.7

73.84 37.8

372.56 45.6

浦和東部第二特定

岩槻南部新和西特定

地　区　名

都市再生機構施行合計

大宮西部
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

浦和駅周辺鉄道高架推進 2,290,873 　浦和駅周辺の鉄道高架化事業を推進する。

事業

(鉄道高架整備課) <内容>

<財源構成> ・鉄道高架化事業負担金

①国庫支出金 750,000 ・東北客貨線旅客ホーム新設負担金

②市債 1,136,300

③一般財源 404,573 <事業進捗・計画>

　平成19年１月14日　京浜東北線(上り)高架切替

　平成20年５月18日　京浜東北線(下り)高架切替

　平成21年度　　　　宇都宮線・高崎線(上り)高架切替

　平成22年度　　　　宇都宮線・高崎線(下り)高架切替

　平成24年度　　　　東北客貨線ホーム　供用開始

　　　　　　　　　　田島大牧線　整備完了

<重要>

浦和駅西口南高砂地区市 859,078 　浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業を推進する。

街地再開発事業

<事業計画>

務所) 　平成19年度　都市計画決定、土地建物調査、基本設計

<財源構成> 　平成20年度　土地建物調査

①国庫支出金 261,600 　平成21年度　組合設立・実施設計、権利変換

②基金繰入金 300,000 　平成22年度　施設建築物等着工

③市債 9,300 　平成25年度　事業完了

④一般財源 288,178

(浦和駅周辺まちづくり事
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

大宮駅周辺地域戦略ビ 25,344 　大宮駅周辺を政令指定都市にふさわしい都心地区として再構築

ジョン推進事業 するため、大宮駅周辺地域戦略ビジョンを策定する。

(大宮駅東口まちづくり事

務所) <検討事項>

<財源構成> ・都心地区に必要な都市機能導入の検討

①国庫支出金 2,975 ・まちづくりにおける環境共生及び都市空間整備に係るＩＴ技術

②一般財源　　 22,369 　導入の検討

・総合的なエリアマネジメントの検討

<事業計画>

　平成19年度　課題の集約

　平成20年度　中間報告

　平成21年度　構想策定

<重要>

大宮駅東口都市再生プラ 83,461 　大宮駅東口都市再生プランに基づき都市機能の整備を図る。

ン推進事業 <内容>

①氷川緑道西通線

務所) ・不動産鑑定、物件調査等

②東口駅前広場

・物件調査

③東口駅前南地区

・大宮駅東口駅前南地区共同化支援

④大門町２丁目中地区

・大門町２丁目中地区まちづくり支援

⑤氷川参道整備事業

・ワークショップ等運営

(大宮駅東口まちづくり事
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<安心>

大宮駅西口駅前広場改修 150,000 　大宮駅西口駅前広場(デッキ部含む)の改修(バリアフリー化)を

事業 行う。

(道路環境課)

<財源構成> <事業計画>

①市債 135,000 　平成20年度　詳細設計

②一般財源 15,000 　平成21年度　工事

<事業概要>

・横断歩道の新設(２か所)

・エレベーターの新設(１基)

・視覚障害者誘導用ブロックの延伸

<安心> (再掲 P.89)

橋りょうの整備、保全 1,006,341 　河川改修等に伴う橋りょうの架け替え整備、緊急輸送道路にか

(道路環境課) かる橋りょう等の耐震補強、老朽化した橋りょうの長寿命化対策

<財源構成> を行う。

①国庫支出金 48,000

②県支出金 99,000 <内容>

③市債 338,900 ①橋りょう架け替え整備

④一般財源 520,441 ・測量、設計等(中野橋、念仏橋、学校橋　ほか)

・架替工事(畷橋、学校橋、稲荷岸橋)

②橋りょう耐震補強

・耐震補強設計(上戸井橋、下内野橋)

・耐震補強工事(砂本郷跨線橋、新大道橋)

③橋りょう長寿命化修繕(橋りょうアセットマネジメント)

・長寿命化修繕計画の策定

・設計(羽根倉橋、歩道橋)

・修繕工事(盆栽陸橋、大橋、内谷橋、歩道橋、秋ヶ瀬橋)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

暮らしの道路整備事業及 2,407,900 　沿線住民の要望に基づき、市民生活に身近な生活道路の整備を

びスマイルロード整備事 行う。

業

(道路環境課) <内容>

<財源構成> ・スマイルロード整備事業

①市債 36,900 　幅員４ｍ以上の生活道路について、舗装の新設、側溝の蓋かけ

②一般財源 2,371,000 　等の整備を行う。

・暮らしの道路整備事業

　幅員４ｍ未満の生活道路について、拡幅部分用地の無償寄附を

　受けて整備を行う。

広域幹線道路・市内幹線 12,522,616 　慢性的な交通渋滞の解消、環境負荷の低減等を図るため、広域

道路の整備 幹線道路及び市内幹線道路網の整備を行う。

(道路計画課)

<財源構成>

①分担金及び負担金

6,550

②国庫支出金 2,926,800

③県支出金 90,000

④財産収入 175,000

⑤市債 6,380,300

⑥一般財源 2,943,966

平成21年度　道路・街路事業

区分 事業名 事業内容

道路新設改良事業

合併支援道路整備事業

国直轄道路事業負担金 直轄国道(16、17、298号)の維持・整備費負担金

街路整備事業

街路改良事業

合併支援街路整備事業

街路(都市計画道路)の整備
　田島大牧線
　道場三室線
　与野中央通り線
　三橋中央通線
　産業道路　など

国道・県道・市道(街路以外)の整備
　国道122号蓮田岩槻バイパス
　国道463号越谷浦和バイパス
　県道さいたま鴻巣線バイパス道路

街路
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