
（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><子育て>

浦和別所小学校校舎改築 35,000 　老朽化した西側校舎の改築を行う。

事業

（学校施設課） <内容>

・校舎解体設計、基本･実施設計

・家屋事前調査

・埋蔵文化財発掘調査

<事業計画>

　平成20年度　解体設計及び基本・実施設計

　　　　　　　家屋事前調査、埋蔵文化財発掘調査

　平成21年度　解体工事、建設工事

　平成22年度　建設工事　

　平成23年度　供用開始

<新><子育て>

美園地区小学校建設事業 4,000 　浦和東部第二土地区画整理地内（緑区大門）に小学校を建設す

(学校施設課) る。

<内容>

・基本計画策定業務

<事業計画>

　平成20年度　　　基本計画

　平成21年度　　　基本・実施設計

　平成22～23年度　用地取得、建設工事

　平成24年度　　　開校

摘　　　　　　　　　要事　業　名

<教育>
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><子育て>

桜木小学校校舎改築事業 629,875 　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>

①諸収入 150,000 ・校舎解体工事

②市債 197,200 ・北校舎改築工事（継続費）

③一般財源 282,675 <継続費>

・電気設備等切回し工事

・仮設校舎賃借料

<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

　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4,835㎡

・構成　普通教室 ６室　特別教室 ６室　多目的室

　　　　給食室

<財源構成>

事業名 年度

20 413,000 30.0%

21 962,000 70.0%

合計 1,375,000 100.0%

桜木小学校校舎改
築事業

年割額
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て>

つばさ小学校建設事業 2,137,429 　過大規模校の解消に向けて、つばさ小学校を整備する。

（学校施設課）

<財源構成> <内容>

①国庫支出金 411,344 ・校舎等建設工事

②市債 1,232,400 <継続費>

③一般財源 493,685

・体育館改修工事

　（地区社会福祉協議会事務所、放課後児童クラブ、教育相談室

　を含む。）

・校庭整備工事等

<事業計画>

　平成17年度　基本計画策定

　平成18年度　基本・実施設計

　平成19年度　建設工事、校庭整備設計

　平成20年度　建設工事、体育館改修工事

　　　　　　　校庭整備

　平成21年度　開校

<施設概要>

・建設場所　　北区宮原町３丁目地内

・敷地面積　　17,095㎡

・延床面積　　校舎　　8,024㎡

　　　　　　　（普通24教室、特別支援２教室）

　　　　　　　給食室・プール　953㎡

　　　　　　　体育館　2,742㎡(既存建物使用)

・計画規模　　児童数　800人程度

事業名 年度

19 969,806 39.5%

20 1,484,709 60.5%

合計 2,454,515 100.0%

つばさ小学校建設
事業

年割額
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><子育て><安心>（再掲 P.98）

市有建築物安全安心診断 2,869,930 　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

事業（小中高等学校耐震 を実施する。

(学校施設課) <内容>

<財源構成> ・耐震診断 71棟（小学校 56　中学校 14　高校 1）

①国庫支出金 1,004,987 ・耐震設計 50棟（小学校 24　中学校 19　高校 7）

②市債 1,027,700 ・耐震改修 30棟（小学校 16　中学校 13　高校 1）

③一般財源 837,243 　　マニフェスト実施工程表平成20年度実施分 40棟

↓

　　平成19年度補正予算 14棟、平成20年度当初予算 30棟

　（４棟分は前倒し実施）

<耐震化スケジュール>

・市有建築物耐震化実施計画　平成19年度公表

・耐震化完了目標年次　　　　平成27年度

<新><重要><子育て><オリ>

市立高校空調整備事業 10,922 　高等学校全校の普通教室等に空調設備を整備する。

(浦和南高等学校)

(大宮北高等学校) <整備計画>

(大宮西高等学校) 　浦和南高校　普通教室　26室、音楽室 1室　

　大宮北高校　普通教室　24室

　大宮西高校　普通教室　24室

補強事業）
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><重要><子育て><オリ>

小中学校空調整備事業 548,261 　小中学校の普通教室に空調設備を整備する。

(学校施設課）

<整備計画>

　平成19年度　小学校　33校

　　　　　　　中学校　19校

　平成20年度　小学校　67校

　　　　　　　中学校　37校

　　　　　　　　　　　　（全校整備完了）

<債務負担行為>

<実績>

・特別教室（音楽室、図書室）

　　平成18年度～平成19年度　全校整備

<拡大>

56,350 　大谷中学校（見沼区）に学校体育施設開放のための夜間照明設

(体育課) 備を設置する。

<財源構成>

①国庫支出金 4,840 <実績>

②諸収入 20,000 ・設置状況　20校(平成19年度末現在)

③一般財源 31,510 ・各区に１か所以上整備完了

夜間照明設備整備事業

事項 限度額 期間

小中学校空調整備事業
（平成19年度設置分）

2,651,000
平成20年度から
平成29年度まで

事項 限度額 期間

小中学校空調整備事業
（平成20年度設置分）

4,378,000
平成19年度から
平成30年度まで
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て>

給食施設整備事業 978,400 　小中学校給食室を単独調理場方式により計画的に整備する。

（学校施設課）

(健康教育課) <内容>

<財源構成> ・給食室建設等工事（指扇中、西原中）

①国庫支出金 19,251 　

②市債 182,000 ・初度備品等

③一般財源 777,149 ・実施設計（４校）等

<参考>　整備計画

<子育て>

小学校校庭芝整備事業 58,500 　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 5,500 <内容>

②市債 18,300 ・散水装置実施設計・工事

③一般財源 34,700 ・校庭測量・校庭芝生化工事

<事業概要>

・整備校　岸町小学校

・校庭改修面積 約4,000㎡　うち芝生化面積 約2,000㎡

<実績>

　谷田小学校　神田小学校　大宮小学校　三室小学校

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

小学校 0校 3校 2校 3校 3校 3校

中学校 2校 1校 2校 1校 1校 1校

合　計 2校 4校 4校 4校 4校 4校

平成25年度で整備完了

56



（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><子育て>

情報教育の充実事業(校 196,858 　小中学校の普通教室でインターネット等を活用した授業ができ

内ＬＡＮ整備） 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>

（全校整備完了）

<新><重要><子育て><オリ>（再掲 P.36）

地域に開かれた学校運営 37,363 　(仮称)地域コーディネーター等を配置し、開かれた学校運営を

推進事業 推進する。

（教育総務課）

（教職員課） <事業概要>

<財源構成> ・(仮称)地域コーディネーターのモデル配置

①諸収入 189 　　再任用職員（小中学校合わせて10名配置)

②一般財源 37,174   　役割例　学校ボランティアに関する調整

　　　　　　地域住民・諸団体との連絡調整等

・法律相談業務

　　学校を対象とした弁護士による相談窓口の開設

<拡大><重要><子育て>

少人数指導サポート事業 202,175 　教育の充実を図るため、小中学校全校に各１名の少人数サポー

(教職員課） トプラン臨時教員補助員を配置する。

<財源構成>

①諸収入 1,189 <配置計画>

②一般財源 200,986

（全校配置完了）

17年度まで 18年度 19年度 20年度

小学校 20校 7校 30校 44校

中学校 10校 3校 18校 26校

合　計 30校 10校 48校 70校

19年度まで 20年度 21年度 22年度 23年度

41校 24校 25校 39校 31校
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要><子育て><オリ>

「自分発見！」チャレン 2,845 　子どもの得意分野づくりプログラム「『自分発見！』チャレン

ジさいたま推進事業 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

　　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　さら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。

<新>（再掲 P.36）

24時間いじめ相談窓口 22,890 　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> ・岸町教育相談室（浦和区岸町６丁目）

①国庫支出金 7,759

②一般財源 15,131

<子育て>（再掲 P.42） 

教育相談推進事業 4,583 　知的障害、情緒障害や聴覚・言語に障害のある方の発達相談及

(指導２課) び就学相談を専門に行う。

・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19年４月～12月末現在）

　　発達相談 1,313件　就学相談 2,951件

　　グループ相談 254件　　合計 4,518件
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><子育て><オリ>

小学校体育授業サポーター 45,640 　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

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（年間24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80人

　　一般サポーター　　延べ1,200時間分

<実績>

・派遣サポーター

　派遣人数 62名　　派遣校 91校

・大学生サポーター

　派遣人数 19名　　派遣校 10校　　

　　　　　　　　　　　合計　延べ17,492時間（平成19年度）　

<子育て><オリ>

英語教育充実事業 196,254 　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

<拡大><子育て>

学校図書の充実 132,128 　小中学校の学校図書館の図書を充実する。

(教育財務課)

・対前年度 39,158千円の増額

　　小学校 13,000冊分　　中学校 11,000冊分
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て>

学校図書館司書の配置 180,951 　図書館教育の充実を図るため、全小中学校に専任の司書を配置

(教職員課) する。

・小学校　　101人

・中学校　　 57人

　　　　　　全校配置済み

<重要><安心><子育て>

学校・学級支援員派遣事 71,274 　学校教育の充実を図るため、学校・学級支援員を派遣する。

業

(指導２課） ・配置状況（平成19年12月１日現在）

　　小学校 85校　　中学校 49校　　計 134校

<子育て><安心><オリ>

さいたま教育コラボレー 600 　埼玉大学等と連携し、児童生徒の学習を支援するための学生ボ

ション構想の推進 ランティア活動を推進する。

(指導１課)

<活動内容>

　学習指導の補助、部活動支援、放課後指導等

<実績>

　平成19年度　学生ボランティア

　　　　　　　配置人数 104人　配置学校数 99校
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<子育て><安心><オリ>（再掲 P.100）

学校防犯体制整備事業 180,000 　不審者による犯罪から子どもを守るため、小学校・特別支援学

(健康教育課） 校に警備員を配置する。

<子育て><安心>（再掲 P.100）

学校安全ネットワーク事 6,646 　小学校区に学校安全ネットワーク協議会を設置し情報の共有化

業 を推進する。

(健康教育課)

<内容>

・防犯ボランティアリーダーによる巡回指導

・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

<新><重要>

全国高等学校総合体育大 129,874 　全国高等学校総合体育大会を実施する。

会推進事業

<事業概要>

・開催期間　平成20年７月28日(月)～８月20日(水)

・実施競技　夏季大会　29競技（33種目）

・本市開催競技種目

(高校総体推進室)

競技種目 会場（予定）

水泳（水球） 大宮公園水泳競技場

サッカー
埼玉スタジアム２００２
　　　　　　　ほか５会場

テニス
大宮第二公園テニス場
　　　　　　　ほか１会場

自転車（トラック） 大宮公園双輪場

ウエイトリフティング 記念総合体育館
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><重要>

(仮称)谷田地区公民館整 219,179 　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> ・家屋調査・電波障害調査委託等

①市債 205,200 ・工事請負費

②一般財源 13,979

<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>

・所 在 地　南区大字太田窪2500番地1の一部

      　　　（善前小学校校庭敷地内）

・構　　造　地上３階建て

・延床面積　1,404㎡

・敷地面積　  990㎡

備事業

(生涯学習総合センター)

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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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<拡大><重要><オリ>

630,026 　地域資源である盆栽文化を内外に発信するための拠点施設を整

(文化振興課) 備する。

<財源構成>

①市債 577,400 <内容>

②一般財源 52,626 ・盆栽関連施設建設工事

<継続費>

・盆栽村駐車場用地取得

・盆栽管理・盆器保管

・事前事後調査費等

<事業計画>

　平成18年度　　　基本計画

　平成19年度　　　基本・実施設計、解体工事、盆栽購入

　平成20～21年度　施設建設工事、開設

<施設概要>

・建設地　　北区土呂町２丁目24番地３ほか

・敷地面積　約6,335㎡

・延床面積　約1,500㎡　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

<盆栽の取得内容>

　内　　訳　盆栽100点、盆器333点、卓58点及び浮世絵32点

　取得価格 ５億円

盆栽関連施設等整備事業

<文化・スポーツ>

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

<拡大><重要><オリ>

(仮称)岩槻人形会館整備 47,800 　地域資源である人形文化を内外に発信するため、(仮称)岩槻人

事業 形会館を整備する。

<内容>

・基本設計・実施設計

<事業計画>

　平成19年度　用地取得（土地開発公社取得）

　平成20年度　基本設計・実施設計

　平成21年度～22年度　施設建設工事、開設

<施設概要>

・建設予定地　岩槻区太田２丁目268-4ほか

<新><オリ>

鉄道文化振興事業 2,682 　ＪＲ、鉄道博物館と連携し、鉄道文化の振興及び普及啓発を図

(文化振興課) る。

<内容>

・鉄道ふれあいフェア

・鉄道文化に関する講演会等

(文化振興課)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要><オリ>

埼玉サッカー100周年記念 71,250 　埼玉サッカー生誕100周年を記念して、記念事業を実施する。

事業

(スポーツ企画課) <事業概要>

<財源構成> ・サッカーフェスタ（11月開催予定）

①諸収入 15,500 　　内容　市民参加型のサッカーイベント

②一般財源 55,750 　　会場　駒場スタジアム・同サブグラウンド

・サッカーカンファレンス

　　内容　埼玉大学と連携した展示・講演会など

・さいたまシティカップ２００８ 等

<参考>

・埼玉サッカーの歴史

　明治41年、埼玉師範学校に細木志朗氏が蹴球部を創設したのが

「埼玉サッカー」の始まり
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要><オリ>

(仮称)サッカーミュージ 25,830 　さいたま新都心第８－１Ａ街区に(仮称)サッカーミュージアム

アム整備事業 の整備を行う。

(政策局スポーツ企画課)

(現：都市局計画管理課) <内容>

・(仮称)サッカーミュージアム展示実施設計業務等

<事業計画>

　平成19年度　サッカーミュージアム整備方針策定

　平成20年度　設計、財産交換契約締結

　平成21年度　工事着工

　平成24年度　竣工・開業

<参考>

埼玉県 さいたま市

交換価格 交換価格

8,156,052,000円 2,138,654,000円

7,448.11㎡ 1,953.02㎡

31.0% 8.1%

敷 地 面 積

建 築 面 積

建 ぺ い 率

容 積 率

延 床 面 積

埼玉県 さいたま市

17,939.㎡ 4,723.㎡

8.9% 2.4%

業務 127,920.㎡

商業 22,285.㎡

駐車場 28,230.㎡

駐車場台数

総 事 業 費

(㎡当たり単価 1,095,050円）

各 所 有 地

中規模展示場、会議
室、イベントホール、
多目的室、駐車場等

所
有
地

計
画
概
要

21,713.㎡

201,097.㎡

民間施設

178,435.㎡

1,079台

サッカーミュージアム

90.39%

703.00%

744億円

所有地合計

延 床 面 積

の 内 訳

88.7%

都市再生機構

譲渡価格

16,010,672,704円

24,022.08㎡

14,620.95㎡

60.9%

26,305,378,704円

構成比

構成比
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ><オリ>

スポーツ文学賞事業 12,587 　第４回スポーツ文学賞の選考及び作品集の発行を行う。

(文化振興課)

<財源構成> <事業計画>

①財産収入 150 　平成19年度　作品募集

②一般財源 12,437 　平成20年度　選考及び作品集の発行

<実績>

応募状況 浦和市
第１回 第２回 第３回 第４回
平成６年 ７～８年 ９～10年 11～12年

スポーツ文学賞 195 171 164 180

さいたま市
第１回 第２回 第３回 第４回
13～14年 15～16年 17～18年 20年目標

スポーツ文学賞 204 139 135 150

スポーツエッセイ賞 － － 192 250

さいたま市第３回スポーツ文学賞

タイトル

大賞 伴に走る

夜の運動会

二十番目の選手

走ること・抱き
しめること

風

スポーツエッセイ賞

タイトル

エッセイ賞 小笠原流武士道

優秀賞
還暦のフルマラ
ソン

されど校内マラ
ソン大会

キャッチボール
やろう

（敬称略）

小笠原　健

西原　健次

佳作
菅野みさ子

大下　圭介

受賞者

及川　彩子

優秀賞
岩崎　重樹

小川　　栄

佳作
遊座　　守

太田　　実

受賞者
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