
（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

<新><オリ>

(仮称)大宮駅周辺地区都 19,000 　大宮駅周辺地区の都市開発を推進する構想を策定する。

心構想検討業務

(大宮駅東口まちづくり <検討体制>

事務所） ・(仮称)大宮都市再編・再生委員会の設置

・分野別専門委員会の設置

<検討事項>

・総合的・一体的な都市空間の形成

・都市インフラの整備

・ＩＴ都市の実現

・ファイナンス手法の検討

<事業計画>

　平成19年度　課題の集約

　平成20年度　中間報告

　　　　　　　構築の目標・方策等の提示

　平成21年度　構想策定

　　　　　　　整備方針、事業手法の提言

<新><総振・マニ>

大宮駅西口第四地区公共 3,000 　大宮駅西口第四土地区画整理事業用地内における公共用地の有

用地活用検討事業 効活用方策について検討する。

(計画管理課)

摘　　　　　　　　　要事　業　名
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><安心>

大宮駅西口駅前広場整備 12,000 　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）

事業 を行う。

<事業計画>

　平成20年度　詳細設計

　平成21～22年度　工事

<事業概要>

　車路の分離

　横断歩道の新設（２か所）

　エレベーターの新設(１基)

　エスカレーターの新設(１基)

<新><総振・マニ>

岩槻駅橋上化検討調査事 25,800 　地下鉄７号線延伸も考慮した、岩槻駅橋上化の検討調査を行う。

業

(岩槻まちづくり事務所) <内容>

<財源構成> ・基本構想案策定、測量及び地盤調査等

①基金繰入金 25,800

<重要>

27,000 　地下鉄７号線の延伸促進を図るため調査を行う。

業

<内容>

・地下鉄７号線延伸線基本計画調査

・沿線のまちづくり関連調査等

地下鉄７号線延伸促進事

(地下鉄７号線延伸対策課)

(道路環境課)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要><安心>

交通バリアフリー推進事 72,800 　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

業(駅エレベーター設置 る。

事業)

(交通企画課) <内容>

・設置補助金

　　　七里駅（東武鉄道）

・詳細設計　

　　　南浦和駅、北浦和駅（ＪＲ）

・基本調査

　　　加茂宮、東宮原、今羽、吉野原駅（埼玉新都市交通）

　　　　　　　　　　

コミュニティバス運行事 156,860 　区役所へのアクセスを目的としたコミュニティバスの運行を行

業 う。

(交通企画課)

<内容>

・運行経費補助金

<運行路線>

・見沼区 　 大谷県営住宅　　 見沼区役所　 　さぎ山記念公園

・北区　　　宮原駅　　　土呂駅西口　　　　宮原駅

・西区　　　西区役所　　　　指扇駅     　　二ツ宮

・南区　　　武蔵浦和駅　　　南浦和駅西口　　　　　明花

・桜区　　　桜区役所　　　 中浦和駅　　　　桜区役所

・岩槻区　　岩槻区保健センター　　 岩槻駅　    慈恩寺観音

<補助実績>

　平成17年度　120,187

　平成18年度　139,381

　平成19年度　143,809
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

ＩＣカード(ＰＡＳＭＯ) 12,200 　利用者利便の向上を図るため、バス事業者の共通ＩＣカード(Ｐ

導入経費補助金 ＡＳＭＯ)の導入を支援する。

(交通企画課)

<補助実績>

　平成18年度　 　81基

　平成19年度　　188基

　平成20年度  　122基

<総振・マニ>

公共交通ネットワーク計 5,000 　新交通システム等の導入可能性を含む、公共交通計画の整備に

画事業 向けた検討を行う。

(交通企画課)

<新>

与野駅東口駅前広場整備 6,000 　与野駅東口駅前広場の整備に向けて、都市計画変更及び用地測

事業 測量を行う。

(建設局　道路計画課) <内容>

・駅前広場検討業務、用地測量業務

<事業計画>

　平成20年度　　都市計画変更、用地測量

　平成21年度　　実施設計

　平成22年度　　用地買収

　平成23年度～　用地買収、工事

　平成26年度　　完成(予定)

(都市局　都市施設課)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<新><重要>

ＪＲ川越線日進・指扇駅 2,844,234 　平成21年３月の開設に向け工事等を行う。

<財源構成> <内容>

①分担金及び負担金 ・駅自由通路工事

522,971 ・駅舎新築工事負担金

②国庫支出金 673,100 ・駅設備改修負担金

③市債       891,400 ・新駅用地負担金

④一般財源   756,763 ・駅前広場工事等

<債務負担行為>

<新><重要>

日進駅周辺まちづくり推 1,681,993 　平成21年度北口開設、駅舎整備に向け工事を行う。

進事業

<内容>

<財源構成> ・自由通路設置工事業務

①国庫支出金 589,000 ・駅舎工事負担金

②財産収入　　 1 ・南口駅前広場暫定整備工事等

③市債　　　 916,500

④一般財源　　 176,492 <債務負担行為>

(指扇まちづくり事務所)

(大宮北部まちづくり事務所)

間新駅設置事業

事項 限度額 期間

日進駅橋上化北口開設事業 2,480,000
平成20年度から
平成22年度まで

事項 限度額 期間

川越線日進・指扇駅間新駅設置事業 5,330,000
平成19年度から
平成20年度まで
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

指扇駅周辺整備推進事業 13,041 　平成26年度の指扇駅北口開設に向けて、駅前広場とアクセス道

(都市局指扇まちづくり事 道を整備する。

務所)

(建設局道路計画課) <内容>

・駅前広場　

　　整備面積　約3,500㎡

　　用地測量  

　　基本設計

・アクセス道路･市道32223号線

　　整備延長 約600ｍ　幅員14ｍ

<参考>

　平成19年度　駅広基本計画・駅舎基本計画
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

市施行土地区画整理事業

<総振・マニ>

深作西部土地区画整理事 129,520 　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

・事業期間　　昭和46年度～平成20年度

・施行面積　　72.11ha

・進捗率　　　100％

・総事業費　　約131億円

<総振・マニ>

大宮駅西口第四土地区画 839,974 　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

<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　 650,000 ・施行面積　9.68ha

②一般財源　　 189,974 ・進捗率　　29.4％

・総事業費　約191億円

(大宮北部まちづくり事務

(大宮駅西口まちづくり事

<市施行地区一覧表> 平成19年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

72.11 100.0

9.68 29.4

14.67 37.3

76.72 8.5

55.88 20.0

8.26 70.2

79.30 92.6

67.13 93.7

11.58 51.6

29.90 3.4

425.23 46.4

南平野

岩槻駅西口

指扇

市施行合計

東浦和第二

浦和東部第一特定

与野駅西口

江川

地　区　名

深作西部

大宮駅西口第四

南与野駅西口
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

南与野駅西口土地区画整 404,544

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　 280,000 ・事業期間　　平成７年度～平成25年度

②一般財源　　 124,544 ・施行面積　　14.67ha

・進捗率　　　37.3％

・総事業費　　約107億円

<総振・マニ>

東浦和第二土地区画整理 193,594

事業

<事業計画>

<財源構成> ・事業認可　　平成10年12月15日

①基金繰入金　 70,000 ・事業期間　　平成10年度～平成27年度

②一般財源　　 123,594 ・施行面積　　76.72ha

・進捗率　　　8.5％

・総事業費　　約243億円

<総振・マニ>

浦和東部第一特定土地区 452,297 　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　 210,000 ・施行面積　　55.88ha

②一般財源　　 242,297 ・進捗率　　　20.0％

・総事業費　　約218億円

　東浦和第二地区の土地区画整理事業を推進する。

(東浦和まちづくり事務所)

(浦和東部まちづくり事務

　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)
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

与野駅西口土地区画整理 257,716 　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　 22,000 ・施行面積　　8.26ha

③財産収入　　 627 ・進捗率　　　70.2％

④基金繰入金　 220,000 ・総事業費　　約137億円

⑤一般財源　　 15,088

<総振・マニ>

江川土地区画整理事業 771,967 　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　 260,000 ・事業認可　　昭和63年７月22日

②一般財源　　 511,967 ・事業期間　　昭和63年度～平成24年度

・施行面積　　79.30ha

・進捗率　　　92.6％

・総事業費　　約168億円

<総振・マニ>

156,997 　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)

<財源構成> <事業計画>

①基金繰入金　 50,000 ・事業認可　　昭和63年７月22日

②一般財源　　 106,997 ・事業期間　　昭和63年度～平成21年度

・施行面積　　67.13ha

・進捗率　　　93.7％

・総事業費　　約97億円

①使用料及び手数料    1　

南平野土地区画整理事業

(与野まちづくり事務所)

76



（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

岩槻駅西口土地区画整理 324,711 　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20年度

②国庫支出金　 75,600 ・施行面積　　11.58ha

③基金繰入金　 124,200 ・進捗率　　　51.6％

④市債 81,900 ・総事業費　　約103億円

⑤一般財源　　 43,010

<総振・マニ>

指扇土地区画整理事業 114,994 　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　　29.90ha

・進捗率　　　3.4％

・総事業費　　約92億円

(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

<総振・マニ>

組合施行等土地区画整理 11,271,000 　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　1,121,200

②諸収入　　　7,599,000

③市債　　　 142,200

④一般財源　　2,408,600

<組合施行地区一覧表> 平成19年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

29.13 36.2

28.09 61.1

76.27 25.6

11.11 30.3

13.66 57.5

23.55 42.8

36.30 40.6

16.00 53.9

50.64 14.7

13.46 17.5

28.16 15.5

9.54 99.8

38.41 6.2

31.99 1.9

5.55 68.6

8.04 36.4

419.90 27.7

三室南宿

組合施行合計

島町東部

中川第一特定

七里駅北側特定

中尾不動谷・駒前

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

土呂農住特定

風渡野南特定

蓮沼下特定

大門上・下野田特定

地　区　名

丸ヶ崎

大間木水深特定

大門第二特定
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

都市再生機構施行土地区

画整理事業

<総振・マニ>

大宮西部特定土地区画整 438,000 　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（都市再生機構施行）の支援等を行う。

(指扇まちづくり事務所）

<財源構成> <内容>

①国庫支出金　 144,100 ・都市再生土地区画整理事業補助金

②基金繰入金　 293,900

<総振・マニ>

浦和東部・岩槻南部地域 2,346,549 　浦和美園駅、埼玉スタジアム２００２周辺における土地区画整

整備推進事業 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

4 ・新和西地区への補助

②国庫支出金 1,067,000 ・水道本管敷設負担金等

③基金繰入金 40,000 ・埋蔵文化財発掘調査業務等

④市債 901,600

⑤一般財源 337,945

①使用料及び手数料

<都市再生機構施行地区一覧表> 平成19年度末見込

面　積
 (ha)

進捗率
 (％)

115.51 40.3

183.21 44.3

73.84 56.6

372.56 45.6都市再生機構施行合計

地　区　名

大宮西部

浦和東部第二特定

岩槻南部新和西特定
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<総振・マニ>

長期未着手地区まちづく 4,197 　土地区画整理事業の長期未着手地区の新たなまちづくりの整備

り方針策定事業 方策を検討する。

<対象地>

　西区内野本郷地区

<事業内容>

・内野本郷地区のマスタープランの策定

・整備方策の検討

(まちづくり総務課)

80



（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

武蔵浦和駅第１街区市街 250,000 　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) ・施設の実施設計

<財源構成> ・権利変換計画書作成

①国庫支出金 119,000 ・測量及び試験

②市債　　　　 17,600 ・公共施設（区画道路等）実施設計

③一般財源　　 113,400

<事業計画>

・施行面積　　3.0ha

・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>

２Ｆ 住宅・店舗

１Ｆ 機械室・駐輪場 １Ｆ 店舗
Ｂ１ 機械室 Ｂ１～２ 駐車場・機械室

Ｂ－３棟 B－２棟 Ｂ－１棟

３～２９Ｆ 住宅

２～１４Ｆ 住宅
１～７F

南区役所
ｺﾐｭﾆﾃｨ施設
図書館
子育て施設
老人福祉ｾﾝﾀｰ
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（単位：千円）

予 算 額 摘　　　　　　　　　要事　業　名

<重要>

武蔵浦和駅第４街区市街 2,428,935 　武蔵浦和駅第４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) ・道路整備

<財源構成> ・デッキ整備

①国庫支出金 907,900 ・共同施設整備

②基金繰入金 720,000 ・バリアフリー整備

③市債 47,800

④一般財源 753,235 <事業計画>

・施行面積　　　2.0ha

・施行者　　　　組合

　平成16年度　　組合設立認可

　平成17年度　　権利変換計画認可

　平成18年度　　着工

　平成20年度　　竣工

<施設概要>

２F 商業
１F 商業・駐輪場 １F 住宅・駐輪場

B１ 機械室・駐輪場 B１ 機械室 B１ 機械室

A棟 B－１棟 B－２棟

商業・業務

２～２９F 住宅
４～２８F 住宅

３～６F 駐車場

１～３F
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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 2,916,995 　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 1,195,700 ・東北客貨線旅客ホーム新設負担金

②市債 1,421,300

③一般財源 299,995 <事業進捗・計画>

　平成19年１月14日 京浜東北線(上り)高架切換

　平成20年度　　　 京浜東北線(下り)高架切換

　平成21年度　　　 宇都宮線・高崎線(上り)高架切換

　平成22年度　　　 宇都宮線・高崎線(下り)高架切換

　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

<総振・マニ>

浦和駅西口南高砂地区市 34,400 　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

<財源構成> 　　　　　  　土地建物調査

①国庫支出金 17,200 　　　　　　　基本設計

②市債 3,500 　平成20年度　土地建物調査

③一般財源 13,700 　平成21年度　組合設立・実施設計

　　　　　　　権利変換

　平成22年度　施設建築物等着工

　平成25年度　事業完了

(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>

大宮駅東口都市再生プラ 66,526 　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>

務所) ①氷川緑道西通線

<財源構成> ・用地買収・補償

①国庫支出金 16,000 ・用地測量・道路予備設計　等

②市債 16,800

③一般財源 33,726 ②東口駅前南地区

・大宮駅東口駅前南地区共同化支援

③大門２丁目中地区

・大門２丁目中地区まちづくり支援

④氷川参道整備事業

・北区間歩車分離工事

<総振・マニ><安心>

橋りょうの保全 1,072,500 　橋りょうの保守管理を効率的かつ計画的に行うため、耐震補強

(道路環境課) 工事等を行う。

<財源構成>

①分担金及び負担金 <内容>

50,000 ①橋りょう耐震補強

②国庫支出金 55,000 ・神明跨線橋（設計）

③市債 676,500 ・浅間橋（設計）

④一般財源　　 291,000 ・砂本郷跨線橋(耐震補強工事)　

・大原陸橋（工事）　

②橋りょう架替

・学校橋(測量設計）

・畷橋(仮設道路、下部工事等)

③橋りょう路整備事業

・ＪＲ高崎線こ線人道橋(日進・宮原地区)

(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

<拡大><総振・マニ>

広域幹線道路・市内幹線 15,000,675 　広域的な移動に資する幹線道路及び市内の骨格を形成する幹線

道路の整備 道路の整備を行う。

(道路計画課)

<財源構成>

①分担金及び負担金

　　　 39,390

②国庫支出金 4,558,000

③市債 7,318,800

④一般財源　 3,084,485

・対前年度 10億２千万円の増額

<拡大><重要>

暮らしの道路整備事業及 2,048,300 　市民生活に身近な生活道路について、沿線住民からの要望に基

びスマイルロード整備事 づき整備を行う。

業

(道路環境課) <内容>

・スマイルロード整備(道路維持事業)

　　幅員４ｍ以上の生活道路について整備を行う。

・暮らしの道路整備(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。

・対前年度　１億７千万円の増額

平成２０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 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

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
 　県道さいたま鴻巣バイパス

街路（都市計画道路）にかかる整備
　 田島大牧線
　 与野中央通り線
　 町谷本太線
　 三橋中央通線
　 産業道路
　 赤山東線

道路

街路
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