
（５）産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める
［産業・経済］

（単位：千円）

予 算 額

<拡大><重要>

戦略的企業誘致の推進 232,172 　産業経済の活性化及び雇用の創出を図るため、企業誘致活動を

(産業展開推進課) 行う。

<財源構成>

①諸収入　　　 17 <誘致実績>

②一般財源　　 232,155 ・30社目標達成（平成20年1月現在：33社）

<債務負担行為>

<参考>

事　業　名 摘　　　　　　　　　要

<立地企業の内訳>

【業種別】 【機能別】

業種 件数 機能 件数

製造業 17 本社機能 16

情報通信業 4 支社機能 11

卸売業 5 研究開発機能 3

不動産業 2 生産機能 3

サービス業 5 合　計 33

合　計 33

社名 補助期間
平成２０年度
交付予定額

総交付予定額

クラリオン Ｈ19～25 28,500 200,000

ベルニクス Ｈ19～25 2,300 16,300

カルソニックカンセイ Ｈ20～26 138,200 965,000

八木アンテナ Ｈ20～26 14,800 101,800

計 183,800 1,283,100

事項 限度額 期間

さいたま市産業立地促進補
助金（八木アンテナ株式会
社）

平成２１年度から
平成２６年度まで

87,000
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（単位：千円）

予 算 額事　業　名 摘　　　　　　　　　要

<拡大><総振・マニ>

中小企業資金融資事業 5,154,000 　中小企業者の経営の安定を図るため、低利の事業資金の融資の

(産業展開推進課)

(現：労政経済課)

<財源構成> <内容>

①諸収入 5,126,901 ・中小企業融資の預託金を15億円増額する。

②一般財源 27,099

<新>（再掲 P.109）

コムナーレ賑わい創出事 37,471 　コムナーレ及び浦和駅東口駅前の賑わいを創出し地域コミュニ

業 ティの活性化を図るため、イベント等を実施する。

(コムナーレ事業統括監)

<事業概要>

・オープン１周年記念イベント等　

・毎月イベント　　

<新><総振・マニ>

産業振興ビジョンの改訂 4,454 　今後５年間の産業振興のビジョンを策定する。

(経済政策課)

<事業概要>

・産業振興ビジョン（平成15年度策定）の改訂

あっせん等を行う。
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（単位：千円）

予 算 額事　業　名 摘　　　　　　　　　要

<新><重要><オリ>

さいたま市伝統産業活性 4,961 　伝統産業を指定し、活性化を支援する。

化事業

(商工振興課) <産業指定>

(現：経済政策課) 　３産業　岩槻人形・大宮盆栽・浦和うなぎ

<事業所指定>

　約180事業所

　・産業指定事業所

　・工芸技術継承事務所

　・地域特性関連事業所（老舗等）

<支援内容>

・講演会の実施

・日本のまつり会場でのＰＲ

・伝統産業ガイドブックの作成

<総振・マニ>

中小企業支援事業 486,188 　創業者の育成並びに中小企業への支援及び勤労者福祉事業を展

(経済政策課) 開する(財)さいたま市産業創造財団への運営補助を行う。

(産業展開推進課)

(現：経済政策課) <内容>

(現：労政経済課) ・(財)さいたま市産業創造財団の運営

<財源構成> 　　①専門家派遣、窓口相談等のコンサルティング業務

①国庫支出金 7,300 　　②セミナー、講演会等によるビジネスノウハウや経済情勢の

②諸収入 146,832 　　　情報提供

③一般財源  332,056 　　③インキュベーター「案産館」の運営

　　④「ニュービジネス大賞」によるビジネスプランの事業化支

　　　援

　　⑤産学連携コーディネート業務

　　⑥資金調達に関する相談及び市制度融資の受付

　　⑦勤労者福祉サービスセンターの運営

・産学官共同研究開発事業への貸付
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（単位：千円）

予 算 額事　業　名 摘　　　　　　　　　要

<重要><オリ>

さいたま市テクニカルブ 12,679 　テクニカルブランドを認証し製造業の活性化を支援する。

ランド認証事業

(産業展開推進課) <事業概要>

(現：経済政策課) ・対象企業　　研究開発型企業（製造業）

・認証予定数　約20社

・認証期間　　３年間

<支援の内容>

　①技術や製品の優秀性・独創性等を評価し、認証することによ

　　り公的信用力を付加する。

　②認証企業については、経済誌の掲載や専門展示会への出展等

    による広報活動を展開する。

<総振・マニ><オリ>

早期起業家教育事業 4,982 　本市の立地環境や地域資源を活用した市場・流通等について、

(経済政策課) 小・中学生を対象にビジネスの実体験を通じ学習する機会を設け

起業家精神を備えた人材を育成する。

<総振・マニ>

商工見本市の開催 24,000 　商工業者の振興を図るため、見本市を開催する。

(商工振興課)

(現：経済政策課) <事業概要>

・開催日　　平成20年11月上旬

・場　所　　さいたまスーパーアリーナ

・内　容　　商工業者による展示会

　　　　　　講演会、セミナーの開催

　　　　　　ものづくりイベントの開催

・平成19年度実績

　　　　　　出展者　　250団体

　　　　　　入場者数　約50,000人
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（単位：千円）

予 算 額事　業　名 摘　　　　　　　　　要

<総振・マニ>

駅前にぎわい推進事業 12,000 　駅周辺の商店街等が共同で実施するイベント事業に対して補助

(商工振興課) を行う。

(現：経済政策課)

<内容>　

・駅前にぎわい創出事業補助金

・対象　平成20年度新規事業

・限度額　1,000万円　(補助率１/2)

<実績>

・平成18年度　大宮駅西口　イルミス大宮

・平成19年度　浦和駅西口　浦和サッカーツリーフェスタ

国際観光振興機構(ＪＮＴ 3,000 　国際コンベンションの誘致を進める。

Ｏ)負担金

(観光政策室） <事業概要>

　さいたま観光コンベンションビューローとの連携の下、国際コ

ンベンション主催者への開催支援などにより、誘致活動を推進す

る。

<総振・マニ>

担い手育成事業 21,487 　さいたま市農業振興ビジョンに基づき、都市農業を推進する。

(農業政策課)

(現：農政課) <内容>

<財源構成> ・アグリ・カルチャー・ビジネススクール開催

①諸収入　　　 500 ・地域農業の担い手育成

②一般財源　　 20,987 　　農業の経営を考える講演会、意見交換会の開催

　　農業後継者の育成及び認定農業者の経営支援

・農業振興ビジョンの改訂
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（単位：千円）

予 算 額事　業　名 摘　　　　　　　　　要

農業環境整備事業 91,875 　未整備農道及び用排水路を整備し、地域の環境整備を推進する

(農業環境整備課)

(現：農政課) ・用排水路整備工事

　緑区上野田地区　　　　延長＝195m

　岩槻区小溝地区　　　　延長＝200m

　岩槻区横根地区　　　　延長＝240m

　見沼区宮ヶ谷塔地区　　延長＝ 43m

　西区島根地区　　　　　延長＝390m

　西区中野林地区　　　　延長＝238m

　西区湯木地区　　　　　延長＝155m

・農道整備工事

　見沼区大谷地区　　　　延長＝164m

　見沼区片柳地区　　　　延長＝140m

　西区清河寺・高木地区　延長＝278m

・緊急維持管理補修工事

<総振・マニ>

馬宮土地改良区新農業水 14,720 　馬宮土地改良区水利施設の改修費を助成する。

利システム保全対策事業

(農業環境整備課) <事業概要>　　

(現：農政課) ・事業期間　　平成18年度～平成20年度

・採択年月日　平成16年11月11日

・送水管改修　内径　350mm

　　　　　　　延長　453m

・受益面積　　約131.2ha

<総振・マニ>

指扇北土地改良区土地改 26,860 　指扇北土地改良区の整備を推進する。

良事業 <事業概要>　　

(農業環境整備課) ・事業期間　　平成17年度から平成21年度

(現：農政課) ・採択年月日　平成17年７月20日

・受益面積　　18.9ha

。
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