
（11）都　市　局
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

事務事業名 都市計画推進事業（都市総務課） 予算額 4,959 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

事務事業名 都市計画推進事業（都市計画課） 予算額 70,924 

　局内及び部内各業務の総合調整を行い、都市計画行政を推進します。 市長 4,959 

査定区分 E

前年度予算額 5,031 

増減 △ 72 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 14,496 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 4,959 

前年度予算額 116,859 

増減 △ 45,935 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 70,924 

　都市計画に関する各種構想や計画等の策定、調査等を行うことで、都市計画行政を推
進します。

市長 70,924 

査定区分 B

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 71,167 

前年度予算額 4,245 

増減 0 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 4,245 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 4,245 

事務事業名 参加型まちづくり支援事業 予算額 4,245 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 14,321 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 都市開発基金積立金 予算額 14,321 

　市民のまちづくりに対する興味や関心を呼び起こすとともに、自らが参加することへの
「きっかけ」づくりを提供するため、まちづくり広報誌等の発行やホームページでの情報提
供等を通して、市民参加意識の醸成を図り、都市づくりの基本理念である「市民と行政の
協働」を推進します。

市長 4,245 

査定区分 A

前年度予算額 14,312 

増減 9 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 14,321 

　市街地開発事業及び都市施設整備に係る資金を積み立てるために設置された基金に
対して、積立てを行います。

市長 14,321 

査定区分 A

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

事務事業名 都市環境改善推進事業（都市総務課） 予算額 8,787 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 都市環境改善推進事業（開発調整課） 予算額 388 

　大規模な災害が発生したときに起こり得る被害を防止・軽減するため、防災都市づくりに
取り組むとともに、被災後の迅速な都市復興が可能となるような災害に強い都市構造の実
現に向けたまちづくりを推進します。

市長 8,787 

査定区分 A

前年度予算額 11,375 

増減 △ 2,588 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 8,787 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 8,787 

前年度予算額 387 

増減 1 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 388 

　地震や豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定
士が被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して、被災した宅地の危険度を判定すること
により、二次災害を防止し、住民の安全を図ります。

市長 388 

査定区分 A

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 388 

前年度予算額 7,157 

増減 2,651 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 12,204 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 9,808 

事務事業名 都市計画情報システム作成事業 予算額 9,808 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 8,839 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 屋外広告物適正化推進事業 予算額 8,839 

　都市計画変更及び各種情報の変化等に伴い、都市計画情報を更新することで、最新の
情報提供を行います。

市長 9,808 

査定区分 B

前年度予算額 8,487 

増減 352 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 8,839 

　屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の許可、屋外広告業の登録、違反広告物につ
いて是正指導、簡易除却等を行うとともに、キャンペーンや市民ボランティア組織による違
反広告物の撤去制度等により屋外広告物の適正化を推進します。

市長 8,839 

査定区分 A

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

事務事業名 都市景観形成推進事業 予算額 3,353 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 交通政策事業 予算額 67,484 

　さいたま市景観計画に基づく景観誘導や景観意識の高揚を図るための啓発を行い、良
好な都市景観形成を推進します。

市長 3,353 

査定区分 A

前年度予算額 3,354 

増減 △ 1 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 3,353 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 3,353 

前年度予算額 35,538 

増減 31,946 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 67,484 

　自動車に過度に依存しない交通体系の実現に向け、さいたま市総合都市交通体系マス
タープラン基本計画に基づき、計画の立案や各種施策等を推進します。
　また、東京都市圏交通計画協議会に参加し、総合的な都市交通計画を推進するため、
人や物の流れに関する基礎調査を行います。

市長 67,484 

査定区分 B

局/部/課 都市局/都市計画部/交通政策課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 80,014 

前年度予算額 255,792 

増減 23,242 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 3,315,184 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 279,034 

事務事業名 バス対策事業 予算額 279,034 

局/部/課 都市局/都市計画部/交通政策課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　市民に身近な公共交通であるバスについて、利用環境整備や利用促進を図るため、各
種関連事業の推進を図ります。また、市民・運行事業者及び本市が協働し、交通空白地
区・交通不便地区等を対象とした地域公共交通の導入及び運行について、持続可能な
地域公共交通となるよう検討します。この他、特定の個別輸送に関わる移動手段について
は、公共交通とは別階層とし、福祉関連部門と連携しながら調査研究していきます。

市長 279,034 

査定区分 E

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 34,750 

　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」及び本市
のバリアフリー基本構想に基づき、鉄道駅を中心とした徒歩圏内におけるバリアフリー化
を推進するとともに、市民等がバリアフリーに関する理解を深めるための事業を行います。

市長 34,750 

査定区分 B

前年度予算額 208,232 

増減 △ 173,482 

事務事業名 交通バリアフリー推進事業 予算額 34,750 

局/部/課 都市局/都市計画部/交通政策課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 39,779 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 10,000 

事務事業名 自転車駐車場整備事業 予算額 10,000 

事務事業名 自転車駐車場管理事業 予算額 276,636 

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 10,000 

増減 0 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 10,000 

　自転車駐車場を整備することにより、自転車利用者の利便性の向上及び駅前広場の良
好な環境を図ること等を目的に、市内各駅周辺地区において整備予定の自転車駐車場
に関する調査、建設工事、民間事業者の自転車等駐車場整備費に対する補助金交付等
を行います。

市長 10,000 

査定区分 A

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 自動車駐車場管理事業 予算額 383,246 

　自転車利用者の利便性の向上及び駅前広場の良好な環境を図ること等を目的に設置
している市営自転車駐車場の管理運営を実施します。

市長 276,636 

査定区分 B

前年度予算額 212,550 

増減 64,086 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 282,636 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 276,636 

前年度予算額 419,333 

増減 △ 36,087 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 383,246 

　自動車利用者の利便性の向上、駅前広場の良好な環境を図ること等を目的に設置して
いる市営自動車駐車場の管理運営を実施します。

市長 383,246 

査定区分 B

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 384,246 

前年度予算額 329,942 

増減 △ 58,258 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 271,708 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 271,684 

事務事業名 放置自転車対策事業 予算額 271,684 

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　さいたま市自転車等放置防止条例に基づき、駅前広場、道路その他公共の場所におけ
る歩行者等の通行の安全を確保し、市民の良好な生活環境を保持するため、自転車及
び原付バイクの放置防止対策に係る放置監視業務、撤去業務、返還業務、売却等の処
分その他これらに付随する業務を実施します。

市長 271,684 

査定区分 B

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。

-129-



（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 105,117 

事務事業名 自転車政策事業 予算額 51,922 

事務事業名 自転車政策事業 補正額 30,335 

局/部/課 都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課 〔要求と査定経過〕

補正予算書Ｐ.11

前年度予算額 82,042 

増減 △ 30,120 

査定の考え方
既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。また、一部の事業について予算計上時期を精査しまし
た。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 82,257 

　自転車を利用しやすい環境が整っている本市の特徴を生かし、自転車のまちづくりを積
極的に推進していくため、「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づ
き、「人と環境にやさしい　安全で元気な自転車のまち　さいたま」の実現のための各施策
を実施します。

市長 82,257 

査定区分 C

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 開発行為等許認可事業 予算額 7,437 

市長 30,335 

査定区分 A

補正前予算額 51,922 

＜事業の目的・内容＞
　自転車を利用しやすい環境が整っている本市の特徴を生かし、自転車のまちづくりを積
極的に推進していくため、「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づ
き、「人と環境にやさしい　安全で元気な自転車のまち　さいたま」の実現のための各施策
を実施します。

＜補正の目的・内容＞
　サイクルフェスタを開催するため、必要となる経費について補正を行うものです。

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 30,335 

財政局長 30,335 

前年度予算額 11,125 

増減 △ 3,688 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 7,437 

　無秩序な宅地開発を防止するため、都市計画法に基づく許認可事務、開発行為の手続
に関する条例の運用等を行うことにより、良好な都市環境の確保に努めます。

市長 7,437 

査定区分 B

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 7,462 

前年度予算額 543 

増減 △ 52 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 491 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 491 

事務事業名 土地売買届出審査事業 予算額 491 

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

　一定規模（市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡）以上の土地売買について、
利用目的審査及び地価動向を把握することにより、適正かつ合理的な土地利用の確保を
図ります。また、投機的土地取引の防止を図ります。

市長 491 

査定区分 A

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/1目 都市計画総務費 要求 30,623 

事務事業名 用地先行取得事業特別会計繰出金（都市公園課） 予算額 31,381 

事務事業名 都市整備事務事業（まちづくり総務課） 予算額 128,590 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 31,203 

増減 178 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 31,381 

　公共用地取得に伴う償還金について、一般会計から繰出しを行います。 市長 31,381 

査定区分 A

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 都市整備事務事業（市街地整備課） 予算額 6,501 

　まちづくり推進部内の連絡調整、取りまとめ業務及び都市整備関連外郭団体への支援・
指導を行うとともに、所管する市有床等の普通財産の管理を行います。

市長 128,590 

査定区分 B

前年度予算額 99,357 

増減 29,233 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 129,090 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 128,590 

前年度予算額 20,011 

増減 △ 13,510 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 6,501 

　土地区画整理事業、市街地再開発事業等に関する指導、国庫補助金の調整、認可等
を行います。

市長 6,501 

査定区分 A

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 6,501 

前年度予算額 59,556 

増減 △ 37,624 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 25,503 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 21,932 

事務事業名 まちづくり支援・団体育成事業 予算額 21,932 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　まちづくりセミナーの開催、まちづくり専門家の派遣、まちづくり支援補助金の交付により
市民の自主的なまちづくり活動を支援します。また、土地区画整理事業の長期未着手地
区を対象に、都市計画の見直しと基盤整備の推進を目指します。

市長 21,932 

査定区分 B

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。

-131-



（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/まちづくり総務課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 55,890 

事務事業名 まちづくり推進事業（まちづくり総務課） 予算額 7,875 

事務事業名 まちづくり推進事業（与野まちづくり事務所） 予算額 184,984 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 20,696 

増減 △ 12,821 

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 26,736 

　本市の地域拠点である与野本町駅周辺地区のまちづくり事業を推進します。 市長 26,736 

査定区分 D

　南与野駅西口土地区画整理事業と連携し、地区界を縦断的に跨ぐ南与野駅南通り線
を一体整備することにより、周辺地域における生活環境の向上に寄与します。
　本市の地域拠点である与野本町駅周辺地区のまちづくり事業を推進するとともに、地域
が主体となる協議会のまちづくり活動を支援します。

市長 177,972 

査定区分 B

前年度予算額 159,103 

増減 25,881 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 220,267 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 177,972 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 0 

　本市の副都心である岩槻駅周辺地区のまちづくり事業を推進します。 市長 0 

査定区分 A

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 0 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 まちづくり推進事業（岩槻まちづくり事務所） 予算額 11,849 

要求 11,304 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 11,018 

事務事業名 七里駅舎改修事業 予算額 11,018 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/区画整理支援課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 0 

増減 皆増 

査定の考え方

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　七里駅の橋上駅舎化及び自由通路の整備を進め、地域の利便性や安全性の向上を図
ります。

市長 11,018 

査定区分 B

前年度予算額 0 

増減 皆増 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

予算書Ｐ. 157

前年度予算額 0 

増減 皆増 

事務事業名 大和田駅北口周辺まちづくり推進事業 予算額 22,006 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/区画整理支援課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 22,017 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 西大宮駅周辺まちづくり推進事業 予算額 925,689 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 22,006 

　大和田駅北口周辺の駅前広場や都市計画道路の整備を進め、地域の利便性や安全
性の向上を図ります。

市長 22,006 

査定区分 B

前年度予算額 567,522 

増減 358,167 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 日進駅周辺まちづくり推進事業 予算額 218,627 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 983,243 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 927,381 

　西大宮駅を核とする良好な市街地の形成を図るため、都市再生機構が施行する大宮西
部地区の土地区画整理事業を支援するとともに、駅周辺の整備と交通課題の改善を実施
します。また、大宮西部特定土地区画整理事業の事業進捗に合わせ、協定書に基づき都
市再生機構への分担金を支出します。

市長 927,381 

査定区分 B

　日進駅の橋上化による北口開設をはじめとする地域の生活環境の改善と本市の副都心
にふさわしい都市機能の導入を図るため、地域住民との協働によるまちづくりを行いま
す。また、日進駅南口駅前広場、日進七夕通りの美装化、南北地区の狭あい道路整備等
を行い、安全・安心なまちづくりを推進します。

市長 218,627 

査定区分 B

前年度予算額 68,964 

増減 149,663 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 219,511 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 218,627 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 8,225 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 3,797 

　長期未着手地区である西浦和第一土地区画整理事業を見直すとともに、西浦和駅周
辺の特性に応じたまちづくりの推進を行います。

市長 3,797 

査定区分 D

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 西浦和駅周辺まちづくり推進事業 予算額 3,797 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 3,600 

増減 197 

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 101,745 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 18,613 

事務事業名 岩槻駅舎改修事業 予算額 3,387 

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

事務事業名 都心整備推進事業 予算額 1,706 

局/部/課 都市局/都心整備部/都心整備課 〔要求と査定経過〕

　駅周辺の活性化と西口利用者の利便性向上及び駅のバリアフリー化を図るために実施
した駅舎の橋上化と駅東西を結ぶ自由通路の整備に伴い、自由通路の用地取得を進め
ます。

市長 18,613 

査定区分 E

前年度予算額 1,091,821 

増減 △ 1,088,434 

前年度予算額 1,670 

増減 36 

査定の考え方 臨時職員賃金の改定を踏まえ、所要額を計上しました。

事務事業名 さいたま新都心賑わい創出事業 予算額 558,528 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 1,670 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 1,706 

　部内の連絡調整、取りまとめ等を行い、都心地区の魅力あるまちづくりを推進します。 市長 1,706 

査定区分 A

　さいたま新都心地区において、にぎわいや交流のあるまちづくりを継続するため、都市
施設を適正に管理するほか、さいたま新都心まちづくりボランティア及びさいたま新都心ま
ちづくり推進協議会の活動を支援します。また、さいたま新都心将来ビジョンの目標である
「広域的な都市活動の拠点、にぎわいあふれるまち」、「広域的な安心・安全を担うまち」、
「豊かなみどりと都市機能が融合するまち」の実現に向けた取組を行います。

市長 558,528 

査定区分 B

前年度予算額 135,017 

増減 423,511 

局/部/課 都市局/都心整備部/都心整備課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 601,405 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 558,528 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 21,900 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 21,141 

　歴史・文化的資産であり、都心部に残された貴重な緑の空間である氷川参道の歩行者
環境を将来にわたり引き継ぐため、地元まちづくり協議会との協働作業による並木の保
全、交通問題への対応を図りながら歩行者専用化を目指します。
　また、平成ひろば等の継続利用に関する検討を行います。

市長 21,141 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（氷川参道対策室） 予算額 21,141 

局/部/課 都市局/都心整備部/都心整備課氷川参道対策室 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 26,138 

増減 △ 4,997 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

局/部/課 都市局/都心整備部/東日本交流拠点整備課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 161,448 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 102,760 

事務事業名 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） 予算額 102,566 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口まちづくり事務所） 予算額 4,836,300 

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅東口まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

　大宮駅周辺地域戦略ビジョンのターミナル街区におけるまちづくりの具体化を図るため、
大宮駅グランドセントラルステーション化構想を策定し、大宮駅の駅前広場を中心とした
交通基盤整備、駅前広場に隣接した街区のまちづくり、乗換改善等を含めた駅機能の更
なる高度化を一体的に推進することにより、東日本の玄関口である大宮、ひいてはさいた
ま市のプレゼンス向上を目指します。

市長 102,760 

査定区分 C

前年度予算額 36,044 

増減 66,522 

前年度予算額 3,479,311 

増減 1,356,989 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 桜木駐車場用地活用事業 予算額 30,474 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 7,736,021 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 4,846,581 

　大宮駅周辺地域戦略ビジョンは、大宮駅周辺地域を政令指定都市さいたま市の「顔」に
ふさわしい地域にしていくことを目的としたまちづくり計画です。ビジョンで掲げた将来像
である「東日本の顔となるまち」「おもてなし、あふれるまち」「氷川の杜、継ぐまち」の実現
に向け、各種事業を推進します。

市長 4,846,581 

査定区分 C

　市営桜木駐車場用地において、宿泊施設及びＭＩＣＥ施設等の誘致を推進することで、
当該用地の一層の有効活用を図るとともに、ヒト・モノ・情報の対流を創出し、本市のプレ
ゼンスやブランド力の向上、及び地域の活性化を図ります。

市長 30,597 

査定区分 B

前年度予算額 34,334 

増減 △ 3,860 

局/部/課 都市局/都心整備部/東日本交流拠点整備課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 38,142 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 30,597 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 254,023 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 229,832 

　大宮駅西口の未整備地区については、狭あい道路の解消や居住環境の向上などの課
題があり、「防災性の向上」、「商業環境の向上」が求められておりますが、これらの課題を
解決するために、各地区の特性を生かしたまちづくりに資する実現可能な基盤整備の方
針を検討します。

市長 229,832 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 大宮駅西口まちづくり推進事業 予算額 229,832 

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 319,612 

増減 △ 89,780 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 159

予算書Ｐ. 161

局/部/課 都市局/都心整備部/浦和駅周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/3目 街路事業費 要求 579,105 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 542,655 

事務事業名 鉄道高架推進事業 予算額 531,770 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 都市公園等管理事業 予算額 2,975,760 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課 〔要求と査定経過〕

　浦和駅周辺の鉄道を高架化することにより、鉄道により分断されていた浦和駅周辺の東
西市街地の一体化、均衡ある発展を図ります。
　また、浦和駅から西口バスターミナルへの円滑な移動経路を確保するため、浦和駅東西
連絡通路と西口中ノ島地下道とを接続する浦和駅中ノ島地下通路の整備を行います。

市長 542,655 

査定区分 B

前年度予算額 332,112 

増減 199,658 

前年度予算額 2,986,605 

増減 △ 10,845 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 都市公園等整備事業 予算額 1,551,949 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/4目 公園費 要求 3,067,658 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 2,975,760 

　都市公園等の管理運営、修繕、取得用地の維持管理を行うとともに、民間児童遊園地
の整備等に対する助成を行います。

市長 2,975,760 

査定区分 B

　都市化により野外レクリエーションの場が減少する中で、緑に囲まれた安全な遊び場や
市民のための運動場を提供し、併せて災害時の避難場所となる公園を整備します。

市長 1,543,125 

査定区分 C

前年度予算額 1,934,751 

増減 △ 382,802 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/4目 公園費 要求 2,025,816 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 1,543,125 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 55,238 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 55,238 

　市街地における緑を創出するため、多様な手法により緑化を推進するとともに、緑化啓
発事業等の実施により市民の緑に対する意識の高揚を促進し、市民との協働による緑豊
かで潤いのあるまちづくりを推進します。

市長 55,238 

査定区分 A

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 緑化推進事業 予算額 54,383 

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 63,712 

増減 △ 9,329 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 161

予算書Ｐ. 161

予算書Ｐ. 161

予算書Ｐ. 163

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 460,810 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 438,334 

事務事業名 指定緑地等設置・保全事業 予算額 438,334 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 生産緑地関係事業 予算額 9,980 

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課 〔要求と査定経過〕

　都市緑地法及びみどりの条例に基づき、自然緑地等の維持管理及び整備、保存緑地
に対する補助金の交付等を行うことで、市内に残る良好な自然環境を有する緑地の保全
を推進します。

市長 438,334 

査定区分 B

前年度予算額 533,168 

増減 △ 94,834 

前年度予算額 4,331 

増減 5,649 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 見沼田圃の保全・活用・創造事業 予算額 42,920 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 9,980 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 9,980 

　市街化区域内にある農地を重要な緑として保全することを目的として、生産緑地地区に
係る事務手続を行います。

市長 9,980 

査定区分 A

　首都圏に残された貴重な大規模緑地空間である見沼田圃を保全・活用・創造するため、
「さいたま市見沼田圃基本計画」で定めた見沼田圃づくりの基本方針に沿って、農、歴
史・文化、観光・交流等に係る諸施策を積極的に推進します。

市長 42,920 

査定区分 A

前年度予算額 42,920 

増減 0 

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課見沼田圃政策推進室 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 42,920 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 42,920 

款/項/目 8款 土木費/5項 市街地再開発事業費/1目 市街地再開発事業費 要求 23,897 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 18,355 

　本市の副都心に位置付けられている武蔵浦和駅周辺地区（約30ｈａ）について、市街地
再開発等によるまちづくりを推進します。

市長 18,355 

査定区分 C

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和西部まちづくり事務所） 予算額 13,378 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和西部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 13,061 

増減 317 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

局/部/課 都市局/都心整備部/浦和駅周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/5項 市街地再開発事業費/1目 市街地再開発事業費 要求 3,146,837 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 2,250,544 

事務事業名 市街地再開発推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） 予算額 2,250,544 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 組合施行等土地区画整理支援事業 予算額 15,372,641 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/区画整理支援課 〔要求と査定経過〕

　都市基盤の整備を推進するための浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業、浦和西
口停車場線の整備工事や事業用地の取得、補償等を実施し、都心としての形成を進めま
す。

市長 2,250,544 

査定区分 C

前年度予算額 615,871 

増減 1,634,673 

前年度予算額 15,538,350 

増減 △ 165,709 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業 予算額 785,765 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 15,478,160 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 15,372,641 

　土地区画整理組合に対し、補助金の交付及び事業資金の貸付けを行い、土地区画整
理事業を促進し、健全な市街地の形成を図ります。

市長 15,372,641 

査定区分 B

　本市の副都心としてふさわしい良好な市街地の整備を行うため、都市再生機構が施行
する浦和東部第二地区及び岩槻南部新和西地区の土地区画整理事業へ支援を行うとと
もに、みその都市デザイン協議会運営支援業務等を実施します。

市長 787,265 

査定区分 B

前年度予算額 2,102,797 

増減 △ 1,317,032 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 915,917 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 787,265 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 19,040 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 19,040 

　東浦和第二土地区画整理事業と連携し、中尾地区の水害を防止する調整池及び区画
整理地内に接続する道路の整備を行います。

市長 19,040 

査定区分 A

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 東浦和第二地区まちづくり推進事業 予算額 19,040 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 0 

増減 皆増 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 71,832 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 62,019 

事務事業名 与野駅西口土地区画整理事業 予算額 62,019 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 岩槻駅西口土地区画整理事業 予算額 412,145 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

　健全かつ良好な居住環境を持つ市街地を造成するため、区画道路等の公共施設の整
備改善を図ります。

市長 62,019 

査定区分 B

前年度予算額 95,881 

増減 △ 33,862 

前年度予算額 597,192 

増減 △ 185,047 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金 予算額 903,495 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 444,207 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 412,145 

　岩槻駅西口地区は、岩槻駅の西側に隣接していながらも、駅西口の未開設や道路等の
公共施設の未整備により、駅前という立地が生かされていないため、駅西口の開設に合わ
せ、駅前広場、それに接続する都市計画道路等の整備を行い、商業の活性化と潤いのあ
る住環境の形成を図ります。

市長 412,145 

査定区分 B

　大宮駅西口第四地区において、土地区画整理事業による都市基盤整備を行うため、一
般会計から繰出しを行います。

市長 903,495 

査定区分 B

前年度予算額 1,083,569 

増減 △ 180,074 

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 948,495 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 903,495 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 1,044,335 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 1,014,936 

　東浦和第二土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 1,014,936 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 1,014,936 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 1,033,240 

増減 △ 18,304 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 1,521,361 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 621,737 

事務事業名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 621,737 

査定の考え方
事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。また、臨時職員賃金の改定を踏まえ、所要額を計上し
ました。

事務事業名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 393,156 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

　浦和東部第一特定土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行いま
す。

市長 621,737 

査定区分 D

前年度予算額 1,734,530 

増減 △ 1,112,793 

前年度予算額 400,793 

増減 △ 7,637 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 指扇土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 301,750 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 417,356 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 393,156 

　南与野駅西口土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 393,156 

査定区分 B

　指扇土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 301,750 

査定区分 B

前年度予算額 300,592 

増減 1,158 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 336,750 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 301,750 

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 423,946 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 416,946 

　江川土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 416,946 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 江川土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 416,946 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 406,599 

増減 10,347 

査定の考え方
既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。また、臨時職員賃金の改定を踏まえ、所要額を計上しま
した。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 163

予算書Ｐ. 163

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 17,998 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 18,998 

事務事業名 南平野土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 18,998 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 大門下野田特定土地区画整理事業特別会計繰出金 予算額 45,997 

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

　南平野土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 18,998 

査定区分 A

前年度予算額 19,298 

増減 △ 300 

前年度予算額 56,997 

増減 △ 11,000 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

款/項/目 8款 土木費/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 45,997 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 45,997 

　大門下野田特定土地区画整理事業を推進するため、一般会計から繰出しを行います。 市長 45,997 

査定区分 A

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（特別会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 419

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 443

予算書Ｐ. 467

予算書Ｐ. 493

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 1,425,000

増減 △ 382,000 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

要求 1,369,000 

　南与野駅西口地区において、「豊かな緑につつまれた公園のようなまち」をまちづくりの
テーマに、人と環境に配慮した質の高い駅前広場や都市計画道路等の都市基盤を有す
る良好な市街地形成を図ります。

財政局長 1,043,000 

市長 1,043,000 

査定区分 C

会計名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計 予算額 1,043,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 2,668,000

増減 95,000 

査定の考え方
既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。また、臨時職員賃金の改定を踏まえ、所要額を計上しま
した。

＜事業の目的・内容＞ 要求 2,786,000 

　埼玉高速鉄道線浦和美園駅西口周辺の55.88ｈａの区域を対象に、本市の副都心にふ
さわしい良好な市街地の整備を行うため、土地区画整理事業により道路・公園等の都市
基盤施設を整備・改善し、駅周辺の商業・業務機能の集積を図るとともに、豊かな自然環
境と調和した魅力ある住環境を形成することを目的とします。

財政局長 2,763,000 

市長 2,763,000 

査定区分 B

会計名 浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計 予算額 2,763,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 2,281,000

増減 △ 383,000 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞ 要求 1,968,000 

　東浦和第二土地区画整理事業地内76.72ｈａにおいて、土地区画整理事業により、地区
内で進行している無秩序な市街地化を防止し、災害に強いまちづくりを目指し、公共施設
の整備と宅地の利用増進を図ります。

財政局長 1,898,000 

市長 1,898,000 

査定区分 B

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 1,555,000

増減 700,000 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　大宮駅西口第四地区は、大宮駅西口に位置しながらも都市基盤整備が立ち遅れ、狭あ
い道路による交通の混乱、建物の老朽化による防災上の不安などの諸問題を抱えていま
す。そこで、これらを解消し、都心地区にふさわしい魅力あるまちづくりを目指すため、土
地区画整理事業による都市基盤整備を行います。

財政局長 2,255,000 

市長 2,255,000 

査定区分 B

会計名 東浦和第二土地区画整理事業特別会計 予算額 1,898,000

会計名 大宮駅西口都市改造事業特別会計 予算額 2,255,000

局/部/課 都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

要求 2,300,000 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（特別会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 517

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 545

予算書Ｐ. 569

予算書Ｐ. 591

前年度予算額 127,000

増減 99,000 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 要求 226,000 

　埼玉高速鉄道線浦和美園駅西口の南側に位置する3.60ｈａの区域を対象に、本
市の副都心にふさわしい良好な市街地の整備を行うため、土地区画整理事業によ
り道路・公園等の都市基盤施設を整備・改善し、魅力ある住環境の形成を図るこ
とを目的とします。

財政局長 226,000 

市長 226,000 

査定区分 A

会計名 大門下野田特定土地区画整理事業特別会計 予算額 226,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/浦和東部まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 20,000

増減 △ 1,000 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 要求 18,000 

　南平野地区は、岩槻区の北東部、東武野田線東岩槻駅より南東へ約1ｋｍに位置し、都
市計画道路4路線を擁する交通要衝地にあります。
　本地区では土地区画整理事業により、都市計画道路等の公共施設や宅地の整備を行
い、東岩槻駅周辺地区と一体化した良好な市街地の形成を図ります。

財政局長 19,000 

市長 19,000 

査定区分 A

会計名 南平野土地区画整理事業特別会計 予算額 19,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 433,000

増減 △ 16,000 

査定の考え方
既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。また、臨時職員賃金の改定を踏まえ、所要額を計上しま
した。

＜事業の目的・内容＞ 要求 424,000 

　江川地区は、岩槻区北部及び東部の土地区画整理事業地区と西部の既成市街地に囲
まれた、区の中央部（東武野田線の北側）に位置しています。
　本地区では土地区画整理事業により、岩槻駅、東岩槻駅を中心とした既成市街地と一
体化した良好な市街地の形成を図ります。

財政局長 417,000 

市長 417,000 

査定区分 B

会計名 江川土地区画整理事業特別会計 予算額 417,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/岩槻まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 734,000

増減 105,000 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

要求 874,000 

　指扇地区において、土地区画整理事業により道路･公園等の公共施設の整備・改善を
行い、災害に強い安全で快適なまちづくりを目指して、西大宮駅を核とする新たな市街地
の形成を図ります。

財政局長 839,000 

市長 839,000 

査定区分 B

会計名 指扇土地区画整理事業特別会計 予算額 839,000

局/部/課 都市局/まちづくり推進部/日進・指扇周辺まちづくり事務所 〔要求と査定経過〕

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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