
（11）都　市　局
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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

前年度予算額 7,157 

増減 0 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

7,157 

　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 7,157 

査定区分 A

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 7,157 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 61 

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 7,157 

3,723 

査定区分 A

前年度予算額 3,552 

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 3,723 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 3,723 

　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

事務事業名 参加型まちづくり支援事業 予算額 3,613 

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。

58,373 

　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 58,373 

査定区分 A

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 58,373 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 5,932 

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 5,616 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 5,616 

　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

前年度予算額 65,788 

増減 △ 7,415 

事務事業名 都市計画推進事業（都市総務課） 予算額 5,616 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

増減 △ 316 

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 都市計画推進事業（都市計画課） 予算額 58,373 

5,616 

査定区分 A

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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

前年度予算額 8,864 

増減 167 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

9,031 

　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 9,031 

査定区分 A

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 9,031 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 1,296 

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 屋外広告物適正化推進事業 予算額 9,031 

8,627 

査定区分 A

前年度予算額 9,923 

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 8,627 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 8,627 

　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

事務事業名 都市計画情報システム作成事業 予算額 8,627 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 388 

増減 △ 20 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

368 

　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 368 

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 368 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 1,845 

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 都市環境改善推進事業（開発調整課） 予算額 368 

10,440 

査定区分 B

前年度予算額 12,285 

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 12,530 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 10,440 

　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

事務事業名 都市環境改善推進事業（都市総務課） 予算額 10,440 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市総務課 〔要求と査定経過〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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

前年度予算額 410,347 

増減 373,690 

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。

773,536 

　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・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。

市長 773,536 

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 855,645 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 58,279 

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 バス対策事業 予算額 784,037 

74,114 

査定区分 B

前年度予算額 132,393 

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 78,228 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 74,114 

 「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します。

市長

事務事業名 交通バリアフリー推進事業 予算額 74,114 

局/部/課 都市局/都市計画部/交通政策課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 47,699 

増減 △ 8,773 

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。

39,083 

　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 39,083 

査定区分 C

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 52,844 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 5,601 

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 38,926 

9,491 

査定区分 A

前年度予算額 3,890 

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 9,491 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 9,491 

　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

事務事業名 都市景観形成推進事業 予算額 9,491 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市計画課 〔要求と査定経過〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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

前年度予算額 270,852 

増減 △ 486 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

270,366 

　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 270,366 

査定区分 A

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 270,366 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 7,204 

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 放置自転車対策事業 予算額 270,366 

374,596 

査定区分 A

前年度予算額 381,800 

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 374,596 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 374,596 

　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

事務事業名 自動車駐車場管理事業 予算額 374,596 

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 282,327 

増減 △ 23,883 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

258,444 

　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 258,444 

査定区分 A

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 258,444 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 0 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 自転車駐車場管理事業 予算額 258,444 

10,000 

査定区分 A

前年度予算額 10,000 

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

事務事業名 自転車駐車場整備事業 予算額 10,000 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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

前年度予算額 31,424 

増減 △ 336 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

31,088 

　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 31,088 

査定区分 A

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 30,395 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 26 

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 用地先行取得事業特別会計繰出金（都市公園課） 予算額 31,088 

501 

査定区分 A

前年度予算額 527 

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 501 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 501 

　国土利用計画法に基づき一定規模（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

事務事業名 土地売買届出審査事業 予算額 501 

局/部/課 都市局/都市計画部/開発調整課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 7,608 

増減 0 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

7,608 

　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 7,608 

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 7,608 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 4,043 

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 開発行為等許認可事業 予算額 7,608 

63,640 

査定区分 C

前年度予算額 59,597 

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 86,790 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 63,640 

　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

事務事業名 自転車政策事業 予算額 63,640 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

前年度予算額 11,637 

増減 5,116 

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。

16,753 

　安全・安心な都市づくりや魅力ある住環境の形成等に向け、まちづくりを推進
します。

市長 16,753 

査定区分 B

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 20,847 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 10,445 

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（まちづくり総務課） 予算額 16,753 

12,018 

査定区分 B

前年度予算額 22,463 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 13,250 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 12,018 

　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

事務事業名 まちづくり支援・団体育成事業 予算額 12,018 

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 7,098 

増減 △ 1,536 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

5,562 

　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 5,562 

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 5,562 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 44,681 

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 5,562 

100,991 

査定区分 B

前年度予算額 145,672 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 121,545 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 100,991 

　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

事務事業名 都市整備事務事業（まちづくり総務課） 予算額 100,991 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

前年度予算額 19,133 

増減 △ 14,240 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

4,893 

　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 4,893 

査定区分 A

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 4,893 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 33,736 

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 大和田駅北口周辺まちづくり推進事業 予算額 4,893 

2,416 

査定区分 A

前年度予算額 36,152 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 2,416 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 2,416 

　七里駅の橋上駅舎化及び南北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

事務事業名 七里駅舎改修事業 予算額 2,416 

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 13,025 

増減 148,062 

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。

161,087 

　岩槻駅周辺地区におけるまちづくりの方向性を示す「岩槻まちづくりマスター
プラン」及び行動計画である「岩槻まちづくりアクションプラン」等に基づき、
地区に存在する歴史的・文化的資源を生かしたまちづくりを推進します。

市長 161,087 

査定区分 B

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 174,892 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 93,098 

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 161,087 

132,512 

査定区分 B

前年度予算額 225,610 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 142,071 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 132,512 

　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

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 132,512 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

前年度予算額 1,708 

増減 △ 4 

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。

1,704 

　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 1,704 

査定区分 A

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 1,671 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 745 

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 1,704 

7,545 

査定区分 D

前年度予算額 6,800 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 15,418 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 7,545 

　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を推進します。

市長

事務事業名 西浦和駅周辺まちづくり推進事業 予算額 7,545 

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 110,970 

増減 53,649 

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。

164,619 

　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 164,619 

査定区分 B

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 165,527 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 420,259 

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 164,619 

35,349 

査定区分 B

前年度予算額 455,608 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 35,686 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 35,349 

　西大宮駅を核とする良好な市街地の形成を図るため、駅周辺の整備と交通課題
の改善を実施します。

市長

事務事業名 西大宮駅周辺まちづくり推進事業 予算額 35,349 

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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 165

前年度予算額 7,479,428 

増減 △ 3,440,308 

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。

4,039,120 

　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 4,039,120 

査定区分 B

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〕

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 4,054,129 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 10,251 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、事業手法、事業実施時期等、事業内容を精査しました。

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 4,039,120 

137,152 

査定区分 C

前年度予算額 126,901 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 214,716 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 144,552 

　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

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 137,152 

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〕

前年度予算額 50,756 

増減 351,558 

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。

402,314 

　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区間の環境向上を目
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 402,314 

査定区分 B

局/部/課 都市局/都心整備部/氷川参道対策室 〔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 410,358 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 138,414 

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 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 402,314 

234,687 

査定区分 D

前年度予算額 373,101 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 392,443 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 234,687 

　さいたま新都心地区において、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
援するとともに、さいたま新都心将来ビジョンの実現に向けた取組を行います。
また、地域のにぎわいづくりや地域価値をさらに高めるため、地元主体のエリア
マネジメントを推進します。

市長

事務事業名 さいたま新都心賑わい創出事業 予算額 234,687 

局/部/課 都市局/都心整備部/都心整備課 〔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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 165

予算書Ｐ. 165

予算書Ｐ. 167

予算書Ｐ. 167

前年度予算額 1,620,343 

増減 △ 166,572 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

1,092,341 

　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 1,092,341 

査定区分 A

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 1,092,341 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 268,431 

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 1,453,771 

3,278,320 

査定区分 B

前年度予算額 3,003,550 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/4目 公園費 要求 3,278,340 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 3,278,320 

　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

事務事業名 都市公園等管理事業 予算額 3,271,981 

局/部/課 都市局/都市計画部/都市公園課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 2,760,662 

増減 △ 1,861,191 

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。

899,471 

　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 899,471 

査定区分 B

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/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 930,425 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 2,104 

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 大宮駅西口まちづくり推進事業 予算額 899,471 

12,341 

査定区分 D

前年度予算額 10,237 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/2目 都市整備費 要求 22,285 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 12,341 

　桜木駐車場用地の更なる有効活用を図ることにより、地域の防災性を確保する
とともに多様な人々の交流とにぎわいの創出並びに街を訪れる人々が憩い安らげ
る空間の創出を実現し、もって東日本の中枢都市としてのプレゼンスとブランド
力を高め、地域の活性化につなげます。

市長

事務事業名 桜木駐車場用地活用事業 予算額 12,341 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 167

予算書Ｐ. 167

予算書Ｐ. 167

予算書Ｐ. 167

前年度予算額 48,636 

増減 △ 1,132 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

47,504 

　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 47,504 

査定区分 A

局/部/課 都市局/都市計画部/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 47,504 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 9,838 

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 47,504 

16,601 

査定区分 A

前年度予算額 6,573 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 16,601 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 16,601 

　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

事務事業名 生産緑地関係事業 予算額 16,411 

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 544,004 

増減 △ 69,385 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

474,666 

　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 474,666 

査定区分 A

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 474,666 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 1,414 

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 指定緑地等設置・保全事業 予算額 474,619 

52,701 

査定区分 A

前年度予算額 54,115 

款/項/目 8款 土木費/4項 都市計画費/5目 緑化推進費 要求 52,701 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 52,701 

　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

事務事業名 緑化推進事業 予算額 52,701 

局/部/課 都市局/都市計画部/みどり推進課 〔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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

前年度予算額 96,779 

増減 332,806 

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。

429,585 

　本市の副都心としてふさわしい都市機能の向上、まちのブランド差別化に向け
て「公民＋学」の連携・協働による河川空間活用や交通環境改善、街並み誘導等
を図ることにより、良好な市街地を整備し、まちのブランド力を高める都市環境
の形成を図ります。

市長 429,585 

査定区分 B

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 507,275 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 2,469,255 

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 429,585 

12,173,374 

査定区分 B

前年度予算額 14,642,629 

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 12,180,374 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 12,173,374 

　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

事務事業名 組合施行等土地区画整理支援事業 予算額 12,173,374 

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 108,851 

増減 50,148 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

158,999 

　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 158,999 

査定区分 B

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 161,829 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 2,619 

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 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 158,999 

11,828 

査定区分 B

前年度予算額 14,447 

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 14,324 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 11,828 

　本市の副都心である武蔵浦和地区のうち、都市再開発の方針において再開発を
促進すべき地区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、
市街地再開発事業等によるまちづくりを推進します。

市長

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 11,828 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

前年度予算額 1,004,767 

増減 △ 49,040 

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。

955,727 

　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 955,727 

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〕

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 957,727 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 53,300 

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 955,727 

939,995 

査定区分 B

前年度予算額 886,695 

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 944,995 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 939,995 

　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

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 939,995 

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 414,881 

増減 37,324 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

452,205 

　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かったため、
都市計画道路、区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 452,205 

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/6項 土地区画整理費/1目 土地区画整理費 要求 452,205 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 372,040 

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 岩槻駅西口土地区画整理事業 予算額 452,205 

441,998 

査定区分 A

前年度予算額 69,958 

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 441,998 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 441,998 

　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

事務事業名 与野駅西口土地区画整理事業 予算額 441,998 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

予算書Ｐ. 169

前年度予算額 130,947 

増減 27,980 

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等を踏まえ、所要額を計上しました。

158,927 

　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 158,927 

査定区分 B

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 157,927 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 56,426 

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 158,927 

386,742 

査定区分 B

前年度予算額 330,316 

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 389,742 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 386,742 

　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

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 386,742 

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〕

前年度予算額 380,693 

増減 △ 16,151 

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。

364,542 

　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 364,542 

査定区分 B

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 367,542 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

増減 △ 751,925 

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 364,542 

31,416 

査定区分 E

前年度予算額 783,341 

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 1,207,838 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 31,416 

　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

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 31,416 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 169

増減 △ 63,000 

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。

76,997 

査定区分 B

前年度予算額 139,997 

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 78,997 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 76,997 

　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

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 76,997 

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〕

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 425

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 449

予算書Ｐ. 473

予算書Ｐ. 497

＜事業の目的・内容＞

会計名 大宮駅西口都市改造事業特別会計 予算額 1,178,000

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 1,183,000 

　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 1,178,000 

市長 1,178,000 

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 1,581,000

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 1,466,000

増減 △ 288,000 

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 1,583,000 

　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 1,581,000 

市長 1,581,000 

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 1,649,000

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 1,775,000

増減 △ 194,000 

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 1,656,000 

　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 1,649,000 

市長 1,649,000 

査定区分 B

会計名 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計 予算額 574,000

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 2,209,000

増減 △ 560,000 

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。

要求 577,000 

　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 574,000 

市長 574,000 

査定区分 B

前年度予算額 1,367,000

増減 △ 793,000 

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。

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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. 521

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 547

予算書Ｐ. 571

会計名 指扇土地区画整理事業特別会計 予算額 801,000

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〕

要求 804,000 

　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 801,000 

市長 801,000 

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 159,000

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 784,000

増減 17,000 

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 158,000 

　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 159,000 

市長 159,000 

査定区分 B

前年度予算額 131,000

増減 28,000 

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等を踏まえ、所要額を計上しました。

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 81,000

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 188,000

増減 △ 107,000 

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 83,000 

　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 81,000 

市長 81,000 

査定区分 B

〔査定区分〕 A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　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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