
（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 16款

17款

19款

23款

＜主な事業＞

１ 427,363

２ 118,467

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 17款

-

＜特記事項＞

＜主な事業＞

１ 4,422 ４ 6,546

２ 384 ５ 1,500

３ 571

　さいたま市住生活基本計画等の策定に向け、基礎調査
の実施及び有識者による懇話会を開催します。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

　住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居する際、一定の
条件や基準を満たした方に対して、家賃債務保証料の一
部を助成します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6305、6307

　市営住宅等の入居者募集、入居者管理、建物修繕工事
等を管理代行制度及び指定管理者制度を活用し、実施し
ます。
　・市営住宅（低所得者向け）　　2,655戸
　・市民住宅（中堅所得者向け）　   15戸

事務事業名 市営住宅維持管理事業 予算額 545,830
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 使用料及び手数料 527,257

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 17,172

　住宅に困窮する市民に対して、良質で低廉な家賃の住宅を安定的に供給するた
めに、入居者募集や住宅及び付帯設備の維持管理を適切に行います。

財産収入 1,096

諸収入 305

　住宅に困窮する低額所得者に転貸するため、独立行政
法人都市再生機構から賃貸住宅を借り上げます。
　・西本郷住宅（北区本郷町）　　 　60戸
　・本郷町団地（北区本郷町）　　　 62戸

前年度予算額 539,319

増減 6,511 

市営住宅維持管理業務

公営住宅借上事業

事務事業名 住宅政策推進事業 予算額 13,423
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課 

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 国庫支出金 750

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 12,673

　住生活基本法に即し策定した「さいたま市住生活基本計画」に基づく住宅施策
を推進し、市民の住生活の安定の確保と向上を図ります。

　各所管の住宅に関する施策を集約したガイドブックを
作成し、一元的な情報提供を図ります。

　さいたま市住生活基本計画策定に係る基礎調査を実施します。 前年度予算額 6,510

増減 6,913 

分譲マンションヒアリング調査の実施 さいたま市住生活基本計画策定事業

　分譲マンションの管理適正化支援のために、築年の古
いマンションから順に調査を実施します。

分譲マンションの適正管理の支援

　埼玉県、県内自治体、専門家団体等から構成される、
埼玉県マンション居住支援ネットワークと連携し、分譲
マンションに関する適切な情報提供及び普及啓発を行い
ます。また、管理組合向けガイドブックを作成します。

「さいたま市住宅ガイド」の作成
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 16款

23款

＜主な事業＞

１ 4,992 ４ 1,019

２ 760

３ 765

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 171 17款

24款

-

＜特記事項＞

＜主な事業＞

１ 737,682 ４ 362

２ 56,877

３ 11,561

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6306

局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課 

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 使用料及び手数料 6,786

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 750

　優良な民間住宅の供給を推進するため、事業者からの長期優良住宅や低炭素建
築物の認定及び普及・促進を行います。

8,113

増減 △ 577 

高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助 低炭素建築物新築等計画の認定

　高齢者が安心して居住できるものとして本市が認定し
た3団地33戸に居住する入居者のうち、収入が一定の基準
以下の方に対し、負担軽減のため、家賃の一部を助成し
ます。

　建築主や分譲事業者からの低炭素建築物新築等計画の
認定申請を受付し、認定基準への適合等について認定審
査を行います。

浸水住宅改良資金貸付事業

　浸水住宅改良資金融資制度の円滑な運用を図るため、
資金融資の実行に必要な原資を金融機関に預託します。

長期優良住宅建築等計画の認定

事務事業名 優良住宅等推進事業 予算額 7,536

事務事業名 市営住宅建替事業 予算額 806,482
局/部/課 建設局/建築部/住宅政策課 

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/2目 住宅建設費 国庫支出金 360,287

　建築主や分譲事業者からの長期優良住宅建築等計画の
認定申請を受付し、認定基準への適合等について認定審
査を行います。

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞ 市債 436,600

　市営住宅は昭和30年代後半から40年代にかけて建設された住宅が多く存在して
おり、建物の老朽化が進行していることから、安心して暮らせる住まいづくりを
推進するため、老朽化が顕著と認められる市営住宅について計画的な建替えを実
施します。

一般財源 9,595

　市営道祖土戸崎団地建替事業（継続費）を年間を通して実施します。 前年度予算額 334,533

増減 471,949 

市営道祖土戸崎団地建替 負担金その他

　平成32年度の完成を目指し、建設工事を実施します。
（平成30年度～32年度継続工事）

　公共住宅整備の円滑な推進を図るために負担金等を支
払います。

市営浮谷住宅建替

　浮谷住宅（1～6号棟）の建替えを実施するため、実施
設計業務を実施します。

市営馬宮住宅建替

　馬宮住宅建替えに向け、基本・実施設計の基となる建
替計画を策定します。また、民間活力導入可能性の調査
を実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 4,841,223 　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 199 -

＜主な事業＞

１ 2

事務事業名 下水道事業会計繰出金 予算額 4,841,223
局/部/課 建設局/下水道部/下水道財務課

款/項/目 8款 土木費/8項 公共下水道費/1目 公共下水道費 一般財源 4,841,223 

＜事業の目的・内容＞

　浸水対策等のため、下水道施設の整備及び維持管理における公費負担分を下水
道事業会計に繰り出します。

局/部/課 建設局/土木部/河川課

款/項/目 11款 災害復旧費/2項 土木施設災害復旧費/1目 土木施設災害復旧費 一般財源 2

　下水道事業会計における雨水処理費等の経費につい
て、総務副大臣通知（繰出基準）により一般会計から繰
出しを行います。

事務事業名

前年度予算額 2

増減 0 

大規模災害発生時における土木施設の復旧

　大規模災害発生時に土木施設の復旧を速やかに行いま
す。

災害復旧費（河川課） 予算額 2

前年度予算額 4,847,745 

増減 △ 6,522 

下水道事業会計への繰出し

＜事業の目的・内容＞

　大規模災害発生時に土木施設の復旧を速やかに行います。

平成30年度当初予算額 4,847,745,000円

平成29年度決算額 4,743,002,151円

平成28年度決算額 4,773,208,137円

平成27年度決算額 4,777,379,389円

平成26年度決算額 4,581,248,638円

［参考］

繰出金の推移

-401-



（企業会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1款 下水道事業収益

1

2

3

1款 資本的収入

1

2

3

4

5

＜主な事業＞

【収　　入】 【支　　出】

26,096,816 24,714,843

（1）下水道使用料 18,425,027 （1）管きょ費 764,773

　［参考］ 　 管きょの清掃、点検、修繕等の維持管理を行います。

　　下水道使用料の推移

（2）ポンプ場費 715,521

　 ポンプ場の清掃、点検、修繕等の維持管理を行いま

 す。

（3）処理場費 294,224

　 大宮駅東側の南部処理区（113.0ha）を処理区域とす

（2）他会計負担金 4,483,546  る下水処理センターの管理運営を行います。

　 雨水処理費等の一般会計が負担すべき経費を繰り入

 れます。 （4）流域下水道維持管理負担金 5,169,659

　 埼玉県の荒川左岸南部流域下水道及び中川流域下水

（3）長期前受金戻入 3,131,135  道の維持管理費に対する負担金を埼玉県に支払います。

　 償却資産の取得及び改良に伴い交付された補助金等

 の減価償却に伴う収益化額を計上します。 （5）減価償却費 12,964,719

　 取得した資産の時間経過に伴う価値の減少分を計上

 します。

（6）支払利息及び企業債取扱諸費 2,915,270

　 企業債等の利息の支払いを行います。

(※　職員人件費については、Ｐ.608に掲載しています。)

下水道事業会計予算書

4,758

［1款：下水道事業収益］ ［1款：下水道事業費用］

13,685,800

51,213,050

増減 △ 48,234 

前年度予算額

長期貸付金返還金

　市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水
質の保全と浸水の防除に資するため、施設の整備及び維持管理を実施します。

＜事業の目的・内容＞

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6302、6303、6304

負担金 241,985

企業債

国庫補助金 921,000

他会計負担金 357,677

51,164,816

営業外収益 3,179,692

22,915,746

特別利益 1,378

会計名 下水道事業会計 予算額

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課 営業収益

局/部/課 建設局/下水道部/下水道総務課

建設局/下水道部/下水道財務課

局/部/課 建設局/下水道部/下水道計画課

局/部/課

局/部/課 建設局/下水道部/下水処理センター

予算書

平成30年度当初予算額 18,290,794,000円

平成29年度決算額 18,172,351,466円

平成28年度決算額 18,120,975,234円

平成27年度決算額 17,788,467,640円

平成26年度決算額 16,887,512,720円
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（単位：千円）

【収　　入】 【支　　出】

15,211,220 26,449,973

（1）企業債 13,685,800 （1）管きょ費 11,211,345

　ア 公共下水道事業債 11,559,500 　ア 下水道汚水事業 3,758,695

　イ 流域下水道負担金債 861,700 　　 さいたま市生活排水処理基本計画で定めた合併処

　ウ 資本費平準化債 1,264,600 　 理浄化槽との役割分担により、事業効率が高い区域

　 の汚水整備を推進します。

（2）国庫補助金 921,000

　　 社会資本整備総合交付金 　イ 下水道浸水対策事業 3,190,171

　 　浸水被害の軽減を目的とした雨水貯留施設及び雨

（3）負担金 241,985 　 水管の整備を推進します。

　　 受益者負担金 214,785

　ウ 下水道施設老朽化対策事業（管きょ） 3,182,007

　 　緊急輸送道路車道下の重要な幹線などについて、

　 耐震化を進めるとともに、老朽化した下水道管につ

　 いて、予防保全の観点から計画的な改築を実施しま

　 す。

（2）ポンプ場費 1,424,376

　　 下水道施設老朽化対策事業（ポンプ場）1,370,827

　 　ポンプ場の耐震化及び改築を実施します。

（3）処理場費 88,680

　　 下水道施設老朽化対策事業（処理場） 75,480

　 　下水処理センターの耐震化及び改築の設計を行い

　 ます。

（4）流域下水道建設費負担金 861,882

　 埼玉県の荒川左岸南部流域下水道及び中川流域下水

 道の建設費に対する負担金を埼玉県に支払います。

（5）企業債償還金 12,075,973

　 企業債の元金償還を行います。

［1款：資本的収入］ ［1款：資本的支出］
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西区　平成３１年度　区運営方針（案）

１．主な現状と課題

西区は、広大な緑の空間を抱える荒川、桜並木の美しい鴨川やびん沼川などを

有し、区の花「アジサイ」をはじめ、季節の花々が豊かな大宮花の丘農林公苑や錦

乃原櫻草園などの自然環境に恵まれた「水と緑と花のまち」です。 また、市の無形民

俗文化財に指定されている「秋葉ささら獅子舞」をはじめ、民俗芸能が今も親し

まれ、地域文化が息づいたまちでもあります。

西区では、これらの地域資源を活用しなが

ら、訪れてみたい、住んでみたい、住んで良

かった・住み続けたいと思えるまちにするた

め、区民との連携・協働を一層強化し、地域

防災力や地域防犯力の向上、生活環境の整

備、子育て支援や健康づくりの取組を重点的

に行うことが求められています。

（１）安全で、安心して暮らせるまちづくり

（２）活力あるまちづくり

西区は自然環境に恵まれ、みどりや公園が多く存在しており、区内の荒川沿

岸には荒川サイクリングロードをはじめとしたスポーツ・レクリエーション施

設も多く、区民の憩いの場となっています。また、古くから伝わる民俗芸能が

今も息づいているほか、大宮アルディージャの練習場など、区外からの集客拠

点も生まれています。これらの多彩な地域資源を活用し、区民が自主的・主体

的なまちづくり活動に積極的に取り組めるよう区が支援をすることにより、「活

力あるまちづくり」を一層推進する必要があります。

振り込め詐欺、子どもに対する声かけ事案などを減少させるためには、警察

などの関係機関と連携し、区民の防犯意識の向上を図るとともに、万が一の災

害に対応するため、防災意識の向上、対応策に取り組んでいく必要がありま

す。

また、道路の緊急修繕及び道路照明灯、道路反射鏡等の交通安全施設の修繕

など、生活環境の整備に取り組むことにより、区民にとって「安全で、安心し

て暮らせるまちづくり」を一層推進する必要があります。

西区ふれあいまつり 西来るフェスタ

安全・生活環境

に関する取組

39%

健康・福祉に関

する取組 34%

自然・環境に

関する取組

14%

歴史・文化・伝統

に関する取組

7%

地域交流に関

する取組 6%

西区で重点的に取り組んで

ほしい分野
～平成29年度西区区長マニフェス ト

評価アンケートより～
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（３）区の魅力発信の強化

（４）みんなでやさしく支えあうまちづくり

子育ての不安などを軽減するためには、子育て世代に対応する保健福祉、教育、

交流の充実を図るとともに、区内の子育て支援機関が連携を深め、地域に根差した

子育て支援体制の充実に取り組む必要があります。 また、障害者が地域で安心し

て暮らすことができるよう支援者とのネットワークを広げ、情報交換や相談体制を強

化するほか、高齢者が住み慣れた地域で自立し、安心して長生きできるよう健康づく

り・生きがいづくりを支援するなど、健康福祉施策の充実を図り、「みんなでやさしく支

えあうまちづくり」を一層推進する必要があります。

西区子育て応援フェア 西区健幸フェスティバル

豊かな自然や文化財、花の名所などの西区の魅力を区内外に広く発信するため

には、区の花「アジサイ」を活用した取組を中心に、多くの方々が西区に訪れてみた

いと感じ、区民が地域に愛着を持って暮らせるよう潤いのあるまちづくりを推進する

必要があります。 そのため、イベントのみならず、地域情報誌、ＳＮＳを活用した映

像配信や地域店舗との連携により、様々な媒体・手法を用いて「区の魅力発信の強

化」に取り組んでいきます。

区の花「アジサイ」のＰＲ 地域情報誌「にしなび」
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全で、安心して暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 109,438 107,827 生活環境の維持・向上を図ることを目的に、

〔くらし応援室〕 (109,438) (107,827) 道路等の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 22,862 42,810 安全で安心なまちづくりを推進することを目

事業 (22,862) (42,810) 的に、道路照明灯、道路反射鏡及び路面表示

〔くらし応援室〕 の修繕を実施

3 防災啓発事業 609 685 地域防災力を強化することを目的に、防災研

〔総務課〕 (609) (685) 修会及び避難所対応検討会を実施

4 防犯啓発事業 656 1,071 防犯意識の向上を図ることを目的に、防犯の

〔総務課〕 (656) (1,071) つどい及び青色防犯パトロールによる啓発活

動を実施

（２）活力あるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

5 西区ふれあいまつり 7,500 7,146 郷土意識の醸成と地域連帯を深めることを目

〔コミュニティ課〕 (7,500) (7,146) 的に、ふれあいまつりを開催

6 西来るフェスタ 4,069 3,638 西区の地域資源である荒川サイクリングロー

〔コミュニティ課〕 (4,069) (3,638) ドを活用した健康づくり及びスポーツ振興を

図ることを目的に、サイクルイベントを開催

7 みんなの西区ワーク 525 3,349 区の新たな広聴機能とすることを目的に、

ショップ運営及び市民 (525) (3,349) （仮称）みんなの西区ワークショップの運営

活動支援事業 や市民活動ネットワーク登録団体の活動を支

〔コミュニティ課〕 援

8 拡大 西区民文化振興事業 661 383 区民が文化芸術に親しむ機会を設けることを

〔コミュニティ課〕 (661) (383) 目的に、ロビーコンサート及び区内で活動す

るコーラスグループによる発表会を開催

区の将来像である「豊かな自然と歴史文化を活かす、すべての人と生活にやさしい潤い
あるまちづくり」の実現に向け、安全で安心して暮らせるまちづくり、活力あるまちづく
り、区の魅力発信の強化、子育て支援、障害者支援、高齢者支援などの各種事業に取り組
みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

9 大宮アルディージャ支 682 800 西区の子どもたちの健全育成を促進すること

援事業 (682) (800) を目的に、地域資源である大宮アルディー

〔コミュニティ課〕 ジャと協働で少年少女サッカー教室を開催

（３）区の魅力発信を強化します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

10 花と緑のまちづくり推 2,105 1,581 区の花「アジサイ」をＰＲすることを目的に、

進事業 (2,105) (1,581) アジサイの展示、啓発品及び区民との協働に

〔コミュニティ課〕 より育成した苗を配布

11 区ＰＲ等事業 2,497 2,257 西区の魅力を区内外に発信することを目的に、

〔コミュニティ課〕 (2,497) (2,257) 西区地域情報誌の作成及び写真展の開催

（４）みんなでやさしく支えあうまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

12 ウォーキング推進事業 1,018 995 西区の地域資源を活用して健康増進を図るこ

〔コミュニティ課〕 (1,018) (995) とを目的に、ウォーキングイベントを開催

13 拡大 西区子育て応援フェア 1,678 1,052 子育ての不安軽減を図り、地域の支援体制を

〔支援課〕 (1,678) (1,052) 強化することを目的に、応援フェアを開催

14 拡大 子育て支援ネットワー 180 240 子育て情報を発信し、子育て家庭の支援体制

ク協議会運営事業 (180) (240) を強化することを目的に、子育て関連講演会

〔支援課〕 の実施及び西区親子読書手帳の作成

15 障害者・支援者ネット 417 400 障害者・支援者のネットワークの形成を推進

ワーク推進事業 (417) (400) することを目的に、イベントを開催

〔支援課〕

16 拡大 西区健幸フェスティバ 477 467 健康寿命の延伸や健康づくりを目的に、講演

ル (477) (467) 会及び認知症予防講座を開催

〔高齢介護課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業

-407-



３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
防犯啓発看板の作成部
数の見直し

作成部数を見直し、予算額を縮小する。 △ 233

総務課
研修会等の講師謝礼の
見直し

研修会等の講師謝礼を見直し、予算額を縮小する。 △ 99

総務課
区長マニフェスト評価
書の作成部数の見直し

作成部数を見直し、予算額を縮小する。 △ 43

コミュニティ
課

西区区民会議の見直し
西区区民会議を見直し、新たに（仮称）みんなの西区
ワークショップを開催することにより、予算額を縮小す
る。

△ 2,824

コミュニティ
課

西来るフェスタの出演
者謝礼の見直し

出演者謝礼を見直し、予算額を縮小する。 △ 50
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 9,041 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 76,603 [参考]

２ 700

３ 8,857

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所の事務経費

　区役所を管理運営するため、職員の研修旅費、区長交
際費及び一般事務消耗品を支出します。

区役所各課執務室再配置

区役所庁舎等維持管理事業

　区役所を適切に維持管理するため、施設の整備点検、
清掃及び警備等の業務委託や修繕等を行います。

前年度予算額 76,396

増減 9,764 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,358

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び区政の円滑な運営を行います。 諸収入 321

一般財源 83,345

局/部/課 西区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 136

西区役所総合案内

事務事業名 西区役所管理事業（総務課） 予算額 86,160

西区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する区役所及び関係各課へ
の担当窓口案内を行います。また、情報公開コーナーに
関する行政資料の整理、閲覧及び貸出しや行政資料等の
有償、無償の頒布を行います。

前年度予算額 6,587

増減 2,454 

局/部/課 西区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 9,041

事務事業名 西区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,041

＜事業の目的・内容＞

  来庁者の用件・問合せに対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

西区役所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 109,438 ４ 937

２ 22,862 ５ 508

３ 3,452

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 665 ４ 234

２ 656

３ 609

　地域防災力の強化を図るため、自治会長など地域の防
災リーダー及び区民を対象とした「防災研修会」を開催
します。また、区内指定避難所19箇所を対象とした「避
難所対応検討会」を実施します。

防犯啓発事業

　防犯意識の向上を図るため、自治会・地域防犯団体と
の協働により「防犯のつどい」を開催するとともに、地
域の防犯活動を支援します。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業 職員育成事業

　まちづくりの方向性など区政運営の考え方と主な取組
を公表するため、区長マニフェストを策定するととも
に、前年度の区長マニフェスト評価書を作成します。

　親しみやすく明るい区役所づくりの推進及び窓口サー
ビス向上のため、職員の接遇研修等を実施します。

前年度予算額 2,742

増減 △ 578 

2,164

＜事業の目的・内容＞

　区民が親しみやすく明るい区役所づくりを推進するとともに、安全で安心して
暮らせるまちづくりに向けた取組を行います。

局/部/課 西区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,164

　安全で安心なまちづくりを推進するため、道路照明
灯、道路反射鏡及び路面表示の修繕を行います。

　西大宮駅南口・北口、指扇駅南口・北口の公衆便所の
緊急的な修繕を行います。

衛生害虫駆除事業

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業

　生活環境の維持・向上を図るため、道路等の緊急的な
修繕を行います。

　交通安全の啓発活動を行なうとともに毎月24日には自
転車利用マナーアップ啓発活動を実施します。また、区
内の小学校3校においてヒヤリハットマップを作成し児童
に配布します。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

交通安全啓発事業その他

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 154,323

増減 △ 17,126 

137,197

＜事業の目的・内容＞

  区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持するため、生活に身近な道路
の緊急修繕及び道路照明灯、道路反射鏡等の交通安全施設の修繕等を行います。

局/部/課 西区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 137,197
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 7,500 ４ 4,069

２ 1,018 ５ 682

３ 525 ６ 6,121

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 1,678 [参考]

２ 180

３ 417

　障害者とその支援者等が情報を共有できるネットワー
ク形成のきっかけとなるイベントを開催します。

子育て支援ネットワーク協議会運営事業

　「子育てしやすいまち」にするため、子育て支援ネッ
トワーク協議会で子育て支援情報を共有し、外部講師を
招いて支援策を研究します。また、主に未就学児のいる
家庭を対象とした西区親子読書手帳を作成します。

障害者・支援者ネットワーク推進事業

西区子育て応援フェア

　子育て家庭を応援するため、子育て支援情報の提供や
育児相談を行う「西区子育て応援フェア」を開催しま
す。

前年度予算額 1,692

増減 583 

＜事業の目的・内容＞

　西区内の子育て支援団体で組織する「西区子育て支援ネットワーク協議会」と
協働して、子育て家庭を応援し、子育てしやすいまちづくりを推進します。
　また、障害者や支援者等が抱える問題や悩みの軽減を図るため、当事者同士の
ネットワーク作りを推進します。

局/部/課 西区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政推進費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 2,275

　区の新たな広聴機能とするため、（仮称）みんなの西
区ワークショップを開催します。また、区の魅力あるま
ちづくりを推進するため、市民活動ネットワーク登録団
体の活動を支援します。

　区民や西区への来訪者に西区の魅力を情報発信するた
め、西区の「いいところ」を一冊にまとめた「西区地域
情報誌」を作成するとともに、区の花アジサイの展示や
写真展を開催します。

事務事業名 西区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 2,275

ウォーキング推進事業 大宮アルディージャ支援事業

　区民等が豊かな自然や農産物などの西区の地域資源を
活用したコースを巡りながら健康づくりに取り組むた
め、駅からハイキングやウォーキング講習会などの
ウォーキングイベントを開催します。

　西区の子どもたちの健全育成を促進するため、大宮ア
ルディージャと協働でサッカー教室を開催します。ま
た、区役所1階に設置したアルディージャコーナーで各種
情報発信を行い、応援の気運を高めます。

みんなの西区ワークショップ運営及び市民活動支援事業 区ＰＲ等事業その他

西区ふれあいまつり 西来るフェスタ

　郷土意識の醸成と地域の連帯を深めるため、ふれあい
まつりを開催します。

　西区の地域資源である荒川サイクリングロードや河川
敷を利用して、健康づくり及びスポーツ振興を図るた
め、誰もが気軽に楽しめる自転車を活用したサイクルイ
ベントを開催します。

前年度予算額 20,915

増減 △ 1,000 

＜事業の目的・内容＞

　西区の地域資源や特色を生かした魅力あるまちづくりを推進するとともに、区
民がふれあう機会をつくり、区の魅力向上に向けた各種取組を推進します。
　また、区民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動ネットワーク等
への支援を行います。

局/部/課 西区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 19,915

事務事業名 西区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,915

西区子育て応援フェア
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 477

事務事業名 西区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 477
局/部/課 西区役所/健康福祉部/高齢介護課

款/項/目 2款　総務費/5項　区政振興費/2目　区民まちづくり推進費 一般財源 477

西区健幸フェスティバル ［参考］

　高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるよう
健康寿命の延伸や健康づくりをテーマとした講演会及び
認知症予防のための講座を開催します。

西区健幸フェスティバル

前年度予算額 467

増減 10 

＜事業の目的・内容＞

　高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるよう健康寿命の延伸や健康づ
くりを支援する取組を推進します。
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北区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

北区は、本市の副都心として位置づけられている日進・宮原地区を有し、「市

民の森」をはじめとした緑豊かな憩いの場も多く、新旧のまちが融合する、魅力

ある生活交流拠点となっています。

また、区内には、世界に誇る日本の文化「盆栽」を継承する「大宮盆栽村」、

盆栽の名品等を展示する「大宮盆栽美術館」があり、「盆栽」の魅力を発信して

います。このほか、日本近代漫画の先駆者、北沢楽天ゆかりの「漫画会館」、市

の無形民俗文化財に指定されている「日進餅つき踊り」など、伝統的な文化財産

を有しています。

待機児童対策として北区内でも保育施設の新規開設や認可に移行する保育施設

が相次いでおり、子育て世帯への子育て支援情報の提供が求められています。

また、北区の高齢化率は、さいたま市の平均より低くなっていますが、今後は

高齢化が進むことが予想され、働き盛り世代や高齢者の生活習慣病予防が課題と

なっています。

平成29年度北区区長マニフェストア

ンケート調査を行った結果、今後、北

区で重点的に取り組んでほしい分野と

して、「安全・生活環境」への要望が

一番多い結果となりました。

この状況を踏まえ、街頭犯罪件数を

減らすための取組を実施し、また、身

近な道路や交通安全施設の修繕などを

迅速に行い、区民が安全で安心して暮

らせる生活環境を保持し、だれもが生

きがいを感じ、心豊かな生活を送るこ

とができるようなまちづくりを推進す

る必要があります。

12%

35%

7%

6%

40%

自然・環境

健康・福祉

歴史・文化・伝統地域交流

安全・生活環境

北区で重点的に取り組んでほしい分野
平成29年度北区区長マニフェストアンケートより

n=683

（１）安全・安心なまちづくり

犯罪を抑止するため、関係機関と連携して、犯罪の手口や被害に遭わないため
の手段などを広く周知し、さらに区民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たち
で守る」という意識を高める必要があります。

また、区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保持するため、道路照明灯や
道路反射鏡等の交通安全施設の修繕や、道路の修繕など、区民ニーズに迅速かつ
柔軟に対応することが求められています。

北区夏休み防犯フェア（防犯教室） 道路緊急修繕
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（２）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくり

運動習慣の定着や生活習慣病の予防等、だれでも手
軽に健康増進に取り組める機会が求められています。

北区の景観や見どころも楽しめる北区ウォーキング
コースや北区推奨ジョギングコースを広く周知すると
ともに、コースを活用したイベント等を開催し、「ス
マートウエルネスさいたま」の取組を推進する必要が
あります。

（４）ふれあい・協働のまちづくり

北区は早い時期から本市の副都心として都市基盤の整備が進められてきた地
区であり、新たな住民も増加していることから、地域住民の交流を活性化して
いくことが重要です。

郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるため、まつりやイベントの
開催を通して世代間交流などを図り、ふれあいのあるまちづくりを推進するこ
とが求められています。

また、北区の個性を生かした魅力あるまちづくりを進めるためには、多様化
する区民ニーズに対応し、区民が積極的にまちづくりに参画する機会として、
（仮称）北区区民意見交換会の開催や市民活動ネットワーク登録団体の活動支
援を行う必要があります。

（３）子育て楽しいまちづくり

平成31年4月に北区内で新規開設又は認可に移行す
る保育施設は、私立保育所1園、小規模保育事業所1園
となっています。子育て支援施設の整備等、子育て環
境の充実が図られる一方、核家族化の傾向により、育
児に悩みを持つ保護者も多くみられ、子育て支援情報
の発信がさらに重要視されています。

特に、子育て中の親子の交流を深めるため、地域に
密着している子育て支援センターや子育てサロン、児
童センターの活動の場が期待されています。

北区子育て応援フェア

北区ウォーキングイベント

北区民まつり 北区パフォーマンス隊

-414-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 土木緊急修繕等事業 147,440 146,082 区民が安全で安心して暮らせる生活環境を保

〔くらし応援室〕 (147,440) (146,082) 持するため、道路等の緊急修繕を実施

2 交通安全施設維持管理 18,391 39,280 道路照明灯や道路反射鏡等の交通安全施設の

事業 (18,391) (39,280) 維持管理を実施

〔くらし応援室〕

3 防犯啓発事業 1,559 1,531 関係機関と協力して「北区防犯デー」や「北

〔総務課〕 (1,559) (1,531) 区夏休み防犯フェア」を実施

（２）だれもが健幸で元気に暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

4 ウォーキング・ジョギ 832 813 区民の健康増進を図るため、ウォーキングイ

ング推進事業 (832) (813) ベントやウォーキング教室を開催

〔コミュニティ課〕

（３）子育て楽しいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

5 北区子育て応援フェア 1,200 1,200 未就園児の保護者に対し、幼稚園及び保育施

実施事業 (1,200) (1,200) 設の情報を提供するイベントを開催

〔支援課〕

道路、河川、下水道や交通安全施設の簡易な緊急修繕等を行い、身近な生活環境を保

持します。

また、住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生

かしたまちづくりを進めます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（４）ふれあい・協働のまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 区民まつり開催事業 7,589 6,928 郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深

〔コミュニティ課〕 (7,589) (6,928) めるため、北区民まつりを開催

7 文化まつり開催事業 3,337 3,299 区民の日頃の文化活動の発表の場を設けると

〔コミュニティ課〕 (3,337) (3,299) ともに、地域の連帯をより一層深めるため、

北区文化まつりを開催

8 区民意見交換会開催・ 2,013 4,547 （仮称）北区区民意見交換会の開催や市民活

市民活動支援事業 (2,013) (4,547) 動ネットワーク登録団体の活動支援

〔コミュニティ課〕

9 スポーツのまちづくり 1,099 1,082 子どもたちの健全育成や交流の促進を図るた

推進事業 (1,099) (1,082) め、大宮アルディージャと連携し、少年少女

〔コミュニティ課〕 サッカー教室及び親子サッカー教室を開催、

また、女子プロ野球チーム埼玉アストライア

と連携し、野球教室を開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

コミュニティ
課

区民会議運営・市民活
動支援事業の見直し

北区区民会議を見直し、新たに（仮称）北区区民意見交
換会を開催するとともに、まちづくり事業補助金の申請
事業数の見込みを見直すことにより、予算額を縮小す
る。

△ 2,534
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 8,786 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 18,025 ４ 4,981

２ 1,573

３ 17,555

　プラザノース内にあるさいたま地方法務局証明書交付
窓口において、登記事項証明書等を取得する市民の利便
性向上を図るため、収入印紙の売りさばきを行います。

区役所の事務経費

　職員の研修旅費や消耗品費等の区役所運営に係る事務
経費を支出します。

収入印紙の売りさばき経費

区役所庁舎等維持管理事業

　区の行政の拠点である北区役所庁舎等の適切な維持管
理を行います。

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所各課執務室再配置

前年度予算額 36,397

増減 5,737 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 388

　窓口サービスの向上を目指し、区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を
行います。

諸収入 17,764

一般財源 23,659

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 323

事務事業名 北区役所管理事業（総務課） 予算額 42,134

区役所総合案内事業

　来庁者に対し担当窓口を的確・迅速・丁寧に案内する
と共に婚姻・出生・住宅を新築された市民の方に記念樹
を交付するほか、情報公開コーナーで、行政資料等の整
理、閲覧、貸出し及び有償又は無償の頒布を行います。

前年度予算額 6,540

増減 2,246 

局/部/課 北区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 8,786

事務事業名 北区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 8,786

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

北区役所総合案内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 147,440 ４ 2,299

２ 18,391 ５ 648

３ 2,125

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 257 [参考]

２ 1,559

３ 7

　大盆栽まつりの市民盆栽展及び大宮日進七夕まつりの
装飾コンクールにおいて、北区長賞としてそれぞれ表彰
盾を贈呈します。

防犯啓発事業

　自主的に防犯活動を行う区民の輪を広げるため、7月1
日を「北区防犯デー」と定め、防犯講演会及び区内一斉
防犯パトロールを実施します。また、夏休み期間の特定
の日に「北区夏休み防犯フェア」を開催します。

北区文化資源表彰事業

区長マニフェスト策定事業

　北区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、区
長マニフェストを策定し、また、区長マニフェスト評価
書を作成します。

前年度予算額 1,786

増減 37 

1,823

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 北区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,823

　道路照明灯・道路反射鏡・路面表示の修繕を行いま
す。

　日進駅南口・北口、宮原駅東口・西口、土呂駅東口公
衆便所の破損、故障等の緊急的な修繕を行います。

衛生害虫駆除事業

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を保持する
ため、道路等の緊急的な修繕を行います。

　交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に
注意を促す看板の設置等を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 189,386

増減 △ 18,483 

170,903

＜事業の目的・内容＞

　身近な生活環境を保持するため、道路の緊急修繕や道路照明灯・道路反射鏡等
の交通安全施設の修繕、衛生害虫駆除等を行います。

局/部/課 北区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 北区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 170,903

北区防犯デー

(区内一斉パトロール)
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 7,589 ４ 3,337

２ 832 ５ 1,099

３ 2,013 ６ 2,126

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 1,200 [参考]北区子育て応援フェア実施事業

　保育施設等の情報の発信や子育て支援団体による遊び
などを内容とした「北区子育て応援フェア」を開催しま
す。

前年度予算額 1,200

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　幼稚園及び保育施設の紹介をとおして「子育てが楽しいまち」のイメージの醸
成を図ります。
　また、区内の子育て支援センター・児童センターの認知度を向上させます。

局/部/課 北区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 1,200

　区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するた
め、（仮称）北区区民意見交換会の開催や市民活動ネッ
トワーク登録団体の活動支援を行い、市民活動及び協働
を推進します。

　区民の参加と協働を推進し、地域や世代間交流を深め
るため、区民と区役所職員による北区パフォーマンス隊
を結成し、大宮アルディージャのホームゲーム等でよさ
こい踊りを披露します。

事務事業名 北区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 1,200

ウォーキング・ジョギング推進事業 スポーツのまちづくり推進事業

　区民の健康増進を図るため、だれもが手軽に取り組む
ことができるウォーキングの普及を目的としたウォーキ
ングイベントやウォーキング教室を開催します。

　子どもたちの健全育成や交流の促進を図るため、大宮
アルディージャと連携し、少年少女サッカー教室及び親
子サッカー教室を開催します。また、女子プロ野球チー
ム埼玉アストライアと連携し、野球教室を開催します。

区民意見交換会開催・市民活動支援事業 区民との協働その他

区民まつり開催事業 文化まつり開催事業

　郷土意識を醸成し、地域の連帯をより一層深めるた
め、北区民まつりを開催します。

　区民の日頃の文化活動の発表の場を設けるとともに、
地域の連帯をより一層深めるため、北区文化まつりを開
催します。

前年度予算額 18,417

増減 △ 1,421 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働による北区の個性を生
かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 北区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 16,996

事務事業名 北区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 16,996

北区子育て応援フェア
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大宮区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・
○○○・・・

大宮区は、東日本の玄関口、「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」とし

て、まちのにぎわい、そして憩いの空間である氷川の杜の緑や見沼田圃の自然、

鉄道博物館、大宮アルディージャなどの多彩な地域資源を活用しながら人と人と

の交流を深め、活力あるまちづくりを進めています。

区の将来像である「うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調

和するまち」の実現を目指すため、区の特長や地域資源を最大限活用した区独自

の魅力あるまちづくり、地域ニーズに即した安全・安心なまちづくりの推進が求

められています。

（２）地域資源を活用したまちづくり

地域の活性化を図り、区独自の魅力あるまちづくりを推進するため、氷川の

杜、大宮二十景、鉄道博物館等の地域資源を活用することが求められています。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピック等に向け、国内外から多くの

来訪者が訪れるため、おもてなしの心で迎えることが求められています。

そのためには、区民が交流を深める事業、地域の特性や区民のニーズに即した

事業の実施を進めていくことが必要です。

（１）安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくりを推進するため、地域の方々や関係団体と連携しなが

ら区民一人一人の防災・防犯・交通安全に対する意識の向上を図るとともに、区

民が快適で安全・安心に暮らせる生活環境の整備が求められています。

そのためには、各種啓発事業や講演会の実施、道路照明灯やカーブミラーの整

備・修繕、道路の緊急修繕等、区民の要望に即時に対応することが必要です。

土木緊急修繕の様子 ツーロックキャンペーンの様子

鉄道のまち「大宮」ナイトミュージアム

さいたま市民意識調査

○住みやすさ [平成28年度] [平成29年度]
大宮区 84.2％ 88.7％
さいたま市全体 83.2％ 83.4％
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大宮区民ふれあいフェアの様子

（４）協働によるまちづくり
区民との協働によるまちづくりを推進するため、幅広い区民の意見の聴取を行

い、地域が抱えている課題やニーズを的確に把握し、施策に反映させることが求
められています。
また、ボランティア団体や地元企業との協働による環境美化、花や緑の植栽等

の活動を通して、来訪者へのおもてなし機運の醸成が求められています。
そのためには、区民が自主的、主体的に取り組む地域のまちづくりを行政とし

て支援することが必要です。

（３）健康でいきいき元気なまちづくり
子どもの社会参画を推進するため、地域の大人が子どもに関わっていく大切さ

を認識し、地域全体で継続して見守っていくことが求められています。
そのためには、子どもたちのまちづくりへの参画意識を醸成する取組のほか、

地域みんなが健康でいきいき元気に暮らせるよう、世代間の交流を広めていくこ
とが必要です。

ミニ大宮の様子

駅前の花と緑のある空間

大宮駅周辺環境美化活動
写真提供：大宮アルディージャ

写真提供：大宮アルディージャ
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 交通安全施設維持管理 22,094 35,943 道路照明灯などの防犯施設やカーブミラーな

事業 (22,094) (35,943) どの交通安全施設の適切な維持管理を実施

〔くらし応援室〕

2 土木緊急修繕事業 79,459 79,457 生活環境の維持に柔軟かつ迅速に対応するた

〔くらし応援室〕 (79,459) (79,457) め、道路緊急修繕等を実施

3 防犯啓発事業 3,109 2,979 防犯意識の向上と犯罪認知件数の減少のため､

〔総務課〕 (3,109) (2,979) 安全・安心のつどい、自転車盗難防止キャン

ペーン、振り込め詐欺被害防止事業等を実施

（２）地域資源を活用したまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

4 大宮区サイン整備事業 330 947 既存公共サインの管理・更新を実施

〔地域商工室〕 (0) (0)

5 大宮魅力発見散策事業 417 505 大宮区散策マップを増刷するとともに、魅力

〔コミュニティ課〕 (417) (505) 発見ツアーを実施

6 ふるさとづくり事業 7,359 6,169 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

（大宮魅力発見散策 (5,474) (5,499) 成のため、地域資源を活用した各種イベント

事業を除く） を実施

〔コミュニティ課〕

大宮区は、東日本の玄関口、「ヒト、モノ、情報が行き交う対流拠点」として、まちのに
ぎわいを創出し、暮らしやすい生活環境づくりを目指すとともに、区の将来像である「うる
おいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち」の実現を目指し、次の4
つの「まちづくり」を推進してまいります。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）健康でいきいき元気なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

7 総振子どもの社会参画推進 533 533 地域の将来を担う子ども達の社会参画を推進

事業 (533) (533) するため、子どもがつくるまち「ミニ大宮」

〔支援課〕 を大宮ソニックシティで開催

（４）協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

8 安全なまちづくり推進 539 533 環境美化意識の向上を図り、ごみのないきれ

事業 (539) (533) いなまちづくりを推進するため、大宮駅周辺

〔くらし応援室〕 の清掃活動を実施

9 花と緑のまちづくり 577 550 区内の主な駅（大宮駅・北大宮駅・大宮公園

推進事業 (577) (550) 駅）の駅前に花や緑を植栽

〔コミュニティ課〕

10 区民ふれあい推進事業 7,851 7,768 大宮区の郷土づくりとコミュニティ意識の醸

〔コミュニティ課〕 (7,851) (7,768) 成のため、地域主体、区民参加型の区民ふれ

あいフェアを実施

11 大宮区意見交換会運営 2,261 5,406 区の事業や諸課題について協議する（仮称）

・市民活動支援業務 (2,261) (5,406) 大宮区意見交換会を開催

〔コミュニティ課〕 区の魅力あるまちづくりを推進する市民活動

団体を支援

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

くらし応援室
コピー機プリント使用
料の見直し

実績を踏まえ、コピー機プリント使用料を削減する。 △ 82

コミュニティ
課

区民会議運営・市民活
動支援事業の見直し

大宮区区民会議を見直し、新たに（仮称）大宮区意見交
換会を開催するとともに、まちづくり事業補助金の申請
事業数の見込みを見直すことにより、予算額を縮小す
る。

△ 3,213
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 13,384

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 126,114

２ 2,244

３ 396

　財政局税務部市民税課特別徴収係が平成31年8月から大
宮区役所新庁舎へ移転するため、平成31年8月～12月の市
民税課特別徴収係に係る光熱水費及び電話回線費用とし
て、市民税課から移管されました。

区役所の事務経費

　区役所を管理運営するための経費を支出します。

市民税課からの移管

区役所庁舎等の維持管理 ［参考］

　施設の保守管理や修繕等により、区役所庁舎等を適切
に管理するとともに、来庁者及び職員に安全で快適な区
役所環境を提供します。

前年度予算額 159,028

増減 △ 30,274 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 426

　大宮区行政の拠点である大宮区役所庁舎等を適切に維持・管理し、来庁者の安
全を確保するとともに、市民生活に密着した各種サービスを提供します。

諸収入 189

一般財源 128,069

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/ 5項 区政振興費/１目 区政総務費　 使用料及び手数料 70

大宮区役所総合案内

事務事業名 大宮区役所管理事業(総務課) 予算額 128,754

（1）来庁者の用件・問合せに関する区役所及び本庁関係
各課等への案内を行います。
（2）区民課窓口申請書類等の記載方法・申請手順に係る
案内を行います。
（3）情報公開コーナーにおける行政資料の整理、閲覧及
び貸出しや、行政資料等の有償又は無償の頒布を行いま
す。
（4）有償行政資料等の売上金に関する管理業務等を行い
ます。

区役所総合案内事業 ［参考］

前年度予算額 12,755

増減 629 

局/部/課 大宮区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 13,384

事務事業名 大宮区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 13,384

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

大宮区役所庁舎
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 79,459 ４ 1,924

２ 22,094 ５ 1,156

３ 2,220 ６ 539

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 285

２ 3,109防犯啓発事業

区長マニフェスト策定事業 ［参考］

　平成31年度区長マニフェスト及び平成30年度区長マニ
フェスト評価書を作成し、大宮区が取り組むまちづくり
について周知を行います。

　防犯意識の向上を図るため、大宮区安全なまちづくり
協議会等と連携し、「安全・安心のつどい」「繁華街環
境浄化パトロール」「街頭犯罪防止キャンペーン」「振
り込め詐欺被害防止啓発事業」等を実施します。

前年度予算額 3,267

増減 127 

3,394

＜事業の目的・内容＞

　区民との連携を図り、大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 3,394

　道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕を行いま
す。

　区内の公衆トイレの修繕等を行います。

衛生害虫駆除事業 安全なまちづくり推進事業

　ハチの巣の駆除を行います。 　大宮アルディージャ、民間企業等との協働により清掃
活動を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　道路の緊急的な修繕を行います。 　交通安全啓発用等消耗品費、交通安全啓発用印刷製本
費、旅費、コピー機使用料及び賃借料を執行します。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

　大宮区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、官民協働による環境美化
活動を行います。
　また、安全・安心な生活環境の維持・整備のため、道路等の緊急修繕、道路照
明灯・道路反射鏡等の交通安全施設の修繕、衛生害虫の駆除相談、公衆便所の維
持管理などを行います。

局/部/課 大宮区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 107,392

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 120,897

増減 △ 13,505 

107,392

＜事業の目的・内容＞

安全・安心のつどい
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 23款

＜主な事業＞

１ 330

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 7,851 ４ 7,359

２ 417 ５ 577

３ 2,261

　区政に対する区民の意見を聞く（仮称）大宮区意見交
換会の運営を行うとともに、区内におけるコミュニティ
の活性化や魅力あるまちづくりを進めるため、市民活動
ネットワークへの支援を行います。

大宮魅力発見散策事業 花と緑のまちづくり推進事業

　区の魅力を紹介するため、区内4コースの構成により作
成したマップに基づき散策会を開催し、新たな魅力を発
見してもらうことにより、区への愛着心を醸成させると
ともに区民の健康づくりを促進します。

　区民の心のふれあいや連帯感の高揚、来訪者へのおも
てなしの機運を醸成するため、区民、ボランティア団体
等との協働により、区内の駅周辺4か所の花壇を花や緑で
いっぱいにします。

大宮区意見交換会運営・市民活動支援業務

区民ふれあい推進事業 ふるさとづくり事業（大宮魅力発見散策事業を除く）

　区民間の交流や地域の特徴、文化を知る機会を創出
し、ふるさと意識の醸成やコミュニティづくりを促進す
るため、地域主体・区民参加型の「区民ふれあいフェ
ア」を開催します。

　区の地域資源を活用し、郷土意識やコミュニティの醸
成を図るため、鉄道のまち、サッカーのまち、大宮二十
景等の啓発やイベントを実施します。また、市報さいた
ま大宮区版の編集を行います。

前年度予算額 20,398

増減 △ 1,933 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,811

　区の個性を生かしたまちづくりを推進するため、（仮称）大宮区意見交換会の
運営・支援等や区民まつり等の区の独自事業、区広報誌の編集等を行います。
　また、区内におけるコミュニティの活性化や魅力あるまちづくりを進めるた
め、市民活動ネットワーク等への支援を行います。

一般財源 16,580

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 財産収入 74

　公共サイン(大宮駅西口）

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 18,465

大宮区サイン整備事業 ［参考］

　市公共サインガイドラインに基づく「わかりやすいお
もてなしのあるまち」の実現に向けたサイン整備を行う
ために、既存の公共サインの適正な管理・更新を行いま
す。

前年度予算額 947

増減 △ 617 

＜事業の目的・内容＞

　市民及び来訪者の利便性向上を図るため、市公共サインガイドラインに基づき
設置した歩行者系公共サインの整備、維持管理を行います。

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/地域商工室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 諸収入 330

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 330
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 533

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業（支援課）
局/部/課

前年度予算額 533

一般財源 533

「ミニ大宮」の様子

予算額 533
大宮区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費

＜事業の目的・内容＞

　遊びをとおして、体力、運動能力、学力、判断力、コミュニケーション力など
「子どもに必要な力」を磨くことで、子どもの自己肯定感を育て、まちづくりへ
の参画意識を醸成します。

増減 0 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2107（一部）

ミニ大宮の開催 ［参考］

　子どもが社会の仕組みを学べる場を提供するため、ミ
ニ大宮を開催します。
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見沼区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

見沼区は、見沼田圃をはじめとした豊かな水と緑に恵まれた自然環境と、計画

的に形成された都市的な生活環境とが共存しています。この豊かな自然や様々な

地域資源を有効に活用して、区民が健康でいきいき暮らせるふれあいのあるまち

づくりを進めるとともに、生活しやすく、安全で安心なまちづくりを実現する必

要があります。

（２）「健幸」でいきいき暮らせるまちづくり

心身ともに健康に暮らすためには、運動習慣

を身に付けることが大切です。

区の地域資源を活用したウォーキング等の健

康増進を図る取組や、健康体操を通して、高齢

者の加齢に伴う身体機能の低下防止や社会参加

を促進する取組など、「健幸」づくりの推進が

求められています。

取組分野

　安全・生活環境に関する取組 39%
　健康・福祉に関する取組 35%
　自然・環境に関する取組 13%
　地域交流に関する取組 7%
　歴史・文化・伝統に関する取組 6%

重点的に取り組んでほしい分野（平成29年度区長マニフェストアンケート結果より）

要望割合

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくり

区民の身近な生活基盤となる道路や、道路反射鏡等の交通安全施設の修繕など

を迅速かつ確実に実施することが求められています。

土木緊急修繕

親子でトライ!!らんらん♪ランニング

道路反射鏡修繕
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（３）防災・防犯のまちづくり

各地で風水害等の自然災害が発生しており、有事の際を想定し、避難所にお

ける良好な生活環境の確保に向けた取組が求められています。

また、犯罪認知件数は減少傾向にありますが、依然として様々な犯罪被害が

発生している状況であり、防犯に関する積極的な取組が必要です。

（４）区の特色を生かしたふれあいのあるまちづくり

区内には、豊かな自然と共に伝統的な文化が地域に息づいています。地域資源

を活用し、区の特色や魅力を区内外にＰＲするとともに、様々な年代の方が地域

との関わりを持ち、地域への理解や愛着を深める取組が必要です。

また、区民と行政の協働による、地域の方々の交流や連帯を高め、コミュニ

ティの醸成を図るための取組が求められています。

見沼区ふれあいフェア

防災講演会

見沼区オープンガーデン

見沼区内の刑法犯認知件数（平成２９年）
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）生活しやすい安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 拡大 土木緊急修繕等事業 150,105 148,609 道路の小規模緊急修繕工事等を実施

〔くらし応援室〕 (150,105) (148,609)

（２）「健幸」でいきいき暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

2 新規 ご近所で健康づくり！ 740 0 身近な地域の自治会館などで様々な年代の方

出前講座事業 (740) (0) を対象に、「いきいき百歳体操」の体験をは

〔高齢介護課〕 じめとした出前教室を実施するとともに、参

加者が継続的に運動ができるよう自主グルー

プの立ち上げを支援

3 ふれあいＣａｆｅみぬ 204 200 子育て中の区民がふれあい、楽しく食事しな

ま事業 (182) (160) がら地域の農産物や家族の食生活などを再確

〔総務課〕 認する機会となる食事提供事業を区役所3階

の食堂を活用して実施

4 見沼区ウォーキング事 196 92 豊かな自然や歴史・文化などの地域資源に触

業 (196) (92) れることで区への愛着を深め、楽しみながら

〔コミュニティ課〕 歩くことで、健康増進を図るウォーキングイ

ベントを開催

5 親子でトライ！！らん 440 432 生活習慣病予防のため、若い世代から運動習

らん♪ランニング事業 (440) (432) 慣が身に付くよう、体組成測定を取り入れた

〔保健センター〕 親子で参加するランニング教室を開催

見沼の豊かな自然をまもり、心のふれあいを大切にしながら、生活しやすく、安全・安心
で健康に暮らせるまちづくりのための各種取組を推進します。
安全・安心なまちづくりを推進するため、道路の緊急修繕や交通安全施設の維持管理を実

施します。
また、地域の方々と連携しながら、地域資源を活用して健康でいきいき暮らせるふれあい

のあるまちづくりを推進するとともに、防災や防犯に関する啓発活動を実施します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）防災・防犯のまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 防犯啓発活動事業 464 547 防犯の意識啓発や知識習得のため、防犯講演

〔総務課〕 (464) (547) 会や自治会・地域防犯団体との協働による地

域防犯活動を実施

7 防災啓発活動事業 688 499 地域防災力の向上のため、防災講演会を実施

〔総務課〕 (688) (499) するとともに、避難所活動を支援

（４）区の特色を生かしたふれあいのあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

8 見沼区ふれあいフェア 6,499 6,299 世代や地域を超えて区民がふれあい、交流す

〔コミュニティ課〕 (6,499) (6,299) る場となる区民まつりを開催

9 見沼区みんなのひろば 775 3,503 区の施策を充実させるため、区民から意見を

・市民活動支援事業 (775) (3,503) 集める（仮称）見沼区みんなのひろばの開催

〔コミュニティ課〕 及び市民活動ネットワーク登録団体の支援

10 見沼区少年少女サッ 585 575 児童たちに地域への愛着を持たせるとともに、

カー教室事業 (585) (575) スポーツを通した参加者間の交流促進を図る

〔コミュニティ課〕 ため、サッカー教室を開催

11 拡大 見沼区オープンガーデ 660 525 季節の花で彩られた庭園等を紹介するととも

ン事業 (660) (525) に、公募による写真展を開催

〔コミュニティ課〕

12 見沼区花と緑のまちづ 546 597 区民との協働による花と緑のまちづくりを実

くり推進事業 (546) (597) 施

〔コミュニティ課〕

13 見沼区文化まつり 3,082 2,838 文化活動を通じた区民の交流を促進するため､

〔コミュニティ課〕 (3,082) (2,838) 芸能発表や作品展示の場となる見沼区文化ま

つりを開催

14 拡大 区のＰＲ事業 1,861 239 見沼区の自然や文化・催しなど、区の魅力を

〔コミュニティ課〕 (1,702) (239) 伝えるため、ＰＲ動画やガイド冊子を作成

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
見沼区管理事業におけ
る委託費の縮小

清掃業務、設備管理業務等において、過去の実績を踏ま
え予算額を縮小する。

△ 2,868

コミュニティ
課

区民会議運営・市民活
動支援事業の見直し

見沼区区民会議を見直し、新たな広聴機能として（仮
称）見沼区みんなのひろば事業を実施するとともに、見
沼区市民活動ネットワーク事業補助金の見込みを見直
し、予算を縮小する。

△ 2,983
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 10,166 ［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 86,985 ［参考］

２ 377

３ 5,746

区役所の事務経費

　一般事務消耗品の購入など、区役所の運営に必要な事
務経費を支出します。

見沼区役所管理事業

　見沼区役所庁舎の適切な維持管理等を行います。

区役所各課執務室再配置

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

前年度予算額 86,509

増減 6,599 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,751

　区行政の拠点である区役所庁舎の適切な維持管理等を行います。 諸収入 840

一般財源 90,276

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 241

事務事業名 見沼区役所管理事業（総務課） 予算額 93,108

見沼区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する区役所各課（室）への
窓口案内、記載方法等の案内を行います。また、情報公
開コーナーにおける行政資料の整理、閲覧及び貸出しや
行政資料等の有償、無償の頒布を行います。

前年度予算額 6,701

増減 3,465 

局/部/課 見沼区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 10,166

事務事業名 見沼区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 10,166

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

見沼区役所総合案内

見沼区役所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 150,105 ４ 1,267

２ 29,091 ５ 177

３ 4,876

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 23款

-

＜主な事業＞

１ 622 ４ 204

２ 464 ［参考］

３ 688

　地域防災力の向上のため、防災講演会を開催するとと
もに、防災に関する啓発活動を実施します。
　また、避難生活がより快適になるよう必要な資機材を
配備し、避難所運営を支援します。

防犯啓発活動事業

　防犯に関する意識啓発や知識習得のため、防犯講演会
を開催します。
　また、自治会をはじめとした地域防犯団体と協働し、
区内各地区で防犯啓発活動を実施します。

防災啓発活動事業

区長マニフェスト策定事業 ふれあいＣａｆｅみぬま事業

　区政の運営方針や区の主な取組などを公表する、平成
31年度区長マニフェストを策定します。また、区民アン
ケートを実施し、平成30年度区長マニフェスト評価書を
作成します。

　子育て中の区民が、ふれあいながら楽しく食事する機
会を提供するふれあいＣａｆｅみぬまを区役所3階の食堂
を活用して実施します。

前年度予算額 1,843

増減 135 

22

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,956

　災害に強いまちづくり、犯罪の少ないまちづくりを区民との協働により推進し
ます。

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 諸収入

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,978

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯、道路反
射鏡、路面表示の修繕、啓発看板の設置及び修繕を行い
ます。

　東大宮駅公衆便所の緊急修繕等の維持管理を行いま
す。

衛生害虫駆除事業

　安全な生活環境を保つため、区民に危害を及ぼすハチ
の巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　安全・安心なまちづくりのため、生活に身近な道路の
破損箇所の緊急修繕等を行います。

　交通事故減少のため、地元警察署、交通指導員等地域
住民と連携して駅前などで交通安全啓発活動を行いま
す。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 201,699

増減 △ 16,183 

185,516

＜事業の目的・内容＞

　区民の満足度アップを図るため、生活に身近な道路の緊急修繕、道路照明灯、
道路反射鏡や路面表示等の交通安全施設の修繕などを行います。

局/部/課 見沼区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 185,516

協働による防犯啓発活動
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 19款

-

＜主な事業＞

１ 6,499 ４ 585

２ 196 ５ 3,082

３ 775 ６ 3,361

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 740ご近所で健康づくり！出前講座事業

　身近な地域の自治会館などで様々な年代の方を対象
に、「いきいき百歳体操」の体験をはじめとした出前教
室を実施するとともに、参加者が継続的に運動ができる
よう自主グループの立ち上げを支援します。

前年度予算額 0

増減 皆増 

＜事業の目的・内容＞

　身近な地域の自治会館などで様々な年代の方を対象に、「いきいき百歳体操」
の体験をはじめとした出前教室を実施するとともに、参加者が継続的に運動がで
きるよう自主グループの立ち上げを支援します。

局/部/課 見沼区役所/健康福祉部/高齢介護課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 740

　区の魅力を高め、区の施策をより充実させるため、区
民から意見を集める（仮称）見沼区みんなのひろばを開
催します。また、市民活動の活性化と協働を推進するた
め、市民活動ネットワーク登録団体の支援を行います。

　区民との協働による花と緑のまちづくりのほか、地域
のコミュニティづくりを図る見沼区オープンガーデンを
実施します。また、豊かな自然など区の魅力を伝える動
画や冊子を作成するなど、区のＰＲ事業を実施します。

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 740

見沼区ウォーキング事業 見沼区文化まつり

　豊かな自然や歴史・文化などをウォーキングしながら
見学することで地域資源を再発見し、人々との交流を深
めながら、心身のリフレッシュが図れるようなウォーキ
ングイベントを開催します。

　文化活動の発表の場を通じて、区民意識の醸成及び地
域住民の連帯を図るため、見沼区文化まつりを開催しま
す。

見沼区みんなのひろば・市民活動支援事業 見沼区花と緑のまちづくり推進事業その他

見沼区ふれあいフェア 見沼区少年少女サッカー教室事業

　区民意識の醸成と地域住民の連帯を図るため、世代や
地域を超えて区民がふれあい、交流する場となる見沼区
ふれあいフェアを開催します。

　児童たちに地域への愛着を持たせるとともに、スポー
ツを通じた参加者間の交流促進を図るため、大宮アル
ディージャと連携してサッカー教室を開催します。

前年度予算額 14,833

増減 △ 335 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 14,339

 　区民との協働を進め、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 財産収入 159

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 14,498
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 440 ［参考］親子でトライ！！らんらん♪ランニング事業

　子育て中の働く世代の方が運動習慣を身に付けるきっ
かけづくりとなるよう、健康管理の重要性を認識しても
らうための体組成測定を取り入れた、親子で参加するラ
ンニング教室を開催します。

前年度予算額 432

増減 8 

＜事業の目的・内容＞

　生活習慣病予防のため、若い世代から運動習慣が身に付くよう、ウォーキング
コースを活用したランニング教室を開催します。

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 440
局/部/課 見沼区役所/健康福祉部/保健センター

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 440

親子でトライ！！らんらん♪ランニング
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中央区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）区民との協働によるまちづくり

より魅力あるまちづくりを実現するため、

地域が抱えている課題やニーズを的確にとら

え、これらの解決に地域全体で取り組むこと

が必要です。

また、区民相互の連帯感を高めるとともに

区への愛着・郷土意識を醸成するため、区

民・団体及び行政が協働し、大人から子ども

まで幅広い世代の人々がふれあう機会を創出

していくことが求められます。
中央区区民まつりの様子

（２）交流（ふれあい）が育む「健幸」なまち

づくり

健康・福祉は区民からの関心が特に高い分野

です。区民の健康増進を図るため、地域資源を

生かし、楽しんで健康づくりを行いながら、区

内の魅力を発見する機会を創出していくことが

求められています。

また、中央区は比較的高齢者数が少ない区で

はありますが、他区と同様に高齢者人口の増加

が見込まれています。高齢者が住み慣れた地域

でいつまでも元気で自分らしく暮らすため、栄

養や運動、認知症等に対する理解が深まるよう

周知・啓発を図っていくことが求められます。
ふるさとウォーキングの様子

中央区は、合併以前より地域性を生かした一体的なまちづくりが行われてきたことか

ら、地域コミュニティのつながりが深いことが特徴です。また、古くから引き継がれた

歴史的な街並みとさいたま新都心地区を中心とした近代的な景観や機能が共存している

まちです。

今後も、「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」と

いう区の将来像のもと、中央区をさらに魅力的なまちにするため、区民と行政との協働

により、文化・芸術といった地域資源を生かしたにぎわいづくりや住民の交流を深め、

心豊かなまちづくりを進めることが必要です。また、区民ニーズの高い健康・福祉や安

全・生活環境に関する取り組みなどの充実を図ることで、安全・安心で住んでよかった

と思えるまちづくりを推進することが求められています。
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（３）安全・安心なまちづくり

区民のニーズに迅速かつ柔軟に対応し、区民満

足度の向上を図るため、道路パトロール、道路等

の修繕、道路照明灯・道路反射鏡等の維持管理な

どを行うことで、快適なまちづくりを推進するこ

とが必要です。

また、区民の防犯・防災に対する意識の向上の

ため、講演会等を通じた知識の普及や地域住民及

び関係団体との連携を深めることが必要です。

さらに、障害のある方も安心して暮らせるまちづくりを推進するため、障害福

祉サービス事業所等とのネットワークを構築し、情報交換や専門性の高い研修会

を通じて質の高いサービスが提供されるよう取り組むことが必要です。

（４）にぎわいのあるまちづくり

中央区では、ＪＲ与野本町駅から彩の国さいたま

芸術劇場までの道を「アートストリートエリア」と

位置付けています。地域資源を生かし、文化・芸術

が息づくまちづくりを推進するため、アートスト

リートエリア内に区の花「バラ」と芸術劇場をデザ

イン化したバナーや、芸術劇場出演者の手形レリー

フを設置します。また、「芸術のまち」としてのイ

メージアップを図るために、芸術劇場と地域が連携

したまちづくり事業を推進するなど、区への愛着を

育むとともに区内外に区の特色や魅力をＰＲするこ

とが必要です。

交通安全施設維持管理事業

（５）区民に親しまれる明るい区役所づくり

区役所への来庁者に対して、親切かつ丁寧な

案内をするとともに、区民が区役所を身近に感

じられるよう、区内の地域資源等を生かした明

るい区役所づくりに取り組むことが必要です。

手形レリーフ設置の様子

婚姻届出記念写真サービスの様子

（６）保健センターの移転による利用者の利便性向上

現在、区役所と保健センターは離れた場所にあり、両方を利用する方は庁舎間

を移動しなくてはならず負担となっているため、区役所別館に保健センターを移

転することで、区民の利便性向上と区役所機能の集約を図っていくことが必要で

す。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民との協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 区民まつり事業 9,700 9,700 区民や各団体の交流を通じてコミュニティの

〔コミュニティ課〕 (9,700) (9,700) 輪を広げるため、区民まつりを開催

2 区政に関する広聴・市 901 2,247 区民から区政等に関する様々な意見等を聴取

民活動支援事業 (901) (2,247) するために、出前講座や意見交換会を開催

〔コミュニティ課〕 また、区内の各種団体の活動を支援

3 拡大 花ｄｅ植花夢（ウェル 1,009 980 花で彩る豊かなまちを実現するために、区内

カム）まちづくり事業 (1,009) (980) 保育園の植栽箇所を更に増やし、区民・団体

〔コミュニティ課〕 等との協働により花苗の植栽等を実施

4 コミュニティ協議会事 2,215 2,215 地域の諸問題の解決に向けて、行政と協働で

業 (2,215) (2,215) 活動している中央区コミュニティ協議会の事

〔コミュニティ課〕 業を支援

（２）交流(ふれあい)が育む「健幸」なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

5 ふるさとウォーキング 302 366 区民の健康と区内の魅力発見に役立てるため

事業 (302) (366) ウォーキングコースの周知を図りウォーキン

〔コミュニティ課〕 グイベントを開催

6 高齢者向け講座開催事 72 51 体組成計による測定会、栄養についての講演

業 (72) (51) 会や簡単にできる運動の体験会を実施する講

〔高齢介護課〕 座を開催

区の将来像「調和のとれた都市文化の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」の実現

に向け、引き続き区民と行政との協働を図るとともに、文化・芸術といった地域資源を生かした

にぎわいのある心豊かなまちづくりを推進します。

また、区民のニーズを的確にとらえ、健康・福祉や安全・生活環境に関する取組などの充実を

図り、安全・安心で住んでよかったと思えるまちづくりを推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

7 土木緊急修繕等事業 80,778 81,534 区民の安全・安心を確保するため、道路等の

〔くらし応援室〕 (80,778) (81,534) 修繕を実施

8 交通安全施設維持管理 20,511 31,649 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため

事業 (20,511) (31,649) 道路照明灯、道路反射鏡等の維持管理を実施

〔くらし応援室〕

9 防犯啓発事業 1,265 1,300 安心して暮らせるまちづくりのため、中央区

〔総務課〕 (1,265) (1,300) 防犯協議会の活動を支援し、防犯啓発活動や

講演会を実施

10 拡大 地域防災力向上事業 677 414 災害に対する意識の向上と区内の防災力強化

〔総務課〕 (677) (414) のため、自主防災組織を対象とした講演会等

を実施するとともに、防災リーダーに対する

スキルアップ講座も併せて開催

11 中央区みんなで支える 43 43 障害のある方が中央区で安心して暮らせるよ

ネットワーク事業 (43) (43) う、障害福祉サービスを提供する事業所の連

〔支援課〕 携、支援の専門性を高めるためのネットワー

ク会議を実施

（４）にぎわいのあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

12 拡大 アートストリート事業 3,898 3,165 与野本町駅前公園内のバナーの維持管理を実

総振 〔コミュニティ課〕 (3,898) (3,165) 施するとともに、たつみ通り沿いに、彩の国

成長 さいたま芸術劇場出演者の手形レリーフを設

置し、配電用地上機器へのラッピングを実施

13 新規 芸術劇場と地域が連携 638 0 芸術のまちとしてのイメージアップを図るた

総振 したまちづくり事業 (638) (0) めに、芸術劇場と地域・学校と連携してアー

成長 〔コミュニティ課〕 トフェスティバルを開催

14 総振 バラのまち中央区アー 3,500 3,500 区内に点在する地域文化・アートを結び、文

成長 トフェスタ事業 (3,500) (3,500) 化・芸術のまちづくりを推進するための様々

〔コミュニティ課〕 なアートイベントを支援

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

15 区の花バラの写真コン 138 149 区内で撮影されたバラの写真を、部門別に公

クール事業 (138) (149) 募し表彰を行うとともに、区役所ロビーで展

〔コミュニティ課〕 示

16 バラの手入れ講習会事 213 210 区の花「バラ」を広く周知し、バラを育てる

業 (213) (210) ことのできる人材を育成するために講習会を

〔コミュニティ課〕 開催

（５）区民に親しまれる明るい区役所づくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

17 区民ギャラリー事業 197 194 区民が足を運びやすい、明るい雰囲気をつく

〔総務課〕 (197) (194) るため、区役所のロビーと食堂棟を利用し、

区内の地域資源等を生かした絵画・写真展を

実施

18 明るい区役所づくり推 230 536 区民満足度向上と明るい区役所づくりのため

進事業 (230) (148) 婚姻届出記念写真サービスを実施

〔総務課〕

（６）保健センターを区役所別館に移転し、利用者の利便性向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

19 中央区役所保健セン 48,358 4,090 区民の利便性向上を目的とし、中央区役所保

ター移転事業 (48,358) (4,090) 健センターを区役所別館に集約するため、執

〔総務課〕 務室改修工事・移転を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

くらし応援室
業務連絡用携帯電話に
係る通信運搬費の見直
し

過去の実績を踏まえ、予算額を縮小する。 △ 12

総務課
防犯啓発事業に係る通
信運搬費の見直し

防犯講演会における関係団体との連絡手段を往復はがき
から電話やFAXにすることで、予算額を縮小する。

△ 11

コミュニティ
課

中央区区民会議
区民会議を見直し、ふれあい出前講座の拡大や新たに
「意見交換会(シンポジウム)」を開催することにより、
予算額を縮小する。

△ 1,346

コミュニティ
課

ふるさとウォーキング
事業に係る消耗品費の
見直し

事業に必要な腕章の数を見直すことで、予算額を縮小す
る。

△ 36
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 7,557 ［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 334,976 ４ 8,784

２ 821

３ 48,358

局/部/課 中央区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 7,557

事務事業名 中央区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 7,557

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

前年度予算額 9,357

増減 △ 1,800 

区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せ等に関する区役所、本庁各課等
への案内を行います。また、情報公開コーナーにおける
行政資料等の整理、閲覧案内、貸出し、有償又は無償の
頒布を行います。

局/部/課 中央区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 284

区役所総合案内事業

事務事業名 中央区役所管理事業（総務課） 予算額 392,939

＜特記事項＞

　保健センター移転に係る改修工事及び空気調和設備改修工事を実施します。 前年度予算額 125,032

増減 267,907 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 777

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。 諸収入 1,052

市債 159,900

一般財源 230,926

　区民の利便性向上を目的とし、中央区役所保健セン
ターを区役所別館に集約するため、執務室改修工事・移
転を行います。

区役所の事務経費

　職員の研修旅費や区役所運営に係る消耗品等の事務経
費として支出します。

中央区役所保健センター移転事業

区役所庁舎等維持管理事業 区役所各課執務室再配置

　快適な庁舎環境づくりのため、清掃、警備、各設備の
保守・点検などを行います。また、空気調和設備改修工
事を実施します。

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 30,848 ［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 80,778 ４ 1,283

２ 20,511 ５ 4

３ 1,462

局/部/課 中央区役所/健康福祉部/保健センター

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 中央区役所管理業務（保健センター） 予算額 30,848

前年度予算額 31,729

増減 △ 881 

7

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 333

　区民の生涯にわたる健康づくりの拠点である保健センター施設の維持管理等を
行い、誰もが安全・安心に利用できるようにします。

諸収入 624

一般財源 29,884

中央区役所保健センター

施設の運営及び維持管理

　中央区役所保健センター施設の運営及び維持管理（保
守・修繕等）を行います。

局/部/課 中央区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 104,038

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 114,837

増減 △ 10,799 

104,038

＜事業の目的・内容＞

　区民満足度の向上を図るため、道路等の修繕、交通安全施設（道路照明灯、道
路反射鏡等）の維持管理などを行います。

交通安全施設維持管理事業 愛犬カード交付事業

　区民の交通事故防止及び交通の円滑化を図るため、道
路照明灯、道路反射鏡等の維持管理を行います。

　区内に住む犬の飼い主の方に、飼育マナーの向上並び
に登録及び狂犬病予防接種の推進のため、手作りカード
の交付を行います。

衛生害虫駆除事業

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　区民の安全・安心を確保するため、道路等の修繕を行
います。

　交通事故防止及び区民生活の安全を守るため、浦和西
警察署、関係団体等と啓発活動などを行います。

　区民の安全を確保するため、ハチの巣の撤去依頼に迅
速に対応し、関係機関と連携して衛生害虫駆除を行いま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 315 ４ 2,930

２ 1,265 ５ 197

３ 677 ６ 230

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 9,700 ４ 1,009

２ 302 ５ 3,898

３ 3,116 ６ 4,806

局/部/課 中央区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 5,614

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 5,614

前年度予算額 6,080

増減 △ 466 

＜事業の目的・内容＞

　地域の安全・安心を守るため、関係団体との連携を強化し、啓発事業等を実施
することで防犯意識の向上や防災力の強化を図ります。
　また、地域資源を生かした観光の推進等により魅力あるまちづくりを推進しま
す。

防犯啓発事業 区民ギャラリー事業

　安全・安心なまちづくりのため、区内の各団体から構
成されている中央区防犯協議会と連携を図り、年2回の講
演会や啓発活動を行うほか、青色防犯パトロールの週4回
実施により区民の防犯意識の向上を図ります。

　「芸術のまち中央区」を広く周知するとともに、区役
所に区民が足を運びやすい明るい雰囲気を作るため、ロ
ビーと食堂棟において区内の地域資源等を生かした絵画
展や写真展を行います。

地域防災力向上事業 明るい区役所づくり推進事業

区長マニフェスト策定事業 観光団体特別支援事業

　平成31年度区長マニフェストを作成し、区役所の取組
を発信します。また、平成30年度区長マニフェストの取
組についてアンケートを実施し、評価を行います。

　観光推進のために、区内で活動する観光団体への支援
を行います。

局/部/課 中央区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 22,831

　地域の安全・安心を守るため、区内の自主防災組織を
中心に情報交換の場を設け、講演会等を年4回実施するこ
とで、防災関係団体との連携を図るとともに、区民の災
害に対する意識向上と区内の防災力の強化を図ります。

　明るい区役所づくりと区民の満足度向上のため、区役
所に婚姻届を提出した方へ記念写真を撮影・プレゼント
するサービスの提供と撮影写真の掲示を行います。

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 22,831

前年度予算額 22,904

増減 △ 73 

＜事業の目的・内容＞

　より魅力あるまちづくりを実現するために、中央区コミュニティ協議会等と連
携を図り、区民との協働を進め、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

アートストリート事業

　区民の健康増進や区内の魅力発見、区への愛着を深め
てもらうため、ウォーキングイベントを開催し、アン
ケート調査の参加者満足度が90％以上となるよう取り組
みます。

　「芸術のまち」としてのイメージアップを図るため
に、たつみ通り(アートストリート)沿いに、彩の国さい
たま芸術劇場出演者の手形レリーフの設置や、配電用地
上機器へのラッピングを6か所行います。

区政に関する広聴・市民活動支援事業、コミュニティ協議会事業 区の花バラの写真コンクール事業その他

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 4113

区民まつり事業 花ｄｅ植花夢（ウェルカム）まちづくり事業

　「区民と行政との協働」の理念のもと、より一層の区
民相互のふれあいと連帯感及び郷土意識の醸成を深める
ために、中央区区民まつりを開催し、アンケート調査の
参加者満足度が80％以上となるよう取り組みます。

　花で彩る豊かなまちを実現するために区民・団体等と
の協働で植栽を実施します。また、区内全ての保育園で
花を育てる楽しさを体験する機会をつくるなど、花苗の
植栽等を24回以上行ないます。

　区長マニフェスト等を説明するふれあい出前講座や意
見交換会(シンポジウム)を開催し、区民からの区政等に
関する様々な意見や提案を聴取します。また、中央区コ
ミュニティ協議会など市民活動の支援を行います。

　区の花バラの普及啓発のためバラの写真コンクール等
を開催します。また、区内の地域資源を生かしたまちづ
くりを進めるため、中央区アートフェスタ実行委員会へ
の支援を行います。

ふるさとウォーキング事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 43 ［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 72 ［参考］

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 43
局/部/課 中央区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 43

＜事業の目的・内容＞

　障害福祉サービス事業所相互の情報交換を実施する連絡会及び専門家による研
修会を開催し、事業所が研鑽を積み、提供するサービスの向上を促すことによ
り、障害のある方が差別や虐待とは無縁で、自分が望む暮らしができるまちづく
りを目指します。

前年度予算額 43

増減 0 

中央区みんなで支えるネットワーク事業

　地域で起きる問題や業務上の悩みを解決するため、障
害福祉サービス事業所等のネットワークを構築し、専門
家による専門性の高い研修や、情報交換のための連絡会
を開催します。

ネットワーク連絡会議の様子

事務事業名 中央区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 72
局/部/課 中央区役所/健康福祉部/高齢介護課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 72

＜事業の目的・内容＞

　中央区は10区の中でも高齢者数が少ない区ですが、他区と同様に高齢者人口の
増加が見込まれています。高齢者の健康の維持を図るため、健康寿命の延伸と、
高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で自分らしく暮らしていくことができ
るよう、介護予防に役立つ運動や栄養に関する講座を開催します。

前年度予算額 51

増減 21 

食生活と運動でパワーアップ！健幸講座の様子

高齢者向け講座開催事業

　体組成計による測定会、栄養についての講演会や簡単
にできる運動の体験会を実施する「食生活と運動でパ
ワーアップ！健幸講座」を開催します。
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桜区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

桜区は、西側を荒川が流れ、国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」

や桜草公園、荒川総合運動公園などがあり、身近に緑豊かな自然環境を備えています。

また、伝統ある埼玉大学や区民の活動拠点となるプラザウエスト、記念総合体育館

などのスポーツ施設があります。

これらの地域資源を積極的にまちづくりに活用するとともに、住み続けたいと思え

る生活環境の整備を進めていくことが求められています。

桜区では主要な取組事項として５つの柱を掲げ、地域の人々と連携しながら、区の

将来像である「三世代がつくる元気印のまち」の実現に取り組んでいます。

平成29年度「桜区区長マニ
フェスト」に対する区民へのア
ンケートでは、今後重点的な取
組を望む分野として、「４．安
全・生活環境」「２．健康・福
祉」でポイントが高い傾向にあ
りますが、区としての魅力をさ
らに高めるには「１．自然・環
境」「３．歴史・文化・伝統」
「５．地域交流」の分野での取
組も大切であり、これらの施策
をバランス良く、相乗効果が得
られるよう推進していくことが
必要となります。

区民が重点的な取組を望む分野

資料：平成２９年度 桜区区長マニフェスト評価書

（１）心に文化を育むまちづくり

区民ふれあいまつり 区民ふれあいコンサート

一人ひとりがしあわせを実感するには、幅広い世代の区民が様々な機会で交流し、

互いにコミュニケーションを深めていくことが重要です。

また、桜区にある豊かな自然や文化、伝統等の多彩な地域資源を生かし、心に文化

を育むまちづくりを推進していくことが必要です。

1．自然・環境に関する
取組 9%

2．健康・福祉に関する
取組 38%

3．歴史・文化・伝統に
関する取組 7%

4．安全・生活環境に関する
取組 39%

5．地域交流に関する取組
7%

（写真等）（写真等）
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（２）健康でやさしく支えあうまちづくり
健康・福祉の分野は、重点的に取り組んでほしいと多くの区民から要望があります。
健康で生き生きと暮らすために、楽しみながら健康増進につながる事業の実施が求

められています。
また、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、元気に暮らしていくための様々

な支援も求められています。

（３）安全に安心して暮らせるまちづくり

安全に関する取組も要望の多い分野です。近年多発する風水害等の自然災害や、多

様化する犯罪に備えるため、区民の防災・防犯に対する意識の向上や地域防災力の強

化に向けた取組が求められています。

また、区民が安全に安心して暮らせる生活環境を維持するため、道路の緊急修繕や

道路照明灯・道路反射鏡の修繕は、迅速に対応する必要があります。

（４）環境にやさしいまちづくり

自然と調和し、やすらぎのあるまちを実現するには、区民が花と緑にふれあう機会

を創出することが必要です。

また、住みよい生活環境を実現するために、環境美化意識の向上が求められていま

す。

（５）信頼され親しまれる区役所づくり
区民に信頼され親しまれる区役所づくりを推進するため、窓口接遇研修等を通じ、

職員のスキルアップを図る必要があります。

花と緑ふれあい事業

交通安全施設修繕サクラ・スポレク

安全安心のまちづくり展
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）心に文化を育むまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 区民ふれあいまつり 7,000 6,800 地域コミュニティの醸成や地域の活性化を進

〔コミュニティ課〕 (7,000) (6,800) めるため、区民ふれあいまつりを開催

2 区の花活用事業 429 357 「区の花　サクラソウ」のさらなる周知・普

〔コミュニティ課〕 (429) (357) 及を図るため、写真コンクールや植付け講習

等を実施

（２）健康でやさしく支えあうまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 サクラ・スポレク 2,949 2,630 三世代で一緒に楽しめるスポーツや昔あそび

〔コミュニティ課〕 (2,949) (2,630) を体験するほか、荒川沿いの自然を満喫でき

るイベントを開催

4 桜区 駅からハイキング 1,343 1,382 桜区の自然・歴史などの魅力を広く区内外に

〔コミュニティ課〕 (1,343) (1,382) 発信するため、ＪＲとの共催によりイベント

を開催

5 きらきらシルバー講座 129 127 シニア世代が元気に過ごしていくための健康

〔高齢介護課〕 (129) (127) 講座を実施

（３）安全に安心して暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 土木緊急修繕等事業 99,496 98,813 身近な生活環境を維持するための道路の緊急

〔くらし応援室〕 (99,496) (98,813) 的な修繕を実施

7 交通安全施設維持管理 14,885 35,104 身近な生活環境を維持するための道路照明灯、

事業 (14,885) (35,104) 道路反射鏡、路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

区の将来像である「三世代がつくる元気印のまち」を基本理念とし、一人ひとりがし

あわせを実感できるまちを実現するため、地域交流、安全・生活環境、健康・福祉の推

進等に取り組んでいきます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

8 交通安全啓発事業 1,545 1,806 交通ルールの普及・浸透を図るとともに、交

〔くらし応援室〕 (1,545) (1,806) 通事故防止のための啓発イベント等を実施

9 防犯啓発事業 1,615 2,289 防犯意識の向上を目的として、関係機関との

〔総務課〕 (1,615) (2,289) 連携による啓発イベントや講演会等を実施

10 防災啓発事業 860 1,103 地域の防災力の向上を目的として、防災展や

〔総務課〕 (860) (1,103) 防災講演会等を開催

（４）環境にやさしいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

11 花と緑ふれあい事業 780 856 区民が花と緑にふれあう機会を創出するため、

〔コミュニティ課〕 (780) (856) 区民との協働により区役所周辺を緑化

12 桜区クリーン活動 535 540 環境美化意識等の向上のため、区民と協働し、

〔コミュニティ課〕 (535) (540) 清掃活動を実施

（５）信頼され親しまれる区役所づくりに取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

13 信頼され親しまれる区 60 116 窓口サービス向上のため、職員を対象とした

役所づくり (60) (116) 研修を実施

〔総務課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

コミュニティ
課

桜区区民会議・市民活
動支援の見直し

桜区区民会議を見直し、新たに（仮称）桜区取組事業に
かかる広聴会を開催するとともに、活性化推進事業補助
金の実績を踏まえ見直すことにより、予算額を縮小す
る。

△ 2,330

コミュニティ
課

区民ふれあいコンサー
トの見直し

プラザウエストでのホールコンサート1回、ロビーコン
サート3回の実施状況を見直し、ホールコンサートを廃
止し、ロビーコンサートを4回実施することにより、予
算額を縮小する。

△ 866

コミュニティ
課

地産地消事業の見直し
地産地消事業を見直し、親子料理教室を廃止、桜区産農
産物直売会は継続実施することにより、予算額を縮小す
る。

△ 112

支援課
桜区子育てフェアの見
直し

子育てフェアを見直し、子育て支援情報の提供を充実さ
せ、子どもの遊びに関する委託業務を実施しないことに
より、予算計上を廃止する。

△ 1,336

支援課
桜区子育て支援ネット
ワーク事業の見直し

今後も事業は継続するが、子育て関係施設職員を対象と
した専門家による研修会等が終了したことにより、予算
計上を廃止する。

△ 90
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 6,987 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 10,393 [参考]

２ 983 

３ 5,903 

　（仮称）市税事務所の開設に伴う空きスペースの有効
活用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所の事務経費

  区役所の管理運営に必要な事務経費を支出します。

区役所各課執務室再配置

区役所庁舎の維持管理

　電話交換機設備の維持管理や庁舎内の各種修繕等、区
役所庁舎の適切な維持管理・環境保全を行います。

前年度予算額 10,716 

増減 6,563 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 388 

　区行政の拠点である区役所庁舎の適切な維持管理及び運営を行います。 諸収入 366 

一般財源 16,499 

局/部/課 桜区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 26 

事務事業名 桜区役所管理事業（総務課） 予算額 17,279

桜区役所総合案内事業

　来庁者の用件、問合せ等に関する区役所、本庁各課等
への案内を行います。また、情報公開コーナーにおける
行政資料の整理、閲覧案内、貸出し、有償又は無償の頒
布を行います。

前年度予算額 9,758 

増減 △ 2,771 

局/部/課 桜区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 6,987 

事務事業名 桜区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 6,987

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

桜区役所総合案内

桜区役所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 99,496 ４ 1,545

２ 14,885 ５ 655

３ 2,096 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 325 ４ 60

２ 1,615   

３ 860 

  地域の防災力向上を図るため、防災に関する講演会や
展示等を実施します。

防犯啓発事業

  地域の防犯意識の向上を図るため、区内の防犯活動団
体や関係機関との連携による啓発活動や、講演会等を実
施します。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業 信頼され親しまれる区役所づくり

　区の特性を生かしたまちづくりを推進するため、平成
31年度桜区区長マニフェストを策定します。また、前年
度の成果について区民アンケートを実施し、評価書を作
成します。

  窓口サービス向上のため、職員を対象とした研修を実
施します。

前年度予算額 3,801 

増減 △ 941 

2,860 

＜事業の目的・内容＞

　区の運営方針や具体的な取組をまとめた区長マニフェストを策定します。
　また、安全に安心して暮らせるまちづくりのため、防犯・防災事業を実施しま
す。

局/部/課 桜区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,860

  身近な生活環境を維持するため、道路照明灯、道路反
射鏡、路面表示の修繕を行います。

　消耗品の購入等、くらし応援室の業務遂行に必要な事
務経費を支出します。

衛生害虫駆除事業

  危害を及ぼすおそれのあるアシナガバチ等のハチの巣
の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業

　身近な生活環境を維持するため、道路等の緊急的な修
繕を行います。

  交通事故防止を図るため、地元警察署及び交通安全諸
団体と協働し、交通安全啓発活動を行います。また、区
内小学校3校の各学区内における危険箇所を記載したヒヤ
リハットマップを作成し児童に配布します。

交通安全施設維持管理事業 その他

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 137,900 

増減 △ 19,223 

118,677 

＜事業の目的・内容＞

　区民が安全に安心して暮らせる生活環境を保持するため、道路の緊急修繕、道
路照明灯・道路反射鏡等の交通安全施設の修繕及び交通安全啓発活動等を行いま
す。

局/部/課 桜区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 118,677
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 7,000 ４ 2,949

２ 1,343 ５ 1,209

３ 555 ６ 2,102

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 129 [参考]きらきらシルバー講座

　健康管理に対する意識や外出意欲を高めるため、食生
活、運動、スキンケア及び社会参加をテーマとした講座
を実施します。

前年度予算額 127

増減 2 

＜事業の目的・内容＞

　シニア世代が元気に過ごしていくことを目的とした健康づくりや社会参加につ
ながる講座を実施します。

局/部/課 桜区役所/健康福祉部/高齢介護課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 129

　（仮称）桜区取組事業にかかる広聴会を開催するとと
もに、市民活動ネットワーク登録団体への支援を行いま
す。

 桜区クリーン活動、 区民ふれあいコンサート、区の広
報活動などを実施します。

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（高齢介護課） 予算額 129

桜区　駅からハイキング 花と緑ふれあい事業、区の花活用事業

  桜区の魅力を広く区内外に発信するため、桜区市民活
動ネットワーク登録団体等と協働し、桜区の自然・歴
史・文化を巡るウォーキングイベントを開催します。

　区民との協働により区役所周辺の緑化を推進します。
また、写真コンクールや植付け講習など「区の花　サク
ラソウ」を活用した事業を展開します。

広聴会の開催・市民活動の支援 桜区クリーン活動その他

区民ふれあいまつり サクラ・スポレク

　地域コミュニティの醸成や地域の活性化を進めるた
め、区民ふれあいまつりを開催します。

  三世代で一緒に楽しめるスポーツや昔あそびを体験す
るほか、自然を満喫できるイベントを開催します。

前年度予算額 17,015 

増減 △ 1,857 

＜事業の目的・内容＞

　区の地域資源を生かした特色あるまちづくりを推進するため、三世代が交流で
きるイベントなど、地域コミュニティの醸成に向けた各種事業を展開します。

局/部/課 桜区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 15,158

事務事業名 桜区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 15,158

きらきらシルバー講座
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浦和区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

浦和区は、都心としてのにぎわいのある地区と、緑豊かな落ち着いた住環境
の地区の２つが共存しています。この特性を踏まえ、住み続けたいまち、行っ
てみたいと思えるまちとしての魅力を一層高めることが求められています。そ
のため、地域に住む人々の参加と協働を基本に、浦和区の歴史、文化、環境の
資産を生かしたまちづくりを推進していくことが必要です。
また、安全・生活環境や健康・福祉に関する取組の充実や、駅周辺のにぎわ

い創出の継続的な取組が必要です。

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあ

るコミュニティづくり

まちづくりの基盤となる区民相互のつながりを

醸成していくために、世代や文化、居住する地域

など様々な差異を超えて人々がふれあい、楽しく

活動することを通して、人々の理解と共感を広げ

ていく取組が必要です。

浦和区秋のごみゼロ運動

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用し

た魅力あるまちづくり

浦和区の魅力を高めていくために、恵まれた、

伝統ある教育・文化・スポーツ資源を活用した、

芸術・文化活動の振興が必要です。

特に、サッカーのまち、うなぎのまちといった

キーワードでの情報発信力の強化が必要です。 女子サッカー教室

38％

34％

12％

9％

7％

0% 10% 20% 30% 40%

安全・生活環境に関する取組

健康・福祉に関する取組

自然・環境に関する取組

歴史・文化・伝統に関する取組

地域交流に関する取組

浦和区で重点的に取り組んでほしい分野
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（３）東西が連携し、一体性と「にぎわい」

のあるまちづくり

鉄道を挟んだ東西地域の連携による一体的

なまちづくりや、誰もが訪れたくなる活気の

あるまちの再生と創出が必要です。

浦和区民まつり

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくり

区民アンケートの結果では、重点的に取り組んでほしい分野として安全・生活

環境が最も多く挙げられました。安全で安心して住めるまちを構築するために、

誰もが住みやすいと思える都市空間の創出が必要です。

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある

住環境を創出するまちづくり

地域環境の向上や緑化意識を高めるため

に、身近な場所での緑に出会う機会の創出

が必要です。

（６）健康で共に支えあうまちづくり

健康や福祉に関する取組については、区

民から重点的に取り組んでほしいとの要望

が高い分野です。区民一人ひとりが、心と

体の健康について関心を高め、健康の維

持・増進を図る機会を提供する取組が必要

です。
浦和区健康まつり

ニチニチソウの植栽風景

平成29年度

土木修繕受付件数

1128

36

19 4

合計

1,187件

その他

道路照明灯

路面表示

道路反射鏡

220

194

32

22

合計

468件

舗装修繕

排水施設修繕

道路安全施設

その他

道路反射鏡の修繕の様子

平成29年度

交通安全施設修繕受付件数

-458-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）世代や文化、地域を超えた多様な交流のあるコミュニティづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 　 浦和区秋のごみゼロ運 662 510 きれいで住みよいまちづくりのため、自治会

動事業 (662) (510) や商店会等の皆様とともに、清掃活動を実施

〔くらし応援室〕

2 区民意見交換会の開催 2,915 2,746 「（仮称）浦和区区民意見交換会」の開催や

・市民活動支援事業 (2,915) (2,746) 市民活動ネットワーク登録団体の活動を支援

〔コミュニティ課〕

（２）文教都市などの「浦和ブランド」を活用した魅力あるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 拡大 うなぎのまち浦和ＰＲ 2,122 861 日本語版に加え英語版リーフレットを作成し、

事業 (2,122) (861) イベント会場での配布をはじめ、浦和エリア

〔地域商工室〕 の宿泊施設や駅へ配架するなど「浦和のうな

ぎ」のＰＲを実施

4 サッカーのまちづくり 1,197 1,175 浦和駒場スタジアムを会場に女子サッカー教

推進事業 (1,197) (1,175) 室を開催

〔コミュニティ課〕

5 浦和区文化の小径づく 1,200 1,200 「浦和区文化の小径マップ」を活用したウォ

り推進事業 (1,200) (1,200) ーキングイベントの開催及び「浦和区文化の

〔コミュニティ課〕 小径マップ」の修正・増刷

6 浦和区絵画作品展 1,637 1,613 芸術・文化活動の支援を図るとともに文教の

〔コミュニティ課〕 (1,575) (1,553) まちづくりを推進するため、浦和区絵画作品

展を開催

浦和区の将来像である「にぎわいと文教の調和する緑豊かなまち」の実現に向け、区民
との協働により諸施策を推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）東西が連携し、一体性と「にぎわい」のあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

7 商店街活力創出事業 1,187 1,999 浦和駅西口駅前のサッカータウンイルミネー

〔地域商工室〕 (1,187) (1,999) ション看板の保守管理を実施

8 浦和区民まつり 7,450 7,450 鉄道を挟んだ東西連携による「世代を超えて

〔コミュニティ課〕 (7,450) (7,450) “つながる浦和”」をテーマにした区民まつ

りを開催

（４）ひとにやさしい誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

9 土木緊急修繕等事業 102,802 103,977 区民の身近な生活環境を維持するための道路

〔くらし応援室〕 (102,802) (103,977) の緊急修繕を実施

10 交通安全施設維持管理 17,600 34,192 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕

事業 (17,600) (34,192) を実施

〔くらし応援室〕

11 防犯啓発事業 295 846 防犯講演会等における啓発活動を実施

〔総務課〕 (295) (846)

12 新規 防災対策事業 98 0 防災展を開催し、啓発活動を実施

〔総務課〕 (98) (0)

（５）緑豊かな美しい街並みとゆとりある住環境を創出するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

13 花とみどりの豊かなま 1,500 1,500 区内ＪＲ3駅周辺で、区の花ニチニチソウ等

ちづくり推進事業 (1,500) (1,500) の植替えを区民と協働で行い、花と緑に出会

〔コミュニティ課〕 う機会を創出

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（６）健康で共に支えあうまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

14 浦和区健康まつり 691 690 浦和区民が、心と体の健康について関心を高

〔保健センター〕 (691) (690) め、健康の維持・増進を図ることができるよ

う体験型のイベントを開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

コミュニティ
課

区民会議運営・市民活
動支援事業

浦和区区民会議を見直し、新たに（仮称）浦和区区民意
見交換会を開催するとともに、まちづくり推進事業補助
金の申請事業数の実績を踏まえ見直すことにより、予算
額を縮小する。

△ 2,530

総務課 浦和区防犯講演会 講師を見直すことにより、予算額を縮小する。 △ 50

地域商工室 商店街活力創出事業
サッカーフラッグ作製及び配付業務の主体を見直し、浦
和レッズに移管することで委託を廃止し、予算額を縮小
する。

△ 812
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 10,830 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 19,722

２ 324

３ 352

局/部/課 浦和区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 10,830

事務事業名 浦和区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 10,830

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

前年度予算額 11,355

増減 △ 525 

浦和区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する区役所各課（室）への
担当窓口案内を行います。
　情報公開コーナーにおける行政資料の整理、閲覧及び
貸出し、行政資料等の有償又は無償の頒布を行います。

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 20,398

事務事業名 浦和区役所管理事業（総務課） 予算額 20,398

＜特記事項＞

　人件費高騰により浦和区役所宿日直業務の経費を増加します。 前年度予算額 13,270

増減 7,128 

＜事業の目的・内容＞

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理及び運営を行います。

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所の事務経費

　消耗品費等の区役所運営に係る事務経費を支出しま
す。

区役所各課執務室再配置

区役所庁舎等維持管理事業

　休日及び夜間の業務時間外に浦和区役所へ入る電話及
び来庁者に対応します。また、執務環境の整備を行いま
す。

浦和区役所情報公開コーナー
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 56,389 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 102,802 ４ 1,744

２ 17,600 ５ 1,020

３ 2,237 ６ 662

局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料

事務事業名 浦和区役所管理事業（保健センター） 予算額 56,389

前年度予算額 65,891

増減 △ 9,502 

1,202

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 17,900

　浦和区における保健業務の実施拠点である保健センター庁舎の維持管理等を行
います。

一般財源 37,287

施設の運営及び維持管理

　保健センターの施設を、適切に運営・維持管理するた
め、警備、清掃、各設備の保守、点検、修繕等を行いま
す。

局/部/課 浦和区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 126,065

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 143,636

増減 △ 17,571 

126,065

＜事業の目的・内容＞

　世代を超えた多様な交流のあるコミュニティづくりのため、浦和区秋のごみゼ
ロ運動を行います。また、区民の満足度アップを図るとともに、ひとにやさしい
誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進するため、道路等の緊急修繕や交通安
全施設整備（道路照明灯、路面表示等）などを行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

　安全・安心なまちづくりのため、道路照明灯、道路反
射鏡、路面表示等の修繕を行います。

　区内6か所の公衆便所の破損、故障の緊急修繕を行いま
す。

衛生害虫駆除事業 浦和区秋のごみゼロ運動事業

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　安全・安心なまちづくりのため、道路等の破損した箇
所の緊急修繕を行います。

　交通事故を減少させるため、浦和警察署及び交通安全
諸団体と協働し、交通安全啓発活動を行います。

　危害を及ぼすアシナガバチ等の巣の駆除を行います。 　きれいで住みよいまちづくりのため、自治会や商店会
等の皆様とともに、清掃活動「浦和区秋のごみゼロ運動
みんなでごみ拾い　きれいな浦和区にしよう！」を区内
で一斉に実施します。

浦和区役所保健センター
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 229 [参考]

２ 295

３ 98

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 2,122 [参考]

２ 1,187

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 622

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 622

前年度予算額 1,076

増減 △ 454 

＜事業の目的・内容＞

　まちづくりの方向性や区政運営に関する区長の考え方とその取組をまとめた
「区長マニフェスト」を策定し、区民との協働などにより、ひとにやさしい誰も
が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

防犯啓発事業

　防犯意識を高めるため、防犯講演会の開催や振り込め
詐欺予防の啓発活動を行うなど、防犯のまちづくりを推
進します。

防災対策事業

区長マニフェスト策定事業

　まちづくりの方向性や区政運営に関する区長の考え方
とその取組をまとめた「区長マニフェスト」を策定しま
す。また、前年度の実施事業について区民アンケートに
よる外部評価等を行い、評価書を策定します。

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/地域商工室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 3,309

　防災意識を高めるため、防災展を開催し、啓発活動を
行うなど、防災のまちづくりを推進します。

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（地域商工室） 予算額 3,309

前年度予算額 2,860

増減 449 

＜事業の目的・内容＞

　地域振興のため、市内外に広く「浦和のうなぎ」や「サッカーのまち浦和」と
いった地域資源を活用したＰＲを行い、魅力あるまちづくりを推進します。

　来街者へ「サッカーのまち浦和」をアピールするた
め、浦和駅西口駅前に設置したサッカータウンイルミ
ネーション看板の保守管理を行います。

うなぎのまち浦和ＰＲ事業

　「うなぎのまち浦和」をＰＲするため、日本語版に加
え英語版リーフレットを作成し、市内外のイベント会場
で配布するとともに、宿泊施設や駅に配架します。

商店街活力創出事業

浦和区防犯講演会

サッカータウンイルミネーション看板サッカータウンイルミネーション看板
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 19款

-

＜主な事業＞

１ 7,450 ４ 1,197

２ 1,200 ５ 1,500

３ 2,915 ６ 1,791

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 691 [参考]

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 16,053
局/部/課 浦和区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 財産収入 62

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 15,991

　浦和区の地域資源や特色を生かした魅力あるまちづくりを推進するとともに、
区民がふれあい、世代を超えた多様な交流の活性化を図ります。
　また、区民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動ネットワーク等
への支援を行います。

前年度予算額 19,111

増減 △ 3,058 

浦和区民まつり サッカーのまちづくり推進事業

　魅力あるまちづくりの推進と多世代交流の活性化を目
指すため、多くの市民が参加できる区民による、区民の
ためのまつりを実行委員会形式で開催します。

　地域資源を活用し魅力あるまちづくりを推進するた
め、浦和駒場スタジアムを会場に「女子サッカー教室」
を開催します。また、区小学校サッカー大会優勝校へ
「サッカーのまち浦和区賞」を贈呈します。

浦和区文化の小径づくり推進事業 花とみどりの豊かなまちづくり推進事業

　文教のまちづくり推進のため、「浦和区文化の小径
マップ」を活用したウォーキングイベントの開催、「浦
和区文化の小径マップ」の修正・増刷を行います。ま
た、浦和区の歴史を紹介する案内板の設置を行います。

　区民及び障害者との協働により魅力あるまちづくりを
推進するため、区内3駅周辺で花の植栽活動を行います。
また、区の花ニチニチソウの普及活動として区内の公共
施設へ苗の配付を行います。

区民意見交換会の開催・市民活動支援事業 浦和区絵画作品展その他

　区の個性を生かした魅力あるまちづくりを推進するた
め、（仮称）浦和区区民意見交換会を開催するととも
に、市民活動ネットワーク登録団体の活動を支援しま
す。

　区内公民館で活動する絵画グループ及び区内に学区が
ある小・中学校に在学する児童・生徒へ作品発表の場を
提供し、芸術・文化活動の支援を図るとともに、文教の
まちづくりを推進します。

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業（保健センター） 予算額 691
局/部/課 浦和区役所/健康福祉部/保健センター

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 691

＜事業の目的・内容＞

　浦和区民の健康の維持・増進を図ること、浦和区と関係機関・地域団体の協働
による健康づくりを推進することを目的として、市民活動団体や行政機関等が、
健康をテーマにした体験型のブースを設置し、来場者が心と体の健康について関
心を高めることができるイベントを開催します。

浦和区健康まつり

　市民活動団体や行政機関等が、健康をテーマにした各
種測定、体験、講座、相談、展示等のブースを設置し、
来場者が心と体の健康について関心を高めることができ
る体験型の健康まつりを開催します。

前年度予算額 690

増減 1 

浦和区健康まつり
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【南区ふるさとふれあいフェア】 【南区内一斉あいさつ運動】

南区　平成３１年度　区運営方針(案)
１．主な現状と課題

南区は、本市の南の玄関口として交通の利便性が高いことから、人口の流入が
続いており、若い世代の割合が高く、平均年齢が低いという特徴があります。
また、武蔵浦和駅周辺は本市の副都心と位置づけられる一方で、区内には、別

所沼や笹目川などの水辺空間が広がり、屋敷林、社寺林が点在するなど、武蔵野
の自然が残る魅力あふれるまちです。
このように、新しい世帯が増える南区では、魅力ある地域資源を活用しなが

ら、地域間交流やコミュニティの活性化を図ることにより、区民の一体感やふる
さと意識を一層高めることが求められています。
また、区民が長く住み続けたいと思える南区とするために、防災・防犯意識の

高い、安全・安心なまちづくりを推進するとともに、道路や交通安全施設の修繕
等を実施することにより、快適な生活環境を整える必要があります。

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくり

ふるさとへの愛着や一体感、区民同士の絆を強め、活発な地域コミュニ
ティを醸成するため、身近な緑の創出や区の花「ヒマワリ」の活用、世代
間の垣根を越えた地域間交流や市民活動の活性化など、区民との協働によ
るまちづくりを進める必要があります。

世帯
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【防災展】 【防犯パトロール】

【親子防災講座】 【交通安全啓発】

【道路緊急修繕】 【交通安全施設修繕】

（３）身近なくらしの環境維持

区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路や交通安全施設の緊急修繕
等を適切に実施する必要があります。

（２）安全・安心なまちづくり

自主防災・防犯組織数が多く、防災・防犯意識が高い南区では、安全・安心
なまちづくりを推進するため、自主防災組織連絡協議会、防犯パトロール協議
会、交通安全保護者の会（母の会）南支部等の活動を支援する他、様々な取組
みにより、地域防災力の向上や防犯、交通安全対策の強化を図っていく必要が
あります。

-468-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）南区の特色を生かした協働によるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 新規 ヒマワリミーティング 690 3,323 区民から区の事業全般に対し、意見を聴取し、

の開催・市民活動支援 (690) (3,323) 区民ニーズをスムースに施策へ反映するため

事業 の仕組みとして新たに、（仮称）ヒマワリ

〔コミュニティ課〕 ミーティングの開催、及び市民活動団体への

支援とする研修等の実施

2 拡大 南区まちづくり功労者 686 500 長く地域の発展を支えてこられた方々の功績

顕彰事業 (686) (500) を讃える顕彰式典を開催

〔コミュニティ課〕

3 拡大 区の花を生かしたまち 4,562 1,850 区の花「ヒマワリ」の認知度向上のため、こ

づくり事業 (4,562) (1,850) れまで進めてきた啓発事業に加え、新たに区

〔コミュニティ課〕 内小学校全児童に、ヒマワリをデザインした

下敷きの配布、また、区役所内や駅周辺に大

型サインの設置

4 南区ふるさとふれあい 8,400 8,250 地域への愛着を深め、また、住民相互の交流

フェア (8,400) (8,250) を図るため、実行委員会との共催により、第

〔コミュニティ課〕 17回南区ふるさとふれあいフェアを実施

5 南区ウォーキング・ 1,512 1,506 区民の健康維持・増進を図るため、ウォーキ

ジョギング普及事業 (1,512) (1,506) ング教室を開催、また、区の魅力を広く内外

〔コミュニティ課〕 に発信するため、「ウォーキングイベント」

を開催

6 南区長賞贈呈事業 109 108 区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・

〔コミュニティ課〕 (109) (108) 文化活動で成果を挙げた児童・生徒等に、南

区長賞を贈呈

南区の将来像「あなたが主役 住んでよかったまちづくり」を基本理念として、より一
層特色のあるまちづくりを進めます。
区民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応し、地域・事業者・行政が連携を図りな

がら、様々な事業に取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画次期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（２）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

7 拡大 交通安全啓発事業 5,086 4,588 交通事故防止を図るため、警察や関係団体等

〔くらし応援室〕 (5,086) (4,588) と連携し、交通安全啓発活動を実施

8 南区地域防犯推進事業 927 1,072 地域での防犯活動を推進し、防犯意識の向上

〔総務課〕 (927) (1,072) を図るため、南区防犯パトロール協議会の活

動を支援、講演会などを開催

9 拡大 南区地域防災力向上事業 1,163 1,010 大規模災害に備え、地域防災力の向上を図る

〔総務課〕 (1,163) (1,010) ため、南区自主防災組織連絡協議会と連携し

て南区防災展や防災講演会などを開催

（３）身近なくらしの環境を維持します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

10 土木緊急修繕等事業 135,998 134,756 快適な生活環境を整えるため、道路等の緊急

〔くらし応援室〕 (135,998) (134,756) 修繕を実施

11 交通安全施設維持管理 17,535 43,604 身近なくらしの環境を維持するため、道路照

事業 (17,535) (43,604) 明灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕を実施

〔くらし応援室〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画次期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

コミュニティ
課

南区区民会議運営の見
直し

南区区民会議を見直し、新たに（仮称）ヒマワリミー
ティングを開催することにより、予算額を縮小する。

△ 2,633

くらし応援室
南区交通事故発生状況
図作成業務の廃止

交通事故の発生状況について、区のホームページから閲
覧できるようにすることにより、交通事故発生状況図の
作成及び掲出を廃止する。

△ 428
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 10,094

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 19款

-

＜主な事業＞

１ 6,939

２ 2,663

３ 5,440

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所の事務経費

　消耗品の購入など、区役所の運営に必要な事務経費を
支出します。

区役所各課執務室再配置

区役所維持管理

　南区役所を適切に維持管理するため、電話設備の保守
や備品の管理等を行います。

[参考]

前年度予算額 9,149

増減 5,893 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 14,654

　南区役所の適切な維持管理等を行います。

局/部/課 南区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 財産収入 388

事務事業名 南区役所管理事業（総務課） 予算額 15,042

区役所総合案内事業

　来庁者の用件・問合せに関する担当窓口への案内、窓
口申請書類の記載方法・申請手順に係る案内、情報公開
コーナーにおける行政資料の閲覧・貸出し及び無償・有
償の頒布を行います。

[参考]

前年度予算額 10,760

増減 △ 666 

局/部/課 南区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 10,094

事務事業名 南区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 10,094

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せに対し、迅速・的確・丁寧な案内を行います。

【南区役所（サウスピア4階～7階）】

【南区役所総合案内】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 135,998 ４ 5,086

２ 17,535 ５ 729

３ 2,022 ６ 915

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 263

２ 927

３ 1,163

　大規模災害に備え、南区自主防災組織連絡協議会と連
携して、南区防災展や防災講演会などを開催し、地域防
災力の向上を図ります。

南区地域防犯推進事業

　南区防犯パトロール協議会の活動支援や講演会などを
通して、地域での防犯活動を推進し、防犯意識の向上を
図ります。

南区地域防災力向上事業

区長マニフェストの策定

　区の将来像の実現に向けて、区政運営に当たっての取
組姿勢や、区民サービスの具体的な目標を掲げた区長マ
ニフェストを策定します。

[参考]

前年度予算額 2,337

増減 16 

2,353

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像「あなたが主役　住んでよかったまちづくり」の実現に向けて、防
災や防犯をはじめ、安全・安心なまちづくりを推進します。

局/部/課 南区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 南区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 2,353

　区民の身近なくらしの環境を維持するため、道路照明
灯・道路反射鏡・路面表示等の修繕を行います。

　南浦和駅西口、武蔵浦和駅東口及び西口の公衆便所の
破損、故障の修繕を行います。

衛生害虫駆除事業 その他

　アシナガバチ等の巣の駆除依頼に迅速に対応し、関係
部署と連携して、巣の駆除を行います。

　消耗品の購入等、くらし応援室の業務遂行に必要な事
務経費を支出します。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業

　区民の快適な生活環境を整えるため、道路等の緊急修
繕を行います。

　交通事故防止を図るため、警察や関係団体等と連携
し、交通安全啓発活動を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 185,516

増減 △ 23,231 

162,285

＜事業の目的・内容＞

　区民の身近な生活環境を保持するため、道路等の緊急修繕や交通安全施設の修
繕を行います。

局/部/課 南区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 南区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 162,285

【防災講演会（南区自主防災組織連絡協議会と共催）】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 8,400 ４ 686

２ 1,512 ５ 4,562

３ 690 ６ 3,992

  区民から区の事業全般に対し、意見を聴取し、区民
ニーズをスムースに施策へ反映するための仕組みとして
新たに、（仮称）ヒマワリミーティングを開催します。
また、市民活動団体の活動を支援します。

　区への愛着を深めてもらうため、スポーツ・文化活動
で成果を挙げた児童・生徒等に、南区長賞を贈呈しま
す。また、地域コミュニティ醸成のため、区内小・中学
校において同日一斉のあいさつ運動等を実施します。

南区ウォーキング・ジョギング普及事業 区の花を生かしたまちづくり事業

　区民の健康維持・増進を図るため、ウォーキング教室
を開催します。また、区民との協働による「ウォーキン
グイベント」を開催し、参加者間の親睦や交流を促進し
ます。

　区の花「ヒマワリ」の認知度向上のため、これまで進
めてきた啓発事業に加え、新たに区内小学校全児童に、
ヒマワリをデザインした下敷きの配布、また、区役所内
や駅周辺に大型サインを設置します。

ヒマワリミーティングの開催・市民活動支援事業 南区長賞贈呈事業その他

南区ふるさとふれあいフェア 南区まちづくり功労者顕彰事業

  地域への愛着を深め、また、住民相互の交流を図るた
め、実行委員会との共催により、第17回南区ふるさとふ
れあいフェアを開催します。

　長く地域の発展を支えてこられた方々の功績を讃える
顕彰式典を開催します。

前年度予算額 19,764

増減 78 

＜事業の目的・内容＞

　市民活動団体等との連携を図り、区民との協働を進め、区の個性を生かしたま
ちづくりを推進します。

局/部/課 南区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 19,842

事務事業名 南区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 19,842
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緑区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

50%
60%
70%
80%
90%

100%
住み

やす

い

定住

意向

緑区は、見沼田圃に代表される自然環境に恵まれ、見沼通船堀など歴史を伝

える多くの文化財が示すように、古くから人の暮らしが息づいた地域です。そ

の一方で、本市の副都心として位置づけられている美園地区を中心に人口増加

も顕著で、区の人口は約12万5千人となり、今後も増加していくことが見込まれ

ます。そのような中、区民満足度をより一層高めていくために、区の特性を踏

まえ、より区民が住みやすいと思える地域を目指し、豊かな自然環境と共存で

きる都市的な生活環境の整備を推進していく必要があります。

住みやすさと定住意向

100,000

110,000

120,000

130,000

人口

人

緑区人口推移

「平成30年度さいたま市民意識調査」より

（１）郷土愛を育てるまちづくり

人口が急増している緑区では、区民と協働で実施するイベント等を通して、

地域の魅力を発信していくとともに、幅広い世代が交流を持つことで地域への

愛着を深めていく必要があります。

緑区区民まつり 日光御成道 美園 大門宿まつり

（２）安全・安心なまちづくり

多様化する犯罪やいつ起きるかわからない大規模災害に対し、行政と地域

住民が一体となって対策に取り組むことが重要です。高齢者や子どもを狙っ

た犯罪を未然に防ぐため、きめ細やかな防犯対策に取り組む必要がありま

す。

緑区地域安全講演会緑区親子防犯教室
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（３）自然と共生するまちづくり
さいたま市の貴重な緑地空間である見沼

田圃等、その歴史的価値と美しい景観を保
存し未来へ引き継ぐため、緑区の将来像で
ある「ホタル舞い・風かおる緑の街」の実
現に向け取り組んでいく必要があります。

見沼田んぼキレイきれい大作戦

（４）生活環境の整ったまちづくり
住民に身近な道路の緊急修繕や道路照明灯、道路反射鏡、路面表示の修繕等を

迅速に行い、良好な生活環境の維持・保全に取り組んでいく必要があります。

土木緊急修繕路面表示修繕

緑区オープンガーデン 東浦和駅前クリスマスツリー点灯

緑区役所庁舎

（６）区役所庁舎の適切な維持管理
行政拠点である庁舎の適切な維持管理

は、来庁者や職員の安全確保のため非常に
重要です。（仮称）市税事務所開設に伴っ
て生じる空きスペースの有効活用を図り、
高品質なサービスを提供する場として、区
民にとって快適な空間を整備・提供してい
く必要があります。

（５）にぎわいのあるまちづくり
花や緑、イルミネーションなどで地域を明るく彩り、また地域資産を紹介、活

用したイベントを開催することにより、にぎわいのあるまちづくりを推進してい
く必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）郷土愛を育てるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 緑区区民まつり 7,000 6,450 ふれあいのある地域社会の育成を図る事業

〔コミュニティ課〕 (7,000) (6,450)

2 日光御成道　美園　大 3,800 4,200 日光御成道や大門宿などの地域資産を活用し

門宿まつり (3,800) (4,200) 「美園地区」のコミュニティの醸成と新旧住

〔コミュニティ課〕 民の交流促進を図る事業

3 緑区かかしランド 730 750 子どもたちによるかかしの制作や展示を通

〔コミュニティ課〕 (730) (750) じ、緑区の自然・歴史・文化への関心と愛着

を醸成

4 拡大 緑太郎ロード活用事業 581 590 「緑太郎ロード」を活用し、ウォーキングに

〔コミュニティ課〕 (581) (590) よる「健幸づくり」を図るため、春と秋の2

回、初心者を対象とした講習会を開催

5 緑区タウンミーティン 1,811 3,392 多世代に渡る区民から、区政に関するテーマ

グ及び市民活動ネット (1,811) (3,392) に対し意見を聞く「（仮称）緑区タウンミー

ワークの支援 ティング」の運営及び市民活動ネットワーク

〔コミュニティ課〕 登録団体への支援

（２）安全・安心なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 防犯啓発事業 1,249 1,158 地域の防犯対策の強化を図るため、講演会や

〔総務課〕 (1,249) (1,158) 親子防犯教室、高齢者向け防犯対策講座等を

開催

7 防災啓発事業 80 80 地域の防災対策の強化を図るため、講演会を

〔総務課〕 (80) (80) 開催

自然環境と調和した生活を実現するために、引き続き区の特性を生かした事業を区民と
行政が協働により、推進していきます。
また、道路・交通安全施設等の維持保全など生活環境の向上を図るとともに、防犯・防

災事業を実施し、安全・安心なまちづくりに取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）区の地域資源を生かし、自然と共生するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

8 見沼田んぼキレイきれ 250 250 区民との協働による見沼田んぼクリーン活動

い大作戦 (250) (250) を実施

〔コミュニティ課〕

（４）交通安全施設や土木修繕など、生活環境の整ったまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

9 土木緊急修繕等事業 125,038 126,371 道路の緊急的な修繕などを実施

〔くらし応援室〕 (125,038) (126,371)

10 交通安全施設維持管理 16,767 34,140 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示の修繕を

事業 (16,767) (34,140) 実施

〔くらし応援室〕

（５）にぎわいのあるまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

11 緑区オープンガーデン 250 230 ガーデニングを通じた、区民同士の交流を促

〔コミュニティ課〕 (250) (230) 進する事業を実施

12 東浦和駅前クリスマス 700 700 緑区の玄関口の一つである東浦和駅前をライ

ツリー点灯 (700) (700) トアップし、華やかさとにぎわいを創出

〔コミュニティ課〕

13 新規 緑区マルシェ 386 0 緑区役所芝生広場において地元特産物や特産

〔コミュニティ課〕 (386) (0) 品を販売する緑区マルシェを開催

（６）来庁者に快適な空間を提供するため、適切な庁舎管理を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

14 新規 区役所各課執務室再配 5,803 0 （仮称）市税事務所開設に伴う執務室の再配

置 (5,803) (0) 置に係るサイン改修、電話・什器・備品移設

〔総務課〕 等を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
区長マニフェスト評価
書印刷業務

区長マニフェスト評価書印刷枚数を見直し、予算額を縮
小する。

△ 11

総務課
親子防犯教室チラシ印
刷業務

親子防犯教室チラシ印刷枚数を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 5

コミュニティ
課

緑区区民会議
緑区区民会議を見直し、新たに（仮称）緑区タウンミー
ティングを開催することにより、予算額を縮小する。

△ 1,373

コミュニティ
課

市民活動ネットワーク
登録団体への支援

交付対象団体数を見直し、予算額を縮小する。 △ 100

コミュニティ
課

緑区環境講演会 開催の目的を達成したため、事業を廃止する。 △ 250
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 5,287

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 80,043

２ 607

３ 5,803

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

区役所の事務経費

　職員の研修旅費、一般事務消耗品等、必要な諸経費の
支払を行います。

区役所各課執務室再配置

区役所庁舎等維持管理事業 [参考]

　施設を適切に維持管理するため、施設の整備点検、清
掃、警備等の業務委託や修繕等を行います。

＜特記事項＞

　緑区役所の外壁修繕を行います。 前年度予算額 66,614

増減 19,839 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,128

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。 諸収入 933

市債 8,600

一般財源 74,264

局/部/課 緑区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 528

事務事業名 緑区役所管理事業（総務課） 予算額 86,453

区役所総合案内 [参考]

　来庁者の用件、問合せに関する区役所及び本庁各課
（室）への担当窓口案内を行います。
　また、情報公開コーナーにおける行政資料の整理、閲
覧及び貸出し、行政資料等の無償、有償の頒布を行いま
す。

前年度予算額 6,312

増減 △ 1,025 

局/部/課 緑区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源 5,287

事務事業名 緑区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 5,287

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

【緑区役所】

【緑区役所総合案内】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 125,038 ４ 1,097

２ 16,767 ５ 248

３ 2,809

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 347

２ 1,249

３ 80

　地域の防災意識の高揚を図るため、自治会等の地域住
民を対象に講演会を開催します。

防犯啓発事業

　地域の防犯意識の高揚を図るため、講演会の開催や防
犯安全マップの作製、地域防犯リーダーの育成等を行い
ます。

防災啓発事業

区長マニフェスト策定事業 [参考]

　区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを進めるため
の区長マニフェストを策定します。また、前年度の区長
マニフェストの成果について評価書にまとめます。

前年度予算額 1,596

増減 80 

1,676

＜事業の目的・内容＞

　まちづくりの方向性や区政運営に関する考え方とその取組をまとめた区長マニ
フェストを策定し、区の特徴を生かしながら、区民との協働により、安全で安心
して暮らせるまちづくりを推進します。

局/部/課 緑区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,676

　事故防止を図るため、道路照明灯、道路反射鏡、路面
表示の修繕を行います。

　東浦和駅前及び浦和美園駅西口に設置している公衆便
所の破損、故障等の緊急修繕を行います。

衛生害虫駆除事業

　安全な生活環境を保つため、区民に危害を及ぼすハチ
の巣の駆除を行います。

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　安全で安心して暮らせるまちづくりのため、道路の破
損した箇所の緊急修繕などを行います。

　交通安全の啓発活動及び歩行者・自転車・自動車等に
注意を促す看板の設置を行います。

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 164,076

増減 △ 18,117 

145,959

＜事業の目的・内容＞

　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するとともに、生活に身近な道路の
緊急修繕や交通安全施設整備（道路照明灯、路面表示等）などを行います。

局/部/課 緑区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 145,959

【緑区地域安全講演会】

【道路反射鏡修繕】 【土木緊急修繕】

[参考]
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 7,000 ４ 3,800

２ 581 ５ 730

３ 1,811 ６ 4,221

　多世代に渡る区民から、区政に密着したテーマに関し
て意見を聴く（仮称）緑区タウンミーティングの運営や
市民活動ネットワーク登録団体への支援を行います。

　区民と協働により区役所敷地内の花壇の植え替えや緑
区マルシェを実施するとともに、コミュニティの醸成と
区のまちづくり推進を目的とした事業を行う団体に対す
る補助等を実施します。

緑太郎ロード活用事業 緑区かかしランド

　緑区内の見どころを巡るウォーキングを気軽に楽しめ
る「緑太郎ロード」のウォーキングコースマップを作
成・配布するとともに、初心者・高齢者向けのウォーキ
ング講習会を開催します。

　子どもたちによるかかしの制作や展示を通じ、緑区の
自然・歴史・文化への関心と愛着の醸成を図ります。

緑区タウンミーティング及び市民活動の支援 緑区花と緑のまちづくり推進事業　その他

緑区区民まつり 日光御成道　美園　大門宿まつり

　区民が一体となってまちづくりを行い、ふれあいのあ
る地域社会の形成を図るため、区民と協働で区民まつり
を開催します。

　人口が急増している「美園地区」のコミュニティの醸
成と新旧住民の交流を図ることを目的に、地域資産であ
る日光御成道や大門宿などをテーマとした「日光御成道
美園　大門宿まつり」を実施します。

前年度予算額 19,953

増減 △ 1,810 

＜事業の目的・内容＞

　住民参加のまちづくりをスローガンとし、区民との協働を進め、開かれた区政
を展開するとともに、区の個性を生かしたまちづくりを推進します。

局/部/課 緑区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 18,143

事務事業名 緑区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 18,143
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岩槻区　平成３１年度　区運営方針（案）
１．主な現状と課題

岩槻区は、10区中最大の面積を有し、豊かな緑と水辺、長い歴史を持つ神社

仏閣、城下町や人形のまちとしての地域文化など、多彩な魅力があります。

こうした魅力を守り、生かしながら、住んでいる人、訪れる人が岩槻の良さ

を共感できるまちづくりを推進していくことが求められています。そのため、

岩槻の魅力を積極的に発信し、交流人口の増加を図りながら、にぎわいの創出

に努めていくことが必要です。

また、増加している人口への対応や区民へのアンケート結果をもとに、区民

ニーズを踏まえた事業を展開し、区民満足度の向上を図る必要があります。

重点的に取り組んでほしい分野について

※平成29年度区長マニフェスト評価書アンケート

岩槻区の人口の推移
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（１）区民主役のまちづくり

魅力と活力あるまちづくりを進める

ため、地域の課題や区民ニーズを的確

に捉え、住民同士のふれあいや交流に

よるコミュニティの活性化を図る必要

があります。

また、市民活動団体間及び各団体と

行政との連携による市民活動の活性化

に取り組むなど、区民主役のまちづく

りを促進する必要があります。

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくり

岩槻駅舎の橋上化・東西自由通路の整

備が完了し、観光案内所も設置されたほ

か、岩槻人形博物館等の建設が進むなど

施設整備が進んでいます。

これを好機として、多彩な地域資源を

生かした各種事業を展開し、広く岩槻の

魅力を発信していくことで、来訪者や交

流人口の増加を図り、にぎわいの創出に

取り組む必要があります。

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくり

道路延長が10区中最も長く、道路等の

緊急修繕や交通安全施設の設置要望件数

が非常に多くなっています。

また、近年多発している自然災害への

備えを強化し、災害時の混乱や被害の軽

減が求められています。

これらへの対応が急務となっているほ

か、交通事故の防止、障害者への支援の

充実など、安全・安心で暮らしやすいま

ちづくりに取り組む必要があります。

岩槻やまぶきまつり

城下町岩槻鷹狩り行列

子ども防災教室

-484-



２．基本方針・区分別主要事業

（１）区民主役のまちづくりを促進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 区民まつり事業 8,900 8,900 区民との協働により、地域の特性を生かした

〔コミュニティ課〕 (8,900) (8,900) 区民まつりを開催

2 岩槻タウンカフェ開催 2,321 4,353 区民との協働による魅力あるまちづくりを進

・市民活動支援事業 (2,321) (4,353) めるため、岩槻タウンカフェを開催するとと

〔コミュニティ課〕 もに、市民活動ネットワーク登録団体が行う

各種事業を支援

（２）魅力とにぎわいを創出するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 城下町岩槻鷹狩り行例 10,000 10,000 にぎわい創出及び交流人口の増加を図るため､

事業 (10,000) (10,000) 徳川家康公が鷹狩りの際、岩槻を訪れた史実

〔観光経済室〕 に基づき行列を再現するイベントを開催

4 拡大 城下町岩槻歴史散策事 4,496 1,808 岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を

業 (4,496) (1,808) 目的として、区内の史跡・名所等を巡る散策

〔観光経済室〕 等の事業を実施するとともに、観光スポット

へ案内する歩行者系サイン（木製）を整備

5 新規 岩槻ガイドブック作成 2,194 0 平成20年度に作成した岩槻ガイドブックの刷

業務 (2,194) 0 新

〔コミュニティ課〕

6 人形のまち岩槻　まち 1,440 1,000 岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘

かど雛めぐり支援事業 (1,440) (1,000) 致を図ることを目的とした「人形のまち岩槻

〔コミュニティ課〕 まちかど雛めぐり」の開催を支援

岩槻区の将来像「自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち」の実現に向けて、区民

主役のまちづくりの一層の促進、岩槻の歴史・文化など多彩な地域資源の発信・活用、

区民ニーズの高い暮らしの安全・安心の確保に積極的に取り組み、岩槻の魅力やにぎわ

いの更なる創出、多世代交流をはじめ様々な交流の促進を図るなど、住んでいる人・訪

れる人が岩槻の良さを共感できるまちづくりを推進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

7 健康ウォーキング推進 552 635 市民の健康増進を図るほか、区の魅力をＰＲ

事業 (552) (635) するため、ウォーキング講習会及びウォーキ

〔コミュニティ課〕 ングイベントを開催

（３）安全・安心で暮らしやすいまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

8 土木緊急修繕等事業 193,241 195,110 道路、その他土木施設の緊急的な修繕を実施

〔くらし応援室〕 (193,241) (195,110)

9 交通安全施設維持管理 16,709 38,909 道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕

事業 (16,709) (38,909) を実施

〔くらし応援室〕

10 防犯啓発事業 1,267 1,690 防犯連絡協議会との連携により、親子防犯教

〔総務課〕 (1,267) (1,690) 室、防犯の集い等の啓発事業を実施

11 子ども防災教室事業 50 45 小学生を対象とした防災教室を実施

〔総務課〕 (50) (45)

12 岩槻区顔の見えるネッ 180 180 障害のある方の支援に携わっている事業所、

トワーク事業 (180) (180) 法人等の関係機関のネットワークを強化する

〔支援課〕 とともに、関係機関職員のスキルアップを図

るため、会議を開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

総務課
防犯啓発品購入数量
の見直し

必要数量を精査したことにより、消耗品費を縮小す
る。

△ 389

コミュニ
ティ課

岩槻区区民会議
岩槻区区民会議を見直し、新たに岩槻タウンカフェ
を開催することにより、予算額を縮小する。

△ 2,032

高齢介護課
笑いを取り入れた健
康体操サポーター養
成方法の見直し

笑いを取り入れた健康体操サポーターの養成が完了
したことにより、報償費を廃止する。

△ 256
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 -

＜主な事業＞

１ 9,211 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 101 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 198,632 [参考]

２ 796

３ 4,293

　（仮称）市税事務所開設に伴う空きスペースの有効活
用を図るため、区役所執務室の再配置を行います。

　　　　　　　　 岩槻区役所正面玄関

区役所庁舎等維持管理事業

　区役所庁舎の賃借料及び共益費等の必要な経費を支出
するほか、区役所庁舎及び別館施設の保守管理や修繕等
を実施し、適切な維持管理を行います。

区役所の事務経費

　職員の旅費や一般事務消耗品等の区役所運営に係る事
務経費を支出します。

区役所各課執務室再配置

前年度予算額 197,322

増減 6,399 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 946

　来庁者や職員の安全を確保するとともに、施設の効果的な活用を図り、区民生
活に密着したサービスを提供するため、区行政の拠点である区役所庁舎や別館等
の維持管理を行います。
　また、区行政の円滑な運営を図るために必要な事務経費を支出します。

一般財源 201,625

203,721

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 使用料及び手数料 1,150

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

事務事業名 岩槻区役所管理事業（総務課） 予算額

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 一般財源

事務事業名 岩槻区役所管理事業（くらし応援室） 予算額 9,211

前年度予算額 9,126

増減 85 

9,211

＜事業の目的・内容＞

　来庁者の用件・問合せ等に対し、的確・迅速・丁寧な案内を行います。

区役所総合案内事業

　来庁者の様々な用件に対し、担当窓口への案内等を行
います。また、隣接する情報公開コーナーにおいて、行
政資料等の整理、閲覧、貸出し及び頒布を行うととも
に、出生・新築・婚姻に伴う記念樹の交付を行います。

岩槻区役所総合案内
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 193,241 ４ 2,030

２ 16,709 ５ 400

３ 1,117

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 370 ４ 68

２ 1,267

３ 50

　区の運営方針や具体的な取組等を示す平成31年度区長
マニフェスト及び平成30年度区長マニフェスト評価書を
作成します。

　区役所庁舎内に設置したチャイルドコーナーの維持管
理及び3階のロビー等で写真や作品の展示を行います。

　子どもの防災に関する知識の向上を図るため、区内の
小学生を対象に防災教室を実施します。

防犯啓発事業

　防犯連絡協議会との協働により、親子防犯教室や防犯
の集い等の啓発事業を行います。

子ども防災教室事業

前年度予算額 2,142

増減 △ 387 

区長マニフェスト策定事業 区民に親しまれる明るい区役所づくり

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（総務課） 予算額 1,755

＜特記事項＞

　公衆街路灯のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業で実施するため、交通安全施設維持管理
事業に係る修繕費の一部を減額しました。

前年度予算額 237,075

増減 △ 23,578 

＜事業の目的・内容＞

　区民のニーズに迅速に対応するため、道路、その他土木施設の緊急修繕、交通
安全施設修繕、衛生害虫駆除及び交通安全啓発活動を行い、身近な生活環境を維
持して安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進めます。

局/部/課 岩槻区役所/くらし応援室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 213,497

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（くらし応援室） 予算額 213,497

交通安全施設維持管理事業 公衆便所維持管理事業

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路照明灯、道路反射鏡、路面表示等の修繕を行
います。

　岩槻駅及び東岩槻駅に設置してある公衆便所の破損、
故障等の緊急修繕を行います。

衛生害虫駆除事業

土木緊急修繕等事業 交通安全啓発事業その他

　区民が安全・安心で暮らしやすい生活環境を維持する
ため、道路、その他土木施設の緊急的な修繕を行いま
す。

　交通事故防止の徹底を図るため、警察署や関係団体等
と連携し、交通安全啓発活動を行います。また、その他
各種事業の物品等の購入を行います。

　区民からの依頼を受けて、危害を及ぼすおそれのある
ハチの巣の駆除を行います。

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 1,755

＜事業の目的・内容＞

　区の特性を生かしたまちづくりを積極的かつ効果的に推進するため、区の運営
方針等を示す区長マニフェスト及び評価書を作成します。
　また、安全・安心で、明るく住みよい地域社会を実現するため、防犯・防災の
啓発に取り組むとともに、区民に親しまれる明るい区役所づくりを進めます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 10,000 [参考]

２ 4,496

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 －

＜主な事業＞

１ 8,900 ４ 1,440

２ 552 ５ 2,194

３ 2,321 ６ 1,901

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（コミュニティ課） 予算額 17,308

2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 17,308

＜事業の目的・内容＞

　地域の特性を生かした参加と協働による区政を推進す
るため、岩槻タウンカフェを開催し、意見交換会を行い
ます。また、市民活動ネットワーク登録団体が行う各種
事業を支援し、区民参加と協働を推進します。

　子どもたちの健全育成のため、大宮アルディージャと
連携し、区内の小学生を対象とした少年少女サッカー教
室を開催するほか、駅前等で色とりどりの苗を植栽し、
花と緑のまちづくり事業等を行います。

17,032

増減 276 

　様々な事業を通して、区民との協働を進め、区の特性を生かしながら多世代が
交流できる住民参加のまちづくりを推進します。

前年度予算額

区民まつり事業 人形のまち岩槻　まちかど雛めぐり支援事業

　新たな郷土づくり及び郷土意識の醸成並びに地域住民
の連帯をより一層高めるため、区民との協働により、地
域の特性を生かした岩槻やまぶきまつりを開催します。

　城下町岩槻の観光資源を活用し、多くの観光客の誘致
や、中心市街地の活性化を図ることを目的とした「人形
のまち岩槻　まちかど雛めぐり」の開催を支援します。

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/観光経済室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 14,496 

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（観光経済室） 予算額 14,496

＜事業の目的・内容＞

　岩槻の歴史や文化を生かしながら、にぎわいの創出及び交流人口の増加を促進
し、住む人・訪れる人が岩槻の良さを共感できる事業を展開します。

城下町岩槻鷹狩り行列事業

　城下町岩槻としての魅力を発信し、にぎわいの創出及
び交流人口の増加を図るため、江戸時代に徳川家康公が
鷹狩りで岩槻を訪れた史実に基づき、鷹狩り行列を再現
するイベントを開催します。

城下町岩槻歴史散策事業

　岩槻の観光資源を活用し、にぎわいの創出を目的とし
て、区内の史跡・名所等を巡る散策等の事業を実施する
とともに、観光スポットへ案内する歩行者系サイン（木
製）を整備します。

前年度予算額 14,298

増減 198 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/コミュニティ課

款/項/目

健康ウォーキング推進事業 岩槻ガイドブック作成業務

　生活習慣病や介護予防など、市民の健康増進を図るほ
か、区の魅力をＰＲするため、ウォーキングコースの周
知及びウォーキングの講習会・イベントを行います。

　平成20年度に作成した岩槻ガイドブックをボランティ
ア団体との協働により刷新します。

岩槻タウンカフェ開催・市民活動支援事業 少年少女サッカー教室の開催その他

城下町岩槻鷹狩り行列
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 -

＜主な事業＞

１ 180 [参考]

局/部/課 岩槻区役所/健康福祉部/支援課

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 一般財源 180

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業（支援課） 予算額 180

前年度予算額 180

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　障害のある方やその家族が必要と思われる高品質なサービスの提供ができるよ
う、関係機関職員のスキルアップを図るため、専門講師による講演や情報交換を
行う会議を開催し、障害のある方が安心して暮らせるまちづくりを推進します。

岩槻区顔の見えるネットワーク事業

　障害のある方の支援に携わっている事業所、法人等関
係機関のネットワークを強化するとともに、関係機関職
員のスキルアップを図るため、専門講師による講演と講
演内容に関するグループワークを行う会議を開催しま
す。

岩槻区顔の見えるネットワーク会議
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消防局　平成３１年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では震度6弱、同年9月に
発生した平成30年北海道胆振東部地震では、平成28年熊本地震以来となる最大震
度7を観測し、多くの住民が死傷する大災害となりました。
また、平成30年7月に発生した台風第7号等の影響による豪雨では、西日本を中

心とする広い範囲で甚大な人的・物的被害が生じたほか、同年9月に上陸した台
風第21号及び第24号では、本市においても豪雨や暴風により多方面にわたる被害
が生じたことから、消防局では総力を挙げて被害の軽減を図ったところです。
今後、首都直下地震や南海トラフ地震、大規模な風水害等の発生が危惧される

中、本市を震源とする地震の被害想定では、市内を最大震度6強の揺れが襲い、
火災発生時には延焼により多くの家屋が焼失するとの予測結果が示されていると
ともに、気候変動や都市化の進展により風水害の発生リスクも増大していくもの
と考えられます。
さらに、超高齢社会の到来等による社会環境の変化により、救急出場件数は

年々増加の一途をたどっており、住宅火災発生時における高齢者被害について
も、今後更なる増加が懸念されています。

火災、救急はもとより、全国各地で発生している記録的な自然災害や、発生が
危惧されるテロ災害等の大規模災害から、130万市民の生命と財産を保護する責
務を担う消防局は、人命救助を最優先とした消防活動を行うため、総合的な消防
体制の充実強化に取り組み、災害に強いさいたま市を構築する必要があります。

【平成30年北海道胆振東部地震における消防機関等の活動】

写真提供：総務省消防庁

【平成30年7月豪雨における消防機関等の活動（広島市）】
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（１）複雑多様化する災害への対応
平成29年2月に埼玉県三芳町で発生した倉庫火災や、同年12月に本市で

発生した特殊浴場火災、平成30年1月に札幌市で発生した生活困窮者等が
居住する施設での火災など、災害の様態は複雑多様化してきており、２０
２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、競技会
場を抱える本市においても、テロ災害等の発生が危惧されています。

建物火災における延焼防止を図るとともに、あらゆる災害現場において
要救助者を適切に救出救護するために、消防署所、消防車両及び人員を計
画的に整備することに加え、消防職員の知識及び技術を向上し、消防体制
の充実強化を図る必要があります。
また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催期

間中における消防体制を強化し、市民及び来訪者の安心・安全を確保する
必要があります。

【バスケットボール会場】

さいたまスーパーアリーナ

【サッカー会場】

埼玉スタジアム２〇〇２

写真提供：埼玉県 写真提供：（公社）さいたま観光国際協会

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

さいたま市 1,248人 1,247人 1,248人 1,265人 1,272人 1,274人 1,302人 1,321人

全国 159,354人 159,730人 160,392人 161,244人 162,124人 163,043人 163,814人

150,000人

160,000人

170,000人

1,100人

1,300人

1,500人

全国の消防職員数と本市の消防職員数の推移（各年4月1日現在）

全国

さいたま市

集計中

※全国の消防職員数は、「消防白書」（消防庁）より引用

さいたま市 全国
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【さいたま市直下地震による本市の主な被害想定一覧】

出典：さいたま市被害想定調査（平成26年3月）
＊マグニチュード7.3、冬の18時、風速8m/秒を想定

（２）発生が危惧される大規模災害への対応
国の地震調査研究推進本部によると、震度5弱以上を観測した地震は、

平成28年に12回、平成29年に8回発生し、平成30年は6月に大阪府で震度6
弱、9月に北海道で震度7と、全国各地で地震による甚大な被害が発生して
います。
本市の地域防災計画では、さいたま市直下地震による揺れを震度6強と

想定していることから、大規模災害発生直後の初動態勢の確立を図り、消
防力の的確な運用により火災の延焼を阻止するとともに、本市に進出する
緊急消防援助隊との連携強化を図る必要があります。
また、経験豊富な元消防職員による消防協力体制を一層充実させ、自主

防災組織等との協働体制を構築する必要があります。

さらに、大規模災害時には、自助、共助、公助それぞれの役割が十分に
発揮されることが必要であり、地域コミュニティにおいて大きな役割を果
たしている消防団の充実と、将来の地域における防火・防災の担い手とな
る少年消防団の育成を図る必要があります。

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

さいたま市 1,192人 1,200人 1,225人 1,230人 1,237人 1,238人 1,232人 1,229人

全国 879,978人 874,193人 868,872人 864,347人 859,995人 856,278人 850,331人

800,000人

850,000人

900,000人

1,100人

1,300人

1,500人

全国の消防団員数と本市の消防団員数の推移（各年4月1日現在）

全国

さいたま市

集計中

※全国の消防団員数は、「消防白書」（消防庁）より引用

さいたま市 全国
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（３）火災による被害増加への対応
火災による高齢者被害の増加が懸念されていることを踏まえ、住宅火災に

よる被害の軽減につなげる火災予防対策を推進する必要があります。
その中でも、住宅用火災警報器は、設置の義務化から10年以上が経過して

おり、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなるこ
とが考えられるため、本体の交換等を市民に周知していく必要があります。
また、市民の防火・防災意識の高揚を図るためには、住宅防火訪問による

市民への直接的な防火対策指導や、災害疑似体験装置を活用した防火・防災
学習等の機会を提供していく必要があります。

さらに、宿泊施設や自力避難困難者が利用する施設等は、ひとたび火災が
発生すると大きな被害につながることから、防火管理体制や消防用設備等が
関係法令に適合するよう、事業所等の関係者に指導を行い、火災等の発生防
止及び被害の軽減を図る必要があります。

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
死者（人） 6 8 15 7 5

負傷者（人） 33 29 35 21 39
住宅火災件数 117 119 114 98 102
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7 5

33 29
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21

39

117 119 114
98 102
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過去５年間における本市の住宅火災件数等の推移（年中）
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住宅火災件数
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※死者は放火自殺者を除き、（ ）内はうち、65歳以上の高齢者の人数
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

院外心肺停止傷病者数（人） 1,225 1,258 1,232 1,313 1,320

応急手当実施数（回） 509 582 581 552 567

実施率 41.6% 46.3% 47.2% 42.0% 43.0%

41.6%
46.3% 47.2%

42.0% 43.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
過去５年間における応急手当実施率の推移（年中）

実施率

平成

20年
平成

21年
平成

22年
平成

23年
平成

24年
平成

25年
平成

26年
平成

27年
平成

28年
平成

29年
搬送人員（人） 42,990 43,182 47,701 50,251 50,790 51,978 52,715 53,635 57,110 59,055
高齢者搬送人員（人） 18,536 18,459 20,949 22,982 23,709 25,072 26,266 27,159 29,274 31,398
救急出場件数（件） 48,773 49,253 54,294 57,365 58,394 60,160 60,006 61,452 64,692 67,034

0

20,000

40,000

60,000

搬送人員（人）

高齢者搬送人員（人）

救急出場件数（件）
過去１０年間における救急出場件数と搬送人員の推移（年中）

搬送人員

うち、65歳以上の高齢者

（４）救急需要増大への対応
救急出場件数は年々増加の一途をたどり、平成29年中の救急出場件数は6万

7千件を超え、過去最多を記録しています。
今後も、高齢者数の増加等により、救急出場件数の更なる増加が見込まれ

ることから、救急需要対策に取り組む必要があります。

また、救急要請の通報から救急車の到着まで、一定の時間を要することか
ら、救急現場に居合わせた市民が心肺蘇生やＡＥＤ等を使用した応急手当を
行えるよう、応急手当講習の受講者を増やしていく必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）複雑多様化する各種災害に適切に対応するため、消防力を計画的に整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 総振 消防力等整備事業 1,373,567 1,842,322 大規模化、複雑多様化する災害に的確に対応

〔消防総務課、消防企 (413,563) (465,539) するため、さいたま市消防力整備計画に基づ

画課、消防施設課、警 き、岩槻消防署の移転に係る建設工事、中央

防課、救急課、指令 消防署の移転に係る設計業務等を実施

課〕

2 新規 ２０２０年東京オリン 17,664 0 大会開催期間中（前後期間を含む）の消防特

ピック・パラリンピッ (11,964) (0) 別警戒の実施に向けた体制構築

ク競技大会消防特別警

戒実施事業

〔消防団活躍推進室、

消防企画課、消防職員

課、警防課、救急課、

指令課〕

3 職員研修事業 51,142 51,383 職員の職務遂行上必要な知識及び技術の向上

〔消防職員課〕 (51,142) (51,383) につながる人材育成の実施

4 警防業務推進事業 54,155 57,898 消防部隊の教育訓練の実施及び資機材の整備

〔警防課〕 (54,155) (57,898)

5 拡大 車両整備事業 940,657 405,129 消防車両の更新整備

〔警防課〕 (23,257) (41,329)

130万市民の生命、身体及び財産を大規模・多様化する各種災害から保護するため、消防
力を計画的に整備し、消防職員等への教育や訓練の充実により、消防活動能力の向上を図り
ます。
また、市民・事業者の防火防災意識の高揚を図り、火災の予防や災害による被害の軽減を

図ります。
さらに、救急需要対策に取り組むとともに、救命効果を高めるために、市民の応急手当の

知識と技術の習得を促進します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（２）震災をはじめとした、受援を必要とする大規模災害時における警防体制を強化すると

　　　ともに、地域防災力の中核である消防団の充実強化を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 総振 元消防職員による消防 254 864 ボランティア保険の加入及び安全装備品等の

倍増 協力体制整備 (254) (864) 整備

成長 〔消防総務課〕

創生

7 拡大 消防団充実強化事業 251,227 244,122 消防分団車庫及び装備品等の整備、消防団の

総振 〔消防団活躍推進室、 (157,427) (160,422) 認知度向上と入団促進を図るため、消防団員

創生 消防施設課〕 による広報や自主防災組織等との連携を強化

8 新規 警防体制強化事業 3,988 0 大規模災害による市民の被害を最小限にする

総振 〔警防課、指令課〕 (3,988) (0) ため、消防活動を総括する警防本部室に、情

創生 報端末等の機器及び災害情報の集約・分析に

必要なシステムを新たに整備

9 新規 署活動用無線機整備事 2,962 0 大規模災害時における非常参集職員に対する

業 (2,962) (0) 署活動用無線機を整備

〔指令課〕

（３）火災を予防し、火災による被害を軽減するため、火災予防対策の推進を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

10 総振 火災予防対策推進事業 4,969 4,834 住宅防火訪問及び高齢者家庭防火訪問の実施

創生 〔予防課、査察指導 (2,510) (3,269) 並びに過去の火災や事故を踏まえ計画的な査

課〕 察及び関係部局と連携した指導を実施

11 新規 ＶＲ災害疑似体験装置 2,412 0 防災センター防災展示ホールへＶＲ災害疑似

（火災体験）試験導入 (2,412) (0) 体験装置を試験的に導入し、本設置に向けた

事業 課題を抽出

〔予防課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（４）救急需要対策と応急手当の普及啓発を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

12 総振 救急需要対策事業 1,471 1,502 増加する救急要請に対応するため、「119救

創生 〔救急課〕 (1,471) (1,502) 急ガイド」の配布など、緊急度判定体系の確

立に向けた取組

13 総振 応急手当普及啓発事業 4,980 5,069 市民の応急手当講習の受講促進及び応急手当

創生 〔警防課、救急課〕 (4,930) (5,069) の市民指導者の養成

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

消防総務課
消防音楽隊楽器オー
バーホール計画

消防音楽隊が保有する楽器のうち、使用頻度の少ない楽
器のオーバーホールの間隔を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 84

消防団活躍推
進室

トランシーバー配備計
画

トランシーバーの配備計画を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 864

消防企画課
寝具カバー類の使用品
目

寝具カバー類のうち毛布カバーについて、使用実績が著
しく少ないことを鑑み、必要性を見直し廃止する。

△ 73

消防職員課
資格免許登録に関する
人数

職員採用試験の要件・資格を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 381

消防施設課 清掃業務委託の統合
清掃業務について分散していたものを統合し、予算額を
縮小する。

△ 2,504

予防課 広報用印刷製本費 広報用印刷物の作成部数を見直し、予算額を縮小する。 △ 219

査察指導課
権限移譲に伴う研修事
業

火薬類取締法・高圧ガス保安法の権限移譲が完了したた
め、研修事業の内容を見直し、予算額を縮小する。

△ 170

警防課
消防活動用偵察システ
ムの教育訓練費

市内にこれまでと同等の教育訓練機関が新設され、費用
を比較検討したことにより、予算額を縮小する。

△ 99

救急課
救急救命士生涯研修計
画

指導救命士による教育体制を確立させ、病院研修に係る
日数の短縮を図り、予算額を縮小する。

△ 95

指令課
通信機器に関する消耗
品費

署活動用無線機の追加整備に伴い、通信機器消耗品の購
入費を見直し、予算額を縮小する。

△ 55
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 1,357 ４ 9,005

２ 254

３ 8,384

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 2,356

２ 17,545

３ 100,200

前年度予算額 129,748

増減 △ 9,647 

＜事業の目的・内容＞

　消防局及び消防署所の執務環境を維持するための複写機及び寝具の借上げ、消
防活動に必要となる防火服を含む消防活動用被服等の調達を行います。

　消防局及び消防署所の執務環境の維持に必要な複写機
及び寝具の借上げや、共通備品の払出し等を行います。

消防活動に要する被服等の調達

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い配置され
る職員が、消防活動を安全かつ円滑に遂行するために必
要な防火服を含む消防活動用被服等の給貸与を行いま
す。

事務事業名 消防業務推進事業 予算額 19,000

＜事業の目的・内容＞

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、落成式を行います。
　元消防職員を活用した協力体制を確立し、消防体制の充実及び地域防災力の強
化を図ります。
　消防局の表彰事務、文書事務等を、円滑かつ効率的に執行するための管理運営
及び消防音楽隊に関する事務を行います。

　消防局の広聴広報業務について、消防企画管理事業から移管しました。 前年度予算額 16,236

増減 2,764 

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 120,101

　消防活動を安全かつ円滑に遂行するため必要な防火服
を含む消防活動用被服等の給貸与等を行います。

執務環境の維持管理

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

＜特記事項＞

元消防職員による消防協力体制整備

　元消防職員を活用した協力体制を確立し、消防体制の
充実及び地域防災力の強化を図ります。

消防業務の推進

　表彰事務、局共通の郵便料、広報事務等の執行管理を
始めとする文書事務など、消防局の管理運営を行いま
す。

事務事業名 消防局運営事業 予算額 120,101

局/部/課 消防局/総務部/消防総務課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 19,000

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6118

消防力等整備事業 消防音楽隊に関する事務

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、落成式
を行います。

　演奏活動を通じて消防行政全般について広報を行い、
市民の防火・防災意識の高揚を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 7,359

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 6,426 ４ 15

２ 338

３ 1,697

　消防法に定められている消防、救助、救急活動等に起
因する損害賠償保険に加入し、関連事務を行います。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、大
会組織委員会及び全国消防長会等の関係機関が主催する
会議に参加します。

損害賠償事務

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業 外部機関会議

　さいたま市消防力整備計画の整備効果を検証し、次期
さいたま市消防力整備計画の策定に向けた調査及び検討
を進めます。

　所管事業に関する外部機関主催の会議に参加します。

＜特記事項＞

　次期さいたま市消防力整備計画の策定に向けた調査・検討を進めます。また、
消防局の広聴広報業務について、消防業務推進事業へ移管しました。

前年度予算額 1,802

増減 6,674 

8,476

＜事業の目的・内容＞

　消防力の充実強化を図るため、次期さいたま市消防力整備計画の策定に向けた
調査・検討を進めるとともに、東京２０２０大会の本市における競技開催に伴
い、大会組織委員会等が主催する会議に参加し、情報収集及び他機関との連携を
図ります。
　また、消防業務に起因する損害について、賠償保険に対する事務を行います。

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源

事務事業名 消防企画管理事業 予算額 8,476

消防署所に係る物品等の調達

　消防署所における執務環境を維持するため、必要な消
耗品・庁用備品の調達等を行います。

＜特記事項＞

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴う初度消耗品及び初度備品の調達が
終了しました。

前年度予算額 40,632

増減 △ 33,273 

7,359

＜事業の目的・内容＞

　消防署所における、消防事務の執行及び執務環境の維持に必要な物品の調達等
を行います。

局/部/課 消防局/総務部/消防企画課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源

事務事業名 消防署運営事業 予算額 7,359
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 51,142

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 23款

-

＜主な事業＞

１ 54

２ 9,376

３ 3,653

　消防力を低下させないため、伝染及び感染のおそれが
ある各種疾病に対し予防接種を実施します。

衛生管理事務

前年度予算額 13,253

増減 △ 170 

＜事業の目的・内容＞

　労働安全衛生法に基づき、消防局及び各消防署に産業
医を選任し、職員の健康管理及び職場環境の改善を図り
ます。

予防接種の実施その他

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、消
防特別警戒の実施に必要な救急医薬品等の整備を行いま
す。

一般財源 13,053

　職員の安全の確保と健康の保持及び増進を図り、快適な職場環境を整備するこ
とを目的に、職員の労働安全衛生と健康管理についての事業を実施します。

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 30

事務事業名 職員管理厚生事業 予算額 13,083

職員研修事業

　自己能力、実務能力及び知識の向上のため、各種研修
を実施します。
　また、職場における安全運転を確保するため、安全運
転管理者を選任し、安全運転の徹底を図ります。

局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

前年度予算額 51,383

増減 △ 241 

＜事業の目的・内容＞

　職員が、職務の遂行上必要な知識、技術等を修得し、市民ニーズに応えられる
職員の育成を図ることを目的として消防職員研修を実施します。
　また、安全運転管理体制の推進等についての事業を実施します。

局/部/課 消防局/総務部/消防職員課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 51,142

事務事業名 職員研修事業（消防職員課） 予算額 51,142
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 2,510 ４ 3,533

２ 2,412 ５ 16,013

３ 5,030

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 16款

＜主な事業＞

１ 2,459 ４ 1,101

２ 1,728

３ 1,209

事務事業名 火災予防推進事業 予算額 29,498
局/部/課 消防局/予防部/予防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 29,498

＜事業の目的・内容＞

　住宅防火対策をはじめとした各種火災予防対策の推進及び火災原因究明のため
調査技術の向上を図るとともに、市民や事業所の火災予防思想を普及啓発し、火
災発生防止や火災による被害の軽減を図ります。
　また、災害等の疑似体験を通じて市民の防火・防災意識の向上を図るため、防
災学習施設の管理及び運営を行います。

前年度予算額 25,560

増減 3,938 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6120（一部）

火災予防対策推進事業 防災センター防災展示ホールの運営

　防火訪問を実施し、住宅用火災警報器の設置促進及び
適切な維持管理を推進することにより、火災による被害
の軽減を図ります。

　災害等の疑似体験を通じ、市民の防火、防災意識を高
めるために防災学習施設の管理及び運営を行います。

ＶＲ災害疑似体験装置（火災体験）試験導入事業 火災調査業務

　防災センター防災展示ホールへＶＲ災害疑似体験装置
を試験的に導入し、本設置に向けた課題を抽出します。

　類似火災発生防止等を目的として、必要な資器材を整
備し、火災原因を究明します。

火災予防の推進

　住宅防火対策をはじめとした、各種火災予防対策を推
進するとともに、積極的な広報を実施し、市民の火災予
防に対する意識の高揚を図ります。

事務事業名 予防規制等推進事業 予算額 6,497
局/部/課 消防局/予防部/査察指導課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 使用料及び手数料 6,497

＜事業の目的・内容＞

　消防法及び関係法令に基づき、建築確認に伴う消防用設備等設置に係る消防同
意事務並びに危険物施設、火薬類施設及び高圧ガス施設に係る許可等の審査事務
並びに防火対象物等への立入検査及び違反処理を行い、火災予防の徹底を図りま
す。

前年度予算額 5,805

増減 692 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6120（一部）

火災予防対策推進事業 火薬類・高圧ガス等規制事務

　事業所等に対し、消防法令の現行基準及び法令改正基
準へ適合するよう指導を行います。

　火薬類施設及び高圧ガス施設に係る許可等の審査並び
に検査を通じ、火薬類取締法令、高圧ガス保安法令及び
液化石油ガス法令の基準に適合するよう指導を行いま
す。

消防同意・検査等事務

　建築確認申請等の消防同意等に必要な審査、消防用設
備等の検査及び設置に関する指導並びに届出の受付処理
を行います。

危険物規制事務

　危険物施設設置に係る許可等の審査及び完成検査並び
に危険物施設に係る届出の受付処理を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 679 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 17款

＜主な事業＞

１ 1,000 [参考]

事務事業名 消防装備運営事業 予算額 679 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 679 

＜事業の目的・内容＞

　全国消防長会では、消防制度及び技術の総合的研究を行うため、7つの事業推進
委員会が設置されています。
　本市は「技術委員会」委員長都市を担っており、消防機械器具・装備品・通信
機器の研究開発及び改善並びに諸課題の解決に向けた審議等の対応を図り、全国
消防の健全な発展に寄与しています。

消防装備等運営事業

　全国消防長会技術委員会及び常任委員会を開催しま
す。
　第97回技術委員会　2019年 5月上旬（愛知県豊田市）
　常任委員会　　　　2019年11月上旬（北海道旭川市）

前年度予算額 247 

増減 432 

事務事業名 災害対策事業 予算額 1,000 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 国庫支出金 1,000 

＜事業の目的・内容＞

　消防の広域応援体制として「緊急消防援助隊」が法制化され、本市では現在55
隊を登録し、常時出動要請に即応できる態勢を整備します。

前年度予算額 500 

増減 500 

災害対策事業

　部隊が応援先に出動するための移動に係る経費並びに
出動部隊が応援活動に必要な燃料、食糧及び消耗品を確
保します。

第96回 全国消防長会技術委員会

（神奈川県鎌倉市）

平成29年3月栃木県那須

町雪崩事故に出動した緊

急消防援助隊の活動状況

（栃木県那須町）

平成27年9月関東・東

北豪雨災害に出動した緊

急消防援助隊の活動状況

（茨城県常総市）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 -

＜主な事業＞

１ 7,801 ４ 2,707 

２ 4,262

３ 54,155 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 23款

-

＜主な事業＞

１ 943 ４ 43,332

２ 4,161

３ 1,471

事務事業名 警防業務推進事業 予算額 68,925 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 一般財源 68,925 

＜事業の目的・内容＞

　大規模化、複雑多様化する災害に的確に対応するため、警防体制の強化を図る
とともに、消防部隊に対する教育訓練の実施及び消防活動用資機材の整備を行い
ます。

消防力等整備事業 警防体制強化事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、効果的
な消防活動を行うため、消防活動用資機材の整備及び点
検を行います。

　大規模災害による市民の被害を最小限にするため、消
防活動を総括する警防本部室整備を図り、災害情報の集
約・分析に必要な情報管理システムを整備し、市災害対
策本部と効率的な情報共有を図ります。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、消
防特別警戒の実施に必要な情報共有用資機材等の整備を
行います。

警防業務推進事業

＜特記事項＞

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴う初度消耗品及び初度備品の調達が
終了しました。

前年度予算額 86,432 

増減 △ 17,507 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6117（一部）

[参考]

　隊員の育成、部隊活動能力の強化を図るため、各種研
修及び訓練を実施します。
　効果的な消防活動を行うため、消防活動用資機材の整
備及び点検を行います。

事務事業名 救急業務推進事業 予算額 49,907
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 6,941

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 42,966

　市民の安心・安全を確保するために、救急活動に必要な資器材の充実を図りま
す。
　また、救急業務を安定的かつ持続的に提供していくために、救急需要対策を推
進します。

前年度予算額 45,954

増減 3,953 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6121（一部）

消防力等整備事業 円滑な救急業務体制の推進

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、救急活
動に必要な資器材等の整備を図ります。

　安全・確実な救急活動を行うため、必要な資器材の充
実を図り、円滑な救急業務体制を推進します。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、消
防特別警戒の実施に必要な救急資器材等の整備を行いま
す。

救急需要対策事業

　増加する救急要請に対応するため、「119救急ガイド」
の配布など、緊急度判定体系の確立に向けて段階的に取
り組みます。

ＮＢＣ災害総合連携訓練（埼玉スタジアム２○○２）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 23款

-

＜主な事業＞

１ 4,547

２ 14,279

３ 3,746

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 24款

-

＜主な事業＞

１ 31,207 ４ 2,962

２ 7,667 ５ 663,196 

３ 1,281 ６ 142,146

事務事業名 救急高度化推進事業　 予算額 22,572
局/部/課 消防局/警防部/救急課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 諸収入 50

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 22,522

　市民等の救急要請に際して、高度な救急サービスを提供するため、病院前救護
体制の強化を推進するとともに、救急救命士をはじめ、救急隊員に対する研修等
を行い、知識・技術の向上を図ります。
　また、市民に対する応急手当の正しい知識と技術の普及を推進します。

前年度予算額 26,736

増減 △ 4,164 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6121（一部）

応急手当普及啓発事業

　市民や事業所などを対象とした応急手当講習及び応急
手当普及員の育成を推進するとともに、より市民が理解
しやすい応急手当指導に取り組み、応急手当実施率の向
上を図ります。

病院前救護体制の強化

　救急医療機関との連携を図るとともに、救急隊員の知
識や技術の維持・向上のための教育や救急救命処置範囲
拡大に伴う救急救命士の育成を推進します。

ＡＥＤ等の維持管理

　消防庁舎及び消防自動車に配備しているＡＥＤ等の維
持管理を行い、救命効果の向上を図ります。

事務事業名 指令業務推進事業 予算額 848,459 
局/部/課 消防局/警防部/指令課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/1目 常備消防費 市債 6,100 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 842,359 

　消防緊急情報システム及び消防施設に係る通信の維持管理を行い、万全な通信
体制を維持します。
　また、電波法令に基づき無線設備等の適正な維持管理及び運用を実施します。

＜特記事項＞

　消防署所の改修、修繕に伴い通信機器等を移設します。 前年度予算額 795,273 

増減 53,186 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6117（一部）

消防力等整備事業 署活動用無線機整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署の新設に伴い、消防緊
急情報システム等を整備します。

　大規模災害時における非常参集職員に対する署活動用
無線機を整備します。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業 通信体制の維持管理

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、消
防特別警戒の実施に必要な通信体制を整備します。

　消防緊急情報システム等に係る運用の管理を行い、万
全な通信体制を維持し、市民の安心・安全を確保しま
す。

警防体制強化事業 無線設備等の維持管理

　大規模災害による市民の被害を最小限にするため、消
防活動を総括する警防本部室整備を図り、警防本部と署
隊本部の連携強化に必要な情報管理システムを整備しま
す。

　災害時において、円滑な消防救急活動を実現するた
め、指令センターから操作する無線設備及び消防・救急
隊員が使用する無線機の適正な維持管理を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 173 23款

-

＜主な事業＞

１ 435 ４ 1,800

２ 143,926 ５ 3,849

３ 89,466

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 16款

19款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 15,491 ４ 50,467

２ 200,970 ５ 612,291

３ 124,545

事務事業名 消防団運営事業 予算額 239,476
局/部/課 消防局/総務部/消防団活躍推進室

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/2目 非常備消防費 諸収入 32,642

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 206,834

　地域防災の中核的存在である、消防団の運営を適切に推進していくために報酬
等の支給や活動環境の維持、団員確保対策等の各種事業を行い、消防団の充実強
化を図ります。
　また、自警消防団の運営を支援するため助成金を交付します。

前年度予算額 240,606

増減 △ 1,130 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6119（一部）

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業 自警消防団への助成

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、会
場視察やボランティアスタッフに対しての応急手当指導
を行います。

　市内に組織された自警消防団の運営に必要な助成金の
交付事務を行います。

消防団充実強化事業 消防出初式の開催

　消防団充実強化計画に基づき、消防団員の確保対策と
活動環境の整備を行います。

　消防団員の士気高揚を図り、消防行政に対する理解と
信頼を深めることを目的として、消防出初式を開催しま
す。

消防団組織運営の維持

　消防団の円滑な運営及び活動環境維持のために、運営
費の交付や公務災害補償に関する事務、退職報償金の支
給、消防団員研修等の管理事務を行います。

事務事業名 消防施設等維持管理事業 予算額 1,003,764
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 132

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 35,185

　消防庁舎及び消防団施設等を対象に、建築物の維持管理に関する法令等を遵守
し、安全で衛生的な環境を確保するため、適正な保守点検、修繕及び改修等を行
うことにより、突発的な事故を抑制し、職場環境の安全性の向上を図ります。

繰入金 145,625

諸収入 874

市債 440,300

一般財源 381,648

＜特記事項＞

　防災センター・大宮消防署の中規模修繕工事、桜消防署大久保出張所の大規模
改修工事を行います。

前年度予算額 640,249

増減 363,515 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）

消防力等整備事業 施設修繕

　(仮称）見沼区片柳地区消防署建設後に係る施設の維持
管理を行います。

　災害対応及び防災の拠点施設となる消防庁舎の機能を
維持するために必要となる維持管理修繕を行います。

消防施設の維持管理 消防施設の予防保全

　施設の維持に必要な消耗品の調達、光熱水費等の管
理、敷地及び施設の維持管理を行います。

　消防庁舎の中規模修繕等に係る工事等を行います。

消防施設の保守管理・法定点検

　建築物の維持管理に関する法令等を遵守し、安全で衛
生的な環境を確保するため、清掃、施設等の保守管理及
び法定点検を行います。

-508-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 24款

-

＜主な事業＞

１ 1,303,057

２ 107,301

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 16款

24款

-

＜主な事業＞

１ 65,837 ４ 3,446

２ 12,128

３ 50,088

事務事業名 消防施設等整備事業 予算額 1,410,358
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 市債 1,053,500

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 356,858

　消防体制の充実強化及び消防署所を計画的に整備するため、消防署所の建設工
事及び設計業務等を行います。
　また、消防団の充実強化に係る事業を推進するため、消防分団車庫の建設工事
及び設計業務等を行います。

前年度予算額 1,286,492

増減 123,866 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6119（一部）

消防力等整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署建設後の周辺家屋等事
後調査を行います。
　岩槻消防署の移転に係る建設工事等を行います。
　中央消防署の移転に係る設計業務等を行います。

消防団充実強化事業

　下落合分団車庫の改築工事等を行います。
　（仮称）新大砂土東分団車庫、本町分団車庫及び岩槻
第３分団車庫の整備に係る設計業務等を行います。

[参考]

事務事業名 消防水利整備事業 予算額 131,499
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 使用料及び手数料 29

＜事業の目的・内容＞ 市債 48,800

　消防水利の基準(消防庁告示第7号)に基づき耐震性防火水そう及び消火栓の設置
を行うとともに、常時使用できるように維持管理を行います。

一般財源 82,670

前年度予算額 162,456

増減 △ 30,957 

消火栓の設置及び維持管理 黄線焼付標示修繕

　主に、上水道配水管の新設及び布設替えに併せて消火
栓の整備を行うとともに、既存の消火栓は常時使用でき
るよう適正に維持管理を行います。

　消防水利の位置を示す黄線を引き直す修繕を行いま
す。

防火水そうの維持管理

　市内に整備されている防火水そうの修繕及び防火水そ
う用地の維持管理を行います。また、経年防火水そうの
補強に伴う設計業務を行います。

耐震性防火水そうの整備等

　耐震性防火水そうの設置工事及び家屋等事後調査を行
います。また、平成32年度に整備予定の耐震性防火水そ
う設計業務を行います。

岩槻消防署完成イメージ図

耐震性防火水そう設置状況

［参考］
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 -

＜主な事業＞

１ 4,929 ４ 144,160 

２ 747

３ 433 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 24款

-

＜主な事業＞

１ 940,657 

事務事業名 消防装備等維持管理事業 予算額 150,269 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 一般財源 150,269 

＜事業の目的・内容＞

　各種災害に的確に対応するため、消防車両及び消防活動用資機材の維持管理を
行います。

＜特記事項＞

　はしご車のオーバーホール実施台数を減少しました。 前年度予算額 191,415 

増減 △ 41,146 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 6116（一部）、6121（一部）

消防力等整備事業

　（仮称）見沼区片柳地区消防署に配備する消防車両等
の維持管理を行います。また、消防車両整備品等を調達
し配備します。

　消防車両の法令点検及び修理並びに消防活動用資機材
及びリース契約車両等の維持管理を行います。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒実施事業

　東京２０２０大会の本市における競技開催に伴い、消
防特別警戒の実施に必要な車両の維持管理を行います。

応急手当普及啓発事業

消防装備等維持管理事業

　応急手当普及啓発事業に使用するリース車両の維持管
理を行います。

　　　　　　屈折はしご車の点検状況

事務事業名 消防装備等整備事業 予算額 940,657 
局/部/課 消防局/警防部/警防課

9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 市債 917,400 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 23,257 

　消防力の充実強化を図るため、消防車両を計画的に配備します。

款/項/目

[参考]車両整備事業

　消防車両の老朽化に伴い、車両整備基準に基づき更新
整備します。

前年度予算額 933,808 

増減 6,849 

消防車の整備状況 救急車の整備状況

［参考］
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出納室　平成３１年度　局運営方針(案）
１．主な現状と課題

情報通信技術（ＩＣＴ）の進展に伴い、会計事務を取り巻く環境も大きく変

化しており、市民ニーズも多様化しています。

会計事務を執行するに当たっては、従来からの正確性、信頼性、効率性だけ

ではなく、市民満足度向上のため、利便性や即時性など時代に見合った取組を

推進し、市民ニーズへの対応能力を高め、「高品質経営」市役所へ向け更なる

転換を図ることが求められています。

（３）会計事務の正確性、信頼性の向上

市民満足度の高い市役所への更なる転換には、正確で信頼性の高い会計事

務が必要不可欠です。

そのためには、出納室職員のみならず、職員全体の会計事務に関する知識

・意識を高め、内部牽制機能を強化する必要があります。

（１）公金の納付機会の拡大
口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカードおよびペイジー納付

など、市民が24時間、365日、「いつでもどこでも納付ができる」よう収納
機会の拡大が求められています。

（２）会計事務の効率性の向上
行政需要が拡大する中、「高品質経営」市役所への転換に向けた取組が求

められており、民間力を活用し審査業務の効率化を図る必要があります。

■ペイジー(H30.4月開始）

■クレジット(H25.12月開始）

■窓口納付

■口座振替

■コンビニ

42.8% 40.3% 38.7% 37.3% 36.2% 35.6%

45.3% 44.7% 43.6% 43.0% 42.7% 38.5%

11.8% 13.9% 15.9% 17.3% 18.1% 20.1%

0.1% 1.1% 1.8% 2.4% 3.0%
3.9%

1.9%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

公金の納付方法別割合

（4～10月分）
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）公金納付の利便性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 拡大公金の納付機会の拡大 88,320 86,980 市税等の収納方法について、マルチペイメン

倍増〔出納課〕 (88,320) (86,980) トネットワークを活用したペイジー納付、ク

レジットカード納付、コンビニエンスストア

納付を実施

（２）会計事務の効率性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

2 支出関係書類審査等 13,856 13,729 民間力の活用による支出関係書類審査等補助

補助業務委託事業 (13,856) (13,729) 業務委託事業の継続

〔審査課〕

（３）会計事務の正確性及び信頼性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 人材育成と内部牽制機 127 126 外部機関の出納事務講座受講による出納室職

能の強化 (127) (126) 員の育成

〔出納課、審査課〕

適正かつ効率的な会計事務を行うとともに、公金納付の利便性向上に取り組みます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

出納課
郵便振替手数料の件
数

公金の納付機会の拡大に伴い、郵便振替の過去の実
績を踏まえ、取扱件数を見直し予算額を縮小する。

△ 478

出納課
納付済通知書電子化
の件数

公金の納付機会の拡大に伴い、納付済通知書電子化
の過去の実績を踏まえ、取扱件数を見直し予算額を
縮小する。

△ 4,708
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞

１ 88,320 [参考]

２ 127 

３ 18,643 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞

１ 13,856

２ 1,833その他会計管理事務事業

　支出審査事務に係る会計事務を正確かつ迅速に行いま
す。

支出関係書類審査等補助業務委託事業

　会計事務の効率性を向上させるため、支出関係書類審
査等業務の一部の委託を継続して行います。

前年度予算額 15,199

増減 490 

＜事業の目的・内容＞

　支出に係る証拠書類を厳正に審査し、適正で効率的な会計事務を行います。

局/部/課 出納室/審査課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源 15,689

　収入・支出処理等の会計事務を正確かつ迅速に行いま
す。

事務事業名 会計管理事務事業（審査課） 予算額 15,689

人材育成と内部牽制機能の強化

　会計事務に関する職員の知識・意識の向上と内部牽制
機能強化を目的に、出納室職員の育成と出納室職員によ
る庁内研修会等を行います。また、出納員等への実地検
査を実施します。

その他会計管理事務事業

公金の納付機会の拡大

　市税等の収納方法について、ペイジー納付、クレジッ
トカード納付、コンビニエンスストア納付を運用し、市
民の利便性向上を図るとともに、収納データの迅速化及
び効率性を図るため、収入日計処理業務を委託します。

前年度予算額 97,194 

増減 9,896 

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源 107,090 

事務事業名 会計管理事務事業（出納課） 予算額 107,090 

＜事業の目的・内容＞

　現金、基金、有価証券の出納及び保管を適正に行うとともに、公金納付の利便
性向上を目的に市税等の収納方法について、ペイジー納付、クレジットカード納
付、コンビニエンスストア納付を運用します。また、日々の収入・支出を確実か
つ迅速に処理するなど、適正で効率的な会計事務を行います。

公金納付機会の拡大イメージ

２４時間３６５日

納付できるよ！
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 83 -

＜主な事業＞

１ 13,694 [参考]

２ 3,319

　適正かつ効率的な備品台帳管理を行うため、公共施設
マネジメントシステムにおける備品台帳機能への機能追
加等のシステム改修を行います。

共通物品の出納及び保管

　共通物品（事務用机や椅子等の共通備品及び封筒や賞
状等の印刷物）の購入経費削減や規格品質の統一を図る
ため、一括購入、保管、払出し等を行います。

備品台帳のシステム改修

前年度予算額 16,490 

増減 523 

17,013 

＜事業の目的・内容＞

　各課所で使用する共通物品の出納及び保管を適正に行います。

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源

事務事業名 物品管理事務事業 予算額 17,013 

物品出納員等

課所長等

物品請求
払出し

共通物品請求・払出しイメージ
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教育委員会事務局　平成３１年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

人生１００年時代の到来と言われる今、生涯にわたって質の高い学びを重ね、

新たな価値を生み出し、輝き続ける力をどのように身に付けていくか、教育のあ

るべき姿が大きく変わろうとしています。

これらを踏まえ、全ての人が、これまで以上に質の高い能力を身に付け、さら

にそれを磨きながら、未来に希望を持って生涯を生きるとともに、超スマート社

会（Society5.0）の実現を通じて我が国と世界の持続的な発展がもたらされるこ

ととなるよう、生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」の最大化を、

今後の教育政策の中心に据えて取り組むことが求められています。

学校教育においては、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指した学習指導

要領の改訂等、戦後最大の改革期を迎え、よりよい学校教育を通じてよりよい社

会を創るという目標を学校と社会とが共有し、子どもたちが未来を切り拓くため

の資質や能力を身に付けることが求められています。

また、生涯学習においては、全ての人が生涯を通じて自らの人生を設計し、

「いつでも、どこでも、何度でも学べる環境」を作っていくことが求められてい

ます。さらに、子どもたちの成長を支えていくためには、学校・家庭・地域・行

政が連携・協働するための組織的・継続的な仕組みを、より一層充実させていく

ことが重要です。こうした取組と併せて、学校施設や公民館、図書館の老朽化対

策やバリアフリー化を計画的に進め、安全・安心な学習環境を整備していく必要

があります。

（１）技術革新による社会・経済状況の変化

現在は、第４次産業革命の時代と呼ばれ、技術の革新によってあらゆるものが

インターネットにつながり、情報やデータがリアルタイムで交換・蓄積されるよ

うになりました。こうして得たビックデータを人工知能（ＡＩ）が解析し適切な

制御を行うことで、生産性の向上が図られる一方、従来人手で行われていた仕事

の多くがＡＩによって代替され始めています。このような時代において、生きて

働く知識・技能を習得し、人間ならではの感性に基づいた思考力や判断力、表現

力を身に付け、自身の学びを人生や社会に生かそうとする意欲や力、人間性を涵

養していく必要があります。

タブレット型コンピュータの配置等による

ＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニングの推進
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（２）グローバル化の加速

あらゆる場所でグローバル化が加速し、情報通信や交通分野での技術革新によ

り、社会のあらゆる分野でのつながりが国境を越えて活性化しており、人材の流

動化、人材確保などグローバル競争の激化が予想されています。また、貧困や紛

争、エネルギー資源問題など、地球規模の人類共通の課題が増大している中、言

語や文化が異なる人々と主体的に協働していくことができるよう、国内外の様々

な場面において、外国語で躊躇せず意見を述べ、他者と交流し、共生していくた

めに必要な力を育成していく必要があります。

（３）人生１００年時代の到来

医療体制の充実、医学の進歩、生活水準の向上等により、平均寿命は著しく伸

長し、人生１００年時代を見据え、全ての人が生涯を通じて自らの人生を設計し、

学び続け、学んだことを生かして活躍できる社会を構築することが必要です。ま

た、一人ひとりが人生をより豊かに生きるため、生涯の様々なステージに必要と

なる能力を着実に身に付け、発揮することが重要であり、他者と協働しながら、

様々な社会的変化を乗り越え、自らの可能性を最大限に高めることのできる教育

を実現することが求められています。

グローバル・スタディの更なる推進

平成３１年４月 大宮国際中等教育学校の開校

若田宇宙飛行士アカデミーの実施 平成３１年５月 大宮図書館の移転
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（４）人口減少・高齢化の進展

急速な少子高齢化や都市化が進む中、人間関係の希薄化による地域コミュニ

ティの構造が大きな変化を迎えようとしています。そのため、地域が学校を育て、

学校が地域を育てる、学校を核とした持続可能なスクール・コミュニティを構築

することが必要です。また、潜在している地域の教育力を学校に呼び込むことで、

学校の教育力の向上を図るとともに、学校・家庭・地域をより活性化し、地域を

愛する人材を育て、次世代の地域発展の担い手を育成する必要があります。

チャレンジスクールの推進
学校安全ネットワークの推進

（５）持続可能な社会に向けた教育環境の整備

新しい教育課程の実施を見据え、「社会に開かれた教育課程」の実現等による

質の高い教育の提供のためには、教職員の働き方改革も含めた、学校の指導体制

を構築していくことが必要です。また、子ども自身に危険を予測し、危険を回避

する能力をはぐくむような実践的な安全教育を推進するとともに、老朽化してい

る学校施設に対して計画的、総合的な対策を実施し、施設の長寿命化を図り、着

実に教育環境を整備していくことが重要です。

『教師力』パワーアップ講座の開催学校トイレの洋式化等の推進
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２．基本方針・区分別主要事業

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 拡大 アクティブ・ラーニン 31,834 12,414 子どもたちが学習内容を深く理解し、資質・

総振 グ推進事業 (31,834) (12,414) 能力を身に付けられるよう「主体的・対話的

倍増 〔指導１課〕 で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視

創生 点からの授業改善」を図り、確かな学力を育

成するため、新たにタブレット型コンピュー

タに導入するソフトウエアを整備

2 拡大 教育の情報化推進事業 899,358 817,737 児童生徒の情報活用能力育成のため、コンピ

総振 〔教育研究所〕 (899,358) (817,737) ュータ室以外へのタブレット型コンピュータ

等の整備を拡充するとともに、教員がＩＣＴ

機器を効果的に活用できるよう、事例集の配

付や研修会を実施

3 総振 特色ある学校づくり計 39,678 25,588 市立高等学校「特色ある学校づくり」計画を

拡大 画の推進 (39,678) (25,588) 推進し、海外交流支援事業、システムの賃借、

成長 〔高校教育課〕 市立浦和高等学校校庭改修測量設計業務等を

創生 実施

4 新規 イノベーションプログ 4,916 0 大学の講義や企業訪問、著名人との交流を通

ラム事業 (4,916) (0) じ、世界で活躍できる国際感覚を備えた人材

〔高校教育課〕 の育成を目指し、市立高等学校の生徒を海外

の大学へ派遣

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

5 総振 英語教育充実推進事業 568,339 629,954 小学校1年生から9年間を見通した「グローバ

成長 〔指導１課〕 (458,435) (504,595) ル・スタディ」を実施し、小・中学校での英

創生 語教育を発展・充実

（１）技術革新による社会・経済状況の変化

　～１２年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成～

（２）グローバル化の加速

　～グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成～

これまで本市が取り組んできた様々な教育施策をさらに磨き、市民一人ひとりが、自己
実現を図っていくうえで推進力となる「ＰＬＡＮ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ３つのＧで日本一
の教育都市へ」という新しい考えに基づき、２２世紀を見据えた教育施策を実行していき
ます。併せて、イノベーションを牽引する人材の育成を目指し、未来を担う子どもたちの
夢をかなえ、可能性を広げる教育を推進することで、常に我が国をリードする教育都市と
して、先見性をもち、大胆に、機動力を生かした様々な取組を戦略的に展開していきます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 総振 学校教育相談体制整備 295,821 292,009 スクールカウンセラーを全ての市立学校に配

事業 (242,808) (238,997) 置・派遣、さわやか相談員を市立中・中等教

〔総合教育相談室〕 育学校に配置し、教職員と連携を図りながら

児童生徒及び保護者への相談を実施

7 総振 スクールソーシャル 126,297 92,816 全ての市立学校において相談や関係機関と連

倍増 ワーカー活用事業 (83,846) (61,608) 携した支援を実施するため、スクールソーシ

〔総合教育相談室〕 ャルワーカーを増員

8 新規 ＳＮＳを活用した相談 11,740 0 市立中・中等教育・高等学校の生徒の不安や

窓口事業 (1,740) (0) 悩みに対して、新たにＳＮＳを活用した相談

〔総合教育相談室〕 を実施

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

9 総振 公民館施設リフレッ 515,432 517,895 既存施設を長期にわたって有効に活用するた

創生 シュ事業 (16,780) (24,449) め、公民館施設リフレッシュ計画を基に、老

〔生涯学習総合セン 朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化

ター〕 や省エネルギー化を図る施設改修を実施

10 拡大 公民館エレベーター設 22,850 7,975 施設のバリアフリー化を推進するため、2階が

置事業 (22,850) (7,975) 入口となっている3館のうち2館について、エ

〔生涯学習総合セン レベーター設置に向けた設計等を実施

ター〕

11 総振 図書館施設リフレッ 16,632 278,057 既存施設を長期にわたって有効に活用するた

創生 シュ事業 (3,003) (9,125) め、図書館施設リフレッシュ計画を基に、老

〔管理課〕 朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化

や省エネルギー化を図る施設改修を実施

12 総振 図書館整備事業 50,913 45,031 図書館機能の充実及びサービスの充実を図る

〔管理課〕 (50,913) (45,031) ため、全ての資料にＩＣタグを貼付し、利用

者が自ら貸出手続きを行うことができる自動

貸出機等を整備

（３）人生１００年時代の到来

　～人生１００年時代を輝き続ける力の育成～

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

13 新規コミュニティ・スクー 1,040 0 学校を核とした地域づくりを推進するため、

総振ル推進事業 (1,040) (0) コミュニティ・スクール（学校運営協議会制

〔教育政策室〕 度）を7校に先行導入するとともにフォーラ

ムの開催や保護者・地域住民への意識調査を

実施

14 拡大「自分発見！」チャレ 1,248 550 児童生徒の得意なことを伸ばしたり、豊かな

ンジｕｐさいたま事業 (1,248) (550) 人間性をはぐくんだりするため、体験活動、

〔生涯学習振興課〕 ボランティア活動に関する情報を収集・提供

し、実績に応じ特典、賞を授与する取組を実

施

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

15 新規新設大和田地区小学校 6,563 0 大和田特定土地区画整理事業の進捗に合わせ、

総振整備事業 (6,563) (0) 新設校整備に向けた基本計画を策定

〔学校施設課〕

16 新規空調機リフレッシュ事 7,997 0 小・中学校の老朽化した空調機の更新等につ

業 (7,997) (0) いて、調査を実施し、今後の整備方針を検討

〔学校施設課〕

17 拡大学校トイレの洋式化等 1,330,338 142,040 小・中学校の洋式トイレの整備と、臭い対策

総振の推進事業 (406,169) (126,524) を実施

倍増〔学校施設課〕

18 拡大与野本町小学校複合施 1,964,144 1,204,887 市立与野本町小学校の老朽化した北校舎及び

総振設整備事業 (505,867) (386,754) 給食室を周辺の公共施設との複合化と合わせ

倍増〔学校施設課〕 改築するとともに、東校舎と南校舎の改修を

創生 実施

（４）人口減少・高齢化の進展

　～スクール・コミュニティによる連携・協働の充実～

（５）持続可能な社会に向けた教育環境の整備

　～「未来を拓くさいたま教育」推進のための基盤整備～

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

19 総振奨学金返済支援制度の 75,608 87,276 経済的理由で修学困難な学生に対し、奨学金

倍増創設 (2,449) (12,863) 等の貸し付けを行うとともに、一定の要件を

創生〔学事課〕 満たした場合に返還金の一部を免除する制度

を創設

20 新規学校現場の業務改善 8,882 0 学校職員の負担軽減を図るため、働き方への

〔教職員人事課〕 (6,145) (0) 意識改革等を実施するとともに、事務作業等

を補助するスクール・サポート・スタッフを

配置

21 拡大部活動指導員配置事業 30,066 22,951 市立中・高等学校の部活動を充実・活性化さ

総振〔指導１課、高校教育 (21,810) (16,759) せるとともに、教員の負担軽減を図るため部

創生課〕 活動指導員を配置

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

学事課
学籍管理システム周辺
機器の修繕

学籍管理システム周辺機器の修繕費について、実績を勘
案し、予算額を縮小する。

△ 271

教職員人事課
スクールアシスタント
の通勤手当単価

スクールアシスタントの通勤手当単価について、実績を
勘案し、予算額を縮小する。

△ 597

教職員給与課
小学校教職員の出張旅
費の単価

小学校の教職員一人当たりの出張旅費の単価について、
実績を勘案し、予算額を縮小する。

△ 9,920

教職員給与課
中学校教職員の出張旅
費の単価

中学校の教職員一人当たりの出張旅費の単価について、
実績を勘案し、予算額を縮小する。

△ 3,073

指導１課
日本語指導員の派遣に
係る旅費（通勤手当
額）

日本語指導員に係る旅費（通勤手当額）を実績に基づき
縮小する。

△ 191

特別支援教育
室

特別支援教育相談セン
ターの通信運搬費

市内2か所の特別支援教育相談センターの電話料に係る
費用を、実績等を勘案し縮小する。

△ 134

指導２課
「人間関係プログラ
ム」推進委員会の実施
回数

プログラムは14年目を迎え、授業等に係る検討事項も
年々減少していることから、「人間関係プログラム」推
進委員会の実施回数を見直し、予算額を縮小する。

△ 42

総合教育相談
室

心のサポート推進事業
に関連する会議の実施
回数

総合教育相談室が子ども家庭総合センターに移転したこ
とに伴い心のサポート推進事業に係る推進委員会及びさ
いたま市子どもサポートネットワークに係る会議の回数
を見直し、予算額を縮小する。

△ 40

高校教育課 就学支援金事業
実績及び高校在籍生徒数の減少を勘案し、手数料の予算
額を縮小する。

△ 13

健康教育課
緊急移送用タクシー使
用料

過去の実績を踏まえ、予算額を縮小する。 △ 104

教育研究所 教職員研修事業
研修内容を見直し、講師招へい回数を減らすことで、予
算額を縮小する。

△ 85

舘岩少年自然
の家

出張用携帯電話
自然の家舘岩一本化事業に係る連絡調整が終了したた
め、所員の出張用携帯電話の台数を精査し予算額を縮小
する。

△ 49

舘岩少年自然
の家

自然の家管理運営に係
る消耗品費、手数料等

過去の実績等を勘案し、予算額を縮小する。 △ 1,608

舘岩少年自然
の家

野外活動用物品 購入予定を見直し、予算額を縮小する。 △ 415

人権教育推進
室

さいたま市人権教育推
進協議会の現地研修会
のバス借上げ使用料

現地研修会の会場を近場に設定し、予算額を縮小する。 △ 30

青少年宇宙科
学館

広報チラシの発行回数
ＨＰやマスコミへの情報提供、駅の掲示板等を活用する
ことにより、チラシの年間発行回数を減らし、予算額を
縮小する。

△ 402

博物館
企画展の図録・ポス
ター・チラシ等製作業
務

企画展で作成している図録について、冊子を廃止しＷＥ
Ｂ上で閲覧できる資料を作成することにより、予算額を
縮小する。

△ 746

博物館
さいたま市博物館協議
会開催回数

博物館協議会の開催回数を見直すことにより、予算額を
縮小する。

△ 132
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 175 -

＜主な事業＞

１ 12,091

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 57,516

教育委員活動の運営

　教育委員の諸活動を円滑に行うため、教育委員に対す
る報酬、旅費等を支出します。

前年度予算額 12,141

増減 △ 50 

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/1目 教育委員会費 一般財源 12,091

事務事業名 教育委員会運営事業 予算額 12,091

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会会議等教育委員の諸活動の円滑な運営を図ります。

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 57,516

事務事業名 事務局運営事業（教育総務課） 予算額 57,516

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2310（一部）

事務局の運営

　産業医等への報酬の支払や市立学校、社会教育施設等
との文書類の配送委託等を行います。

前年度予算額 57,336

増減 180 

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会事務局及び教育総務課が所掌する事務事業の円滑な執行を図りま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 19款

-

＜主な事業＞

１ 447

２ 128

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 200

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源

事務事業名 事務局運営事業（教育財務課） 予算額 200

前年度予算額 197

増減 3 

200

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会事務局の円滑な運営のため、局内の予算、決算等の取りまとめや学
校財務事務の管理及び指導・助言を行います。

事務局の運営

　課の運営に必要な消耗品の調達を行うほか、研修会等
へ参加します。

事務事業名 事務局運営事業（教育政策室） 予算額 575
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育政策室

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 財産収入 1

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 574

　教育委員会事務局及び教育政策室が所掌する事務事業の円滑な執行を図りま
す。

前年度予算額 5,367

増減 △ 4,792 

事務局の運営

　室の運営に必要な消耗品等の購入を行うほか、各種会
議や研修に参加します。

教育委員会の点検・評価の実施

　学識経験者等からなる委員会を設置し、「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、教育
委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につい
て点検及び評価を行い、その結果を公表します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 72 ４ 124

２ 200 ５ 6,644

３ 210

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 128

２ 34

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源

事務事業名 事務局運営事業（学校施設課） 予算額 7,250

施設台帳の作成・管理 講習会への参加

　施設台帳管理システムを活用し、施設管理を適切に行
います。

　特別管理産業廃棄物を保管している、小・中学校の管
理者が講習会に参加し、必要な専門知識を習得します。

＜特記事項＞

　施設台帳システムの改修等を実施します。 前年度予算額 550

増減 6,700 

7,250

＜事業の目的・内容＞

　所管する事務事業を円滑に進めるため、庶務事務、学校施設台帳の管理等を行
います。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 162

　事務用品や関係法令集等を購入します。

事務事業名 事務局運営事業（学事課） 予算額 162

各種会議・研修への参加 施設台帳システム改修事業

　施設管理などの各種会議・研修に担当者が参加し、知
識を深めます。

　施設台帳システムのバージョンアップに対応できるよ
うにするため、所要のシステム改修等を実施します。

消耗品の購入

前年度予算額 162

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　学校教育部内を取りまとめ、部内調整等を行うとともに、各種会議等において
情報交換及び連絡調整を図ります。

会議・研修等への出席

　各種会議・研修等へ出席します。

学校教育部内の取りまとめ

　各種調査・照会への回答、議会開催時において学校教
育部内を取りまとめ、部内調整等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

-

＜主な事業＞

１ 8,501 ４ 28,420

２ 1,500

３ 435

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 80,208

500

事務事業名 事務局運営事業（教職員人事課） 予算額 38,856

地域に開かれた学校運営事業

　児童生徒や保護者の学校等への様々な相談や緊急を要
するいじめ等の相談に、弁護士等の外部専門家が対応し
ます。

学校現場の業務改善

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3121（一部）

教員採用選考試験の実施 教職員の人事管理

　市立学校の新規採用教員の募集や広報活動を行うとと
もに、採用選考試験を実施します。

　教職員の人事管理を行います。

＜特記事項＞

　地方公務員法改正に対応するため、教職員人事給与システムの改修を行いま
す。

前年度予算額 17,516

増減 21,340 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 38,356

　教職員に係る適正な人事管理を実施します。

　外部専門家による業務改善の分析・助言、管理職等に
対する研修会等の意識改革を実施することで、学校現場
の業務改善の推進を図ります。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 国庫支出金

事務事業名 事務局運営事業（教職員給与課） 予算額 80,208
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 80,208

＜事業の目的・内容＞

　教職員に係る適正な給与管理を実施します。

前年度予算額 69,020

増減 11,188 

教職員の給与管理

　教職員人事給与システムの運用保守その他の教職員の
給与支給に関する事務を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 81

２ 51

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 195,372

２ 22,349

事務事業名 事務局運営事業（高校教育課） 予算額 132
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 132

前年度予算額 130

増減 2 

＜事業の目的・内容＞

　所管する事務事業を円滑に進めるため、必要な庶務事務等を行います。

事務事業名 臨時職員等管理事業（教育総務課） 予算額 217,721
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

事務局の運営

　所管する事務を円滑に行うため、必要な消耗品の調達
を行います。

会議・研修等への参加

　各種会議や研修会に参加します。

前年度予算額 223,928

増減 △ 6,207 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 217,721

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会内の緊急若しくは臨時の職又は育児休業等の職員の代替として、臨
時職員を配置します。

育児休業等の代替に係る配置

　教育委員会事務局内の行政職及び学校技能職員等の産
休・育児休業の代替又は欠員等を補充するため、臨時職
員を配置します。

臨時職員に係る共済費

　臨時職員に係る社会保険料等（事業主負担分）を支出
します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 295

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 105

事務事業名 教育団体等補助事業（教育政策室） 予算額 295
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育政策室

前年度予算額 295

増減 0 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 295

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会事務局の円滑な運営に資するため、指定都市教育委員会協議会等の
教育団体へ負担金を支出します。

事務事業名 教育団体等補助事業（教職員人事課） 予算額 105
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

教育団体への負担金

　教育委員会事務局の円滑な運営を図るため、指定都市
教育委員会協議会等の教育団体への負担金を支出しま
す。

前年度予算額 105

増減 0 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 105

＜事業の目的・内容＞

　校長会等が加盟する政令指定都市等で組織された教育団体へ負担金を支出し、
学校経営の充実、学校管理職員等の資質の向上を図ります。

教育団体への負担金

　校長会等が加盟する政令指定都市等で組織された教育
団体へ負担金を支出し、学校経営の充実、学校管理職員
等の資質の向上を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 7,751

２ 404

３ 13,444

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 384

事務事業名 共通用物品購入管理事業 予算額 21,599
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

前年度予算額 20,532

増減 1,067 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 21,599

＜事業の目的・内容＞

　教育委員会事務局の円滑な事務執行を図るため、必要な共通消耗品や共通備品
の購入及び廃棄等を行うほか、教育施設の損害保険に係る事務を行います。

　教育施設の火災等の損害に備えるため、損害保険に加
入します。

事務事業名 通学区域検討事業 予算額 384
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

共通物品の購入等

　局内で必要な共通消耗品、共通備品の購入等を行いま
す。

備品等の廃棄

　局内で不用となった備品等を廃棄します。

損害保険の加入

前年度予算額 384

増減 0 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3133（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 384

＜事業の目的・内容＞

　適正な通学区域の設定及び通学区域制度の弾力的運用により、地域の要望に応
じた特定地域の設定などの対応を図ります。

市立小・中学校通学区域審議会の運営

　市立小・中学校通学区域審議会条例に基づき、審議会
を年3回開催します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 68,969

２ 1,000

３ 367

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 2,520

事務事業名 就学事務事業 予算額 70,336
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

前年度予算額 68,569

増減 1,767 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 70,336

＜事業の目的・内容＞

　学齢簿を編製し、入学・転学事務、指定校変更・区域外就学事務等学籍の情報
を、市立小・中学校とシステムでつないで管理を行います。

　さいたま市から川口市立の新設夜間中学校へ通う生徒
数に応じ、川口市へ負担金を払います。

事務事業名 外国人学校就学補助事業 予算額 2,520
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

学齢簿編製及び学籍管理

　学齢簿を編製し、学籍の異動情報等を共有するため、
市立小・中学校とシステムでつなぎ、学籍を管理しま
す。

美園北小学校・美園南中学校開校記念事業

　市立美園北小学校、美園南中学校の開校に際し、校歌
を作成します。

川口市立新設夜間中学校さいたま市応分負担金

前年度予算額 2,520

増減 0 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 2,520

＜事業の目的・内容＞

　外国人学校（学校教育法第134条の規定に基づく認可を受けた各種学校のうち、
義務教育相当年齢の児童生徒を教育するもの）に在籍する児童生徒の保護者に対
し、経済的負担の軽減を図るため、補助金を交付します。

補助金の交付

　「さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金交付要
綱」に基づき、外国人学校に在籍する児童生徒の保護者
へ補助金を交付します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 23款

-

＜主な事業＞

１ 75,608

２ 264

３ 2,701

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 421

事務事業名 入学準備金・奨学金貸付等事業 予算額 78,573
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

前年度予算額 87,564

増減 △ 8,991 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3116

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 諸収入 73,159

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 5,414

　経済的理由で修学困難な高校生、大学生等に対し、入学準備金又は奨学金を無
利子で貸し付け、有用な人材の育成を図ります。
　また、父母等が交通事故で死亡し、又は著しい障害がある状態となった場合
に、その遺児等を養育する保護者の経済的負担を軽減するため、奨学金を支給し
ます。

　入学準備金・奨学金貸付システムの運用に伴う所要の
改修等を行います。

事務事業名 遠距離通学費補助事業 予算額 421
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

奨学金返済支援制度の創設

　経済的理由で修学困難な高校生、大学生等に対し、入
学準備金又は奨学金を無利子で貸し付けます。また、返
済に伴う負担を考慮し、一定の要件を満たした場合に返
還金の一部を免除する返還支援制度を創設します。

交通遺児等奨学金の支給

　交通遺児等を養育する保護者へ奨学金を支給します。

システムの運用

前年度予算額 545

増減 △ 124 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/2目 事務局費 一般財源 421

＜事業の目的・内容＞

　市立小学校に公共交通機関を利用して遠距離通学する児童の保護者の経済的負
担を軽減するため、補助金を交付します。

遠距離通学費の補助

　市立小学校に遠距離通学する児童の保護者へ補助金を
交付します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 502,750

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 217,951 ４ 3,940

２ 28,513 ５ 26,787

３ 25,647 ６ 96,363

事務事業名 スクールアシスタント配置事業 予算額 502,750
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

前年度予算額 497,903

増減 4,847 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3101

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 2,963

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,486

　全ての市立小・中・特別支援学校にスクールアシスタントを配置します。ま
た、学校の多様なニーズに応じたスクールアシスタントの配置に努め、学校教育
の更なる充実を図ります。

一般財源 498,301

事務事業名 学校教育推進事業 予算額 399,201
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

スクールアシスタントの配置

　児童生徒の学習支援・生活支援等を行うため、スクー
ルアシスタントを配置します。

前年度予算額 348,832

増減 50,369 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3102、3103（一部）、3104（一部）、3108、3119（一部）、3120、3125、3406（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 19,008

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 209

　教員の指導の改善、教育環境の整備等を図るために、さいたま市理数教育推進
プログラム、アクティブ・ラーニング推進事業、夢工房未来（みら）くる先生ふ
れ愛推進事業、部活動指導員配置事業、子どものための体力向上サポートプラン
等の施策を推進します。

一般財源 379,984

　児童生徒の確かな学力を育成するため、新たにタブ
レット型コンピュータに整備するソフトウエアを活用す
るなど「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラー
ニング）の視点からの授業改善」を図ります。

　学校図書館支援センター、各学校の図書館等を結ぶ
ネットワーク便を運行し蔵書の共同利用を図ります。そ
の他、「新体力テスト」の結果を集計・分析し、小・中
学校の体育指導に役立てます。

学習指導要領改訂等に伴う教科書整備事業 夢工房　未来（みら）くる先生　ふれ愛推進事業

　小・中学校の教科書採択に伴い、市立小・中学校等に
おける適切な教育課程を編成・実施するために、教師用
教科書、指導書等を配付します。

　文化芸術及びスポーツ等の分野においてトップレベル
の実績があり、本市にゆかりのある方を中心とした「未
来（みら）くる先生」を、全ての市立小・中・高等・特
別支援学校に派遣します。

理数教育の充実事業 部活動指導員配置事業

　市立小・中学校における理数教育の充実を図るため、
観察実験アシスタントの市立小学校への派遣や、理科備
品の市立小・中学校への配置等を実施します。

　部活動を充実・活性化させるとともに、学校現場にお
ける業務の適正化を図るため、単独で、技術指導及び引
率ができる部活動指導員を市立中学校へ配置します。

アクティブ・ラーニング推進事業 学校図書館教育の充実事業その他
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 6,187

２ 2,637

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 11,532

２ 33

事務事業名 研究奨励・研究委嘱事業 予算額 8,824
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

前年度予算額 9,428

増減 △ 604 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3103（一部）、3104（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 一般財源 8,824

＜事業の目的・内容＞

　学校教育上必要な研究の委嘱、校内研修等を充実させるため、研究指定校等の
研究に対して助成を行います。

事務事業名 生徒海外交流事業 予算額 11,565
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

アクティブ・ラーニング推進事業

　「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニン
グ）の視点からの授業改善」等に関する研究を行うため
に、研究指定校等を委嘱します。また、学校課題に関す
る研究の充実を図るために、外部講師を招へいします。

研究紀要等の作成

　教育研究団体の研究の成果を共有するため、研究紀要
等を作成します。

前年度予算額 10,644

増減 921 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3110（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 一般財源 11,565

＜事業の目的・内容＞

　将来グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指し、市立中学校に在籍する
中学生を海外に派遣します。

引率教員及び中学生の海外への派遣

　ニュージーランド・ハミルトン市に、市立中学校在籍
生徒及び引率教員を派遣します。

生徒・教職員海外交流事業実施委員会その他

　市立中学校国際交流事業の推進のために実施委員会等
を開催します。また、派遣成果のまとめとして事業報告
書を刊行します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

-

＜主な事業＞

１ 12,633

２ 619

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 496,766 ４ 5,650

２ 49,561 ５ 11,093

３ 50 ６ 5,219

事務事業名 国際理解教育推進事業 予算額 13,252
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

前年度予算額 12,970

増減 282 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3110（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 4,188

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 9,064

　日本語の活用又は生活習慣において困難を伴うおそれがある帰国・外国人児童
生徒等に対し、日本語指導員を派遣し、日本語指導・適応指導を実施します。
　また、市立小・中・特別支援学校における国際教育・国際交流の充実を図るこ
とを目的とし、国際教育主任研修会の開催、市立小・中・特別支援学校の姉妹校
等交流の支援、本市と海外姉妹都市の教員の相互派遣等の事業を行います。

事務事業名 英語教育充実推進事業（指導１課） 予算額 568,339
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

日本語指導員の派遣

　日本語の活用又は生活習慣において困難を伴うおそれ
がある帰国・外国人児童生徒等が在籍する市立小・中学
校に、日本語指導員を派遣します。

姉妹校等の交流の支援その他

　市立小・中・特別支援学校の姉妹校等交流の支援や、
姉妹都市（アメリカ・リッチモンド市）への教員の派遣
を行います。

前年度予算額 629,954

増減 △ 61,615 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3107

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 109,880

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 24

　「グローバル・スタディ」の推進を図るため、ＡＬＴ等を市立小・中・特別支
援学校に派遣します。また、ＡＬＴ及び各小・中学校の教員のための研修会を実
施し、指導力の向上を図ります。さらに、英語を活用した体験活動を実施するな
ど、英語教育の充実に努めます。

一般財源 458,435

　「グローバル・スタディ」の推進を図るために、英語
教育推進委員会を開催し、カリキュラムの検証等を行い
ます。

　「グローバル・スタディ」で学んだ成果を活用するた
めに、国際ジュニア大使を認証します。また、イング
リッシュキャンプを実施するなど、体験活動の充実を図
ります。

ＡＬＴ等の派遣 教員研修

　ＡＬＴ等を市立小・中・特別支援学校に派遣し、グ
ローバル社会で主体的に行動し、たくましく生きる児童
生徒を育成します。

　ＡＬＴ及び市立小・中学校の教員等に対して研修を実
施し、指導力の向上を図ります。

効果測定の実施 テキスト等の作成・配付

　「聞く、話す、読む、書く」の4技能の定着状況につい
て効果測定を実施することで、各学校の授業改善を図る
とともに、市独自のカリキュラムの改善につなげます。

　児童生徒が使用するテキストを作成し、配付するとと
もに、指導者が使用する指導資料等を市立小・中・特別
支援学校に配付します。

英語教育推進委員会の実施 英語を活用した体験活動の実施

-535-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 23款

-

＜主な事業＞

１ 14,469

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 19款

＜主な事業＞

１ 37 [参考]

事務事業名 英語教育充実推進事業（高校教育課） 予算額 14,469
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

前年度予算額 19,447

増減 △ 4,978 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 諸収入 36

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 14,433

　英語教育を充実し、グローバル人材の育成を図るため、ＪＥＴプログラムによ
るＡＬＴを雇用し、市立高等学校に派遣します。

事務事業名 教育振興基金積立金 予算額 37
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

ＡＬＴ派遣事業

　ＡＬＴに関する報酬、旅費、渡航負担金等を支払いま
す。

前年度予算額 80

増減 △ 43 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 財産収入 37

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市教育振興基金を金融機関に預け、その運用益金の積立てを行いま
す。

さいたま市教育振興基金への積立て

　教育振興基金を金融機関に預け入れしていることによ
り生じた預金利子について、同基金に積立てを行いま
す。

　教育振興基金残高等の推移 （単位：円）

新規 運用利子

27 0 73,104 0 36,291,125

28 0 32,110 0 36,323,235

29 0 7,284 0 36,330,519

30(見込) 0 80,000 0 36,410,519

31(見込) 0 37,000 0 36,447,519

年度
積立額

取崩額 年度末残高
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 21款

-

＜主な事業＞

１ 1,048

２ 1,218

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 5,145

事務事業名 環境教育推進事業 予算額 2,266
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

前年度予算額 2,174

増減 92 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 繰入金 2,142

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 124

　環境教育推進のための取組や、資料の作成を行い、児童生徒がよりよい環境づ
くりに主体的に参加し、環境への責任ある行動がとれるようにします。

事務事業名 少年自然の教室推進事業 予算額 5,145
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

環境教育資料作成その他

　環境教育の推進のために、中学校用環境教育資料を作
成し、市立中学校及び関係課所等へ配付します。

図書運搬用ボックスの整備

　学校図書館支援センター、各学校の図書館等を結ぶ
ネットワーク便の運行に当たり、リサイクル段ボールの
図書運搬用ボックスを利用することで、児童生徒の環境
問題等への関心や理解の向上を図ります。

前年度予算額 5,198

増減 △ 53 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 一般財源 5,145

＜事業の目的・内容＞

　自然体験活動を通して、自然を愛する心、豊かでたくましい心と体を育成する
とともに、協力して生活する態度を養うために、自然の教室の円滑な実施を支援
します。

自然体験活動の支援

　宿泊を伴う自然体験活動の支援を行い、活動の充実を
図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 711

２ 732

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 10,014

事務事業名 生徒指導総合計画事業 予算額 1,443
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

前年度予算額 1,973

増減 △ 530 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3114（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 一般財源 1,443

＜事業の目的・内容＞

　都市化や少子化、情報化などが進展し、社会全体で様々な課題が生じている
中、児童生徒の問題行動等の背景には、規範意識や倫理観の低下が関係している
とも指摘されています。このような状況において、児童生徒の健全育成を目指す
総合的な事業を展開します。

事務事業名 いじめ防止等対策推進事業 予算額 10,014
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導２課

人間関係プログラムの推進

　人と接する際に必要な姿勢・態度、感情のコントロー
ルの仕方、相手の感情を読み取る仕方などについて学
び、日頃の授業や行事などにおいて定着を図る人間関係
プログラムを実施します。

生徒指導総合計画事業の推進

　暴力行為やいじめ等の様々な課題を克服し、児童生徒
の健全育成を目指すための施策を実施します。

前年度予算額 10,528

増減 △ 514 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3114（一部）

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 1,386

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 14

　「いじめ防止対策推進法」、「さいたま市いじめ防止対策推進条例」、「さい
たま市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止等に係る取組を強化すると
ともに、児童生徒が抱える様々な問題の解決に取り組みます。

一般財源 8,614

いじめ防止等対策推進事業

　悪質ないじめ、問題行動等に適切・迅速に対応するた
め、いじめ防止対策推進法や条例・方針に基づき、いじ
めの防止等の取組を推進します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 13,803 ４ 34,034

２ 32,772 ５ 17,900

３ 14,736

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 17款

18款

23款

-

＜主な事業＞

１ 91,769 ４ 126,297

２ 44,708 ５ 11,740

３ 295,821 ６ 1,635

事務事業名 特別支援教育推進事業 予算額 113,245
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/特別支援教育室

前年度予算額 103,621

増減 9,624 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3111（一部）、3112、3113

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 21,015

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 37

　特別支援教育を推進するために、特別支援学級設置に向けた教室整備、通級指
導教室の拡充、特別支援教育相談センターの運営、特別支援教育就学奨励費の補
助、特別支援教育に関する研修会等を実施します。

一般財源 92,193

　障害のある児童生徒が適切な支援を受けられるように
するため、特別支援教育相談センターにおいて、相談・
支援を行います。

事務事業名 教育相談推進事業 予算額 571,970
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/総合教育相談室

特別支援学級の全校設置事業 特別支援教育就学奨励費の補助

　障害のある児童生徒が、住み慣れた地域で学べるよう
にするために、全ての市立小・中学校（浦和中学校を除
く）への特別支援学級の設置に向けて整備を進めます。

　小・中学校に就学する障害のある児童生徒の保護者等
の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応
じ、就学に必要な経費の一部を補助します。

通級指導教室の拡充 特別支援教育の推進

　通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする
児童生徒がより身近な学校で適切な指導が受けられるよ
う、通級指導教室の拡充を進めます。

　教職員を対象とした特別支援教育に関する研修会等を
実施するとともに、小・中学校の医療的ケア及び特別支
援学校の高度な医療的ケアを実施します。

特別支援教育相談センターの運営

前年度予算額 527,532

増減 44,438 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3114（一部）、3115

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 国庫支出金 126,306

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 777

　市立学校や市立教育相談室にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーをはじめとする専門の相談員等を配置するとともに、電話やＳＮＳを活用し
た相談窓口を設置することで、児童生徒、保護者及び教職員に対し、教育相談を
行います。

諸収入 1,065

一般財源 443,822

　スクールカウンセラーを全ての市立学校に配置・派
遣、さわやか相談員を全ての市立中・中等教育学校に配
置し、教職員と連携を図りながら児童生徒及び保護者か
らの相談に応じます。

　「『いのちの支えあい』を学ぶ授業」を核として、相
談窓口の周知や教員対象のゲートキーパー研修を系統づ
け、児童生徒がＳＯＳを出すことができる態度やスキル
を育成します。

教育相談・教育相談室運営事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

　教育相談室等において、未就学児から高校生及びその
保護者を対象に、学校生活等にかかわる様々な相談を受
け、悩みや不安の軽減を図ります。

　全ての市立学校において相談や関係機関と連携した支
援を実施するため、スクールソーシャルワーカーを増員
します。

適応指導教室運営事業 ＳＮＳを活用した相談窓口事業

　適応指導教室において、不登校児童生徒の学校復帰や
社会的自立を目指し、学習や生活に関する相談・指導を
行います。

　ＳＮＳを活用した相談窓口を開設し、市立中・中等教
育・高等学校に在籍する生徒からの様々な相談を受け付
けます。

学校教育相談体制整備事業 「ＳＯＳの出し方に関する教育」推進事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 -

＜主な事業＞

１ 1,054 ４ 550

２ 540 ５ 389

３ 1,480

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 177 23款

-

＜主な事業＞

１ 240,216 ４ 4,916

２ 39,678

３ 2,590

事務事業名 学校教育・中高一貫教育校推進事業 予算額 4,013
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

前年度予算額 4,309

増減 △ 296 

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 一般財源 4,013

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校及び市立浦和中学校の中長期的な将来構想を踏まえ、各校の教育
活動の充実を図ります。

　市立浦和中学校海外フィールドワーク実施に伴い、教
員が引率します。

事務事業名 特色ある学校づくり事業 予算額 287,400
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

浦和中学校入学者選抜事務 高校入学者選抜事務

　市立浦和中学校の入学者選抜を行うため、募集要項及
び適性検査問題を作成するとともに、検査会場周辺の交
通整理を委託します。

　市立高等学校の入学者選抜を行います。

高校教育研修事業 ＩＣＴ教育推進会議その他

　高校教員を対象に実務研修を実施します。また、高校
教員が年次研修会等に参加します。

　ＩＣＴ教育推進会議を開催します。

海外フィールドワークの実施

＜特記事項＞

　中等教育学校前期課程校舎建設業務に係る一括支払分の支払が完了しました。 前年度予算額 2,726,527

増減 △ 2,439,127 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3117、3118

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 諸収入 1,158

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 286,242

　市立高等学校「特色ある学校づくり」計画を実施し、中高一貫教育の拡充な
ど、市民の期待に応える魅力ある学校づくりを推進します。

　国際バカロレアワークショップへの参加や、他市の国
際バカロレア教育の研究などを行い、国際バカロレア認
定に向けた取組を推進します。

中等教育学校の整備 イノベーションプログラム事業

　平成31年4月に開校する「さいたま市立大宮国際中等教
育学校」の運営及び後期課程開校に向けた整備を進めま
す。

　大学の講義や企業訪問、著名人との交流を通じ、世界
で活躍できる国際感覚を備えた人材の育成を目指し、市
立高等学校の生徒を海外の大学へ派遣します。

特色ある学校づくり計画の推進

　市立高等学校の特色ある学校づくりを進めるために、
海外交流支援事業、システムの賃借、市立浦和高等学校
校庭改修測量設計業務などを行います。

国際バカロレアに係る取組
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 29,092 ４ 1,842

２ 34,673

３ 2,890

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 -

＜主な事業＞

１ 899,358

２ 252,622

事務事業名 教育研究所管理運営事業 予算額 68,497
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教育研究所

＜特記事項＞

　公共施設マネジメント計画に基づいて実施した、中規模修繕工事が完了しまし
た。

前年度予算額 663,562

増減 △ 595,065 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3105

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/4目 教育研究所費 使用料及び手数料 18

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 403

　社会を生き抜く力と希望をはぐくむさいたま市の学校教育の一層の推進のた
め、全国及び市の学習状況調査等を基にした調査研究を充実させるとともに、
キャリアステージに応じ、児童生徒が主体的・協働的に生き生きと学ぶ授業づく
りなどを重視した教職員研修を実施します。

諸収入 29

一般財源 68,047

　教職員を対象に、学習指導案・研究紀要、教育関係図
書及び映像資料等の提供、授業や教材づくりの支援を行
います。

事務事業名 教育情報ネットワーク推進事業 予算額 1,151,980
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教育研究所

教育研究所管理運営事業 教職員研修事業

　教育上の諸課題の研究及び教職員の研修を効果的・効
率的に行うことができるよう、施設の運営及び適切な維
持管理を行います。

　時代のニーズや多様化する教育課題に対応する力や教
員のキャリアステージに応じて求められる力の育成に資
する研修を実施します。

さいたま市学習状況調査事業

　学習状況調査等の結果から学力や生活習慣等の状況を
把握・分析し、教育施策の検証改善及び児童生徒の学習
課題の解決や意欲の向上に役立てます。

カリキュラムサポートセンター事業

前年度予算額 1,060,238

増減 91,742 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3106

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/4目 教育研究所費 一般財源 1,151,980

＜事業の目的・内容＞

　市立小・中・特別支援学校において、ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用
した「分かる授業・魅力ある授業」の推進と、校務の効率化のためにＩＣＴ環境
の整備を行います。また、ＩＣＴに関する研修会を実施し、教員のＩＣＴ活用指
導力の向上及び児童生徒の情報活用能力の育成を図ります。

教育の情報化推進事業

　児童生徒の情報活用能力育成のため、コンピュータ室
以外へのタブレット型コンピュータ等の整備を拡充しま
す。また、教員がＩＣＴ機器を効果的に活用できるよう
にするため、事例集の配付や研修会の充実を図ります。

校務の情報化推進事業

　校務の効率化を図り、教職員が児童生徒に向き合う時
間と情報セキュリティを確保するため、機器や校務支援
システムの運用、管理及び更新を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 -

＜主な事業＞

１ 2,136

２ 373

３ 1,227

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 23款

-

＜主な事業＞

１ 328,158

２ 1,507,401

３ 475,748

事務事業名 小学校管理運営事業（教育総務課） 予算額 3,736
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

前年度予算額 5,920

増減 △ 2,184 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 一般財源 3,736

＜事業の目的・内容＞

　小学校の用務、調理業務等を円滑に運営するため、旅費の支給、被服等の貸与
及び調理業務を専門に行う非常勤職員の配置を行います。

　学校技能職員（用務・校務担当）の被服等を貸与しま
す。

事務事業名 小学校管理運営事業（教育財務課） 予算額 2,311,307
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

非常勤給食調理員の配置

　小学校に非常勤給食調理員を配置します。

学校技能職員等への旅費の支給

　学校技能職員等の連絡業務や研修・出張等の旅費を支
給します。

学校技能職員への被服等の貸与

前年度予算額 2,559,239

増減 △ 247,932 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 諸収入 2,509

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,308,798

　全ての市立小学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持
するため、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品の購入を始め、光熱
水費の支払、機械警備の業務委託等を行います。

　小学校施設の機械警備業務委託等を行います。

消耗品及び備品の購入

　小学校の運営に必要な消耗品及び備品を購入します。

光熱水費の支払

　小学校で使用する光熱水費を支払います。

維持管理業務委託等
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 118,487

２ 12,099

３ 8,447

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 179 -

＜主な事業＞

１ 64,220

事務事業名 小学校管理運営事業（教職員人事課） 予算額 139,033
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

129,186

増減 9,847 

前年度予算額 74,140

増減 △ 9,920 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 国庫支出金 2,712

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 375

　全ての市立小学校における学校図書館運営を充実させるとともに、非常勤講師
の配置により、適正な学校運営の確保を図ります。また、スクール・サポート・
スタッフの配置により、学校職員の負担軽減を図ります。

一般財源 135,946

　小学校教職員の旅費の支給を行います。

小学校教職員への旅費の支給

　小学校教職員の研修、児童の引率及び連絡業務等の旅
費を支給します。

事務事業名 小学校管理運営事業（教職員給与課） 予算額 64,220
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 一般財源 64,220

＜事業の目的・内容＞

　学校職員の負担軽減を図るため、事務作業等を補助す
るスクール・サポート・スタッフを配置します。

学校図書館司書の配置

　図書館教育の充実を図るため、全ての市立小学校に、
専任の司書を配置します。

非常勤講師の配置

　適正な学校運営を確保するため、初任者指導や妊娠し
た教員の体育授業の代替として、非常勤講師を配置しま
す。

学校現場の業務改善

前年度予算額
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 -

＜主な事業＞

１ 207,140

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 119,072 ４ 14,114

２ 302,489

３ 342,468

事務事業名 小学校施設等維持管理事業（教育総務課） 予算額 207,140
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

前年度予算額 205,702

増減 1,438 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 一般財源 207,140

＜事業の目的・内容＞

　小学校において、環境整備、緑化推進等の用務業務を行い、学校の適切な維持
管理を行います。

事務事業名 小学校施設等維持管理事業（学校施設課） 予算額 778,143
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

小学校用務業務

　校内の環境整備、緑化推進、清掃、簡易な修繕等を行
います。

前年度予算額 786,242

増減 △ 8,099 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1106（一部）、3132（一部）

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 使用料及び手数料 1,635

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,000

　小学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、建物・給排水設備・衛生設
備・電気設備等の修繕、点検等の維持管理業務を実施します。

諸収入 2,685

一般財源 772,823

　学校施設の維持管理上必要な点検、管理等を実施しま
す。

学校トイレの洋式化等の推進事業 緑のカーテン設置等

　和式便器から洋式便器への交換及び臭い対策を実施し
ます。

　緑のカーテンを実施するための苗や肥料、校庭補修の
ための土等を購入します。

施設修繕

　給水管からの漏水、排水管の詰り、校舎等の雨漏り、
学級の増加に伴う教室改修等、学校施設修繕を実施しま
す。

施設の保守管理
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 -

＜主な事業＞

１ 233,522

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 17款

18款

-

＜主な事業＞

１ 166,629

２ 31,456

事務事業名 小学校教科教材等整備事業 予算額 233,522
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

前年度予算額 230,727

増減 2,795 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/3目 教育振興費 一般財源 233,522

＜事業の目的・内容＞

　全ての市立小学校における教育効果を高めるため、学校教育に必要な教材等を
購入します。

事務事業名 小学校教育扶助事業 予算額 198,085
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

教材等の購入

　小学校で必要とする教材等を購入します。

＜特記事項＞

　就学援助制度の支給単価において準用する国庫補助基準額の引上げに合わせ、
新入学用品費の支給単価の引上げ及びシステムの再構築を行います。

前年度予算額 154,534

増減 43,551 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/3目 教育振興費 国庫支出金 1,444

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 574

　経済的理由で就学困難と認められる学齢児童及び就学予定者の保護者に対し、
学校生活に必要な費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施を図ります。

一般財源 196,067

就学援助費の支給

　経済的理由で就学困難な児童の保護者に対し、学校生
活に必要な費用の一部を援助します。また、新入学用品
費について、支給単価の引上げを行います。

システムの再構築及び運用その他

　就学援助・医療費事務管理システムの再構築及び適正
な運用を行います。

-545-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 17款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 77,184 ４ 649,148

２ 91,868 ５ 467,708

３ 114

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 17款

18款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 133,176

２ 154,234

３ 1,964,144

事務事業名 小学校営繕事業 予算額 1,286,022
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

＜特記事項＞

　トイレ洋式化の更なる推進のため、和式便器から洋式便器への交換を含むトイ
レの全面改修工事及びそれに伴う業務委託等を行います。

前年度予算額 970,993

増減 315,029 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1106（一部）、3131（一部）、3132（一部）

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/4目 学校建設費 国庫支出金 151,535

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 74,538

　良好な学習環境を確保するために、小学校の老朽化した校舎等の改修を行いま
す。また、「さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画」を推進します。

諸収入 160

市債 679,700

一般財源 380,089

　改修工事等の事務に要する消耗品を購入します。

事務事業名 小学校校舎増改築事業 予算額 2,251,554
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

学校施設リフレッシュ事業 学校トイレの洋式化等の推進事業

　学校施設リフレッシュ基本計画の推進、老朽化した校
舎等の大規模改修及びそれに伴う業務委託等を行いま
す。

　和式便器から洋式便器への交換を含むトイレの全面改
修工事及びそれに伴う業務委託等を行います。

学級増対応等 営繕工事等

　児童急増地域での校舎の増築に備えた地質調査等を行
います。

　老朽化した校舎等の改修工事及びそれに伴う業務委託
等を行います。

消耗品の購入

前年度予算額 2,169,754

増減 81,800 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3131（一部）、4111

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/4目 学校建設費 国庫支出金 81,620

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 10,624

　児童数の増加により教室不足が見込まれる学校について、校舎の増築を行いま
す。また、「さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画」に基づき、学校施設の
改築及び大規模改修を推進します。

繰入金 47,629

諸収入 32

市債 1,401,200

一般財源 710,449

　市立与野本町小学校の老朽化した北校舎及び給食室を
周辺の公共施設との複合化と合わせ改築するとともに、
東校舎と南校舎の改修を実施します。

仲町小学校校舎増改築

　市立仲町小学校の給食室の改築工事を行います。ま
た、校舎の増築工事を行います。

学校施設リフレッシュ事業

　学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、校舎改築改
修の設計及び設計に伴う業務委託を行います。

与野本町小学校複合施設整備事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 -

＜主な事業＞

１ 3,999

２ 33,476

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 181 -

＜主な事業＞

１ 2,137

２ 6,563

事務事業名 小学校空調整備事業 予算額 37,475
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

＜特記事項＞

　小学校67校の空調機について、平成30年度をもってリース期間が満了しまし
た。

前年度予算額 143,849

増減 △ 106,374 

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/4目 学校建設費 一般財源 37,475

＜事業の目的・内容＞

　普通教室及び特別教室に空調機を設置し、より良い学習環境の確保に努めま
す。

事務事業名 小学校新設校建設事業 予算額 8,700
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

空調機リフレッシュ事業

　老朽化した空調機の更新等について、調査を実施し、
今後の整備方針を検討します。

空調機の保守管理

　空調機のフィルター清掃及び保守・点検等を行いま
す。

＜特記事項＞

　市立美園北小学校の建設工事が完了しました。 前年度予算額 3,356,678

増減 △ 3,347,978 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3133（一部）

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/4目 学校建設費 一般財源 8,700

＜事業の目的・内容＞

　学校規模の適正化を図り、良好な教育環境を整備するため、新設校の建設を行
います。

市立美園北小学校整備事業

　市立美園北小学校建設工事の影響による近隣家屋の損
傷等の有無及び地上デジタル放送の受信障害についての
調査等を実施します。

新設大和田地区小学校整備事業

　大和田特定土地区画整理事業の進捗に合わせ、新設校
整備に向けた基本計画を策定します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 -

＜主な事業＞

１ 74

２ 773

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 23款

-

＜主な事業＞

１ 200,409

２ 996,337

３ 277,709

事務事業名 中学校管理運営事業（教育総務課） 予算額 847
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

前年度予算額 847

増減 0 

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 一般財源 847

＜事業の目的・内容＞

　中学校の用務業務等を円滑に運営するため、旅費の支給及び被服等の貸与を行
います。

事務事業名 中学校管理運営事業（教育財務課） 予算額 1,474,455
局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

学校技能職員等への旅費の支給

　学校技能職員等の連絡業務や研修・出張等の旅費を支
給します。

学校技能職員への被服等の貸与

　学校技能職員（用務・校務担当）の被服等を貸与しま
す。

前年度予算額 1,704,393

増減 △ 229,938 

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 諸収入 1,435

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,473,020

　全ての市立中学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持
するため、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品の購入を始め、光熱
水費の支払、機械警備の業務委託等を行います。

　中学校施設の機械警備業務委託等を行います。

消耗品及び備品の購入

　中学校の運営に必要な消耗品及び備品を購入します。

光熱水費の支払

　中学校で使用する光熱水費を支払います。

維持管理業務委託等
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 23款

-

＜主な事業＞

１ 66,650

２ 26,035

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 -

＜主な事業＞

１ 79,911

事務事業名 中学校管理運営事業（教職員人事課） 予算額 92,685
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

学校図書館司書の配置

　図書館教育の充実を図るため、全ての市立中学校に、
専任の司書を配置します。

非常勤講師の配置

　適正な学校運営を確保するため、初任者指導や妊娠し
た教員の体育授業の代替、免許教科外担任解消を目的と
して、非常勤講師を配置します。

前年度予算額 91,537

増減 1,148 

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 一般財源 79,911

＜事業の目的・内容＞

　中学校教職員の旅費の支給を行います。

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 諸収入 197

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 92,488

　全ての市立中学校における学校図書館運営を充実させるとともに、非常勤講師
の配置により、適正な学校運営の確保を図ります。

前年度予算額 82,984

増減 △ 3,073 

中学校教職員への旅費の支給

　中学校教職員の研修、生徒の引率及び連絡業務等の旅
費を支給します。

事務事業名 中学校管理運営事業（教職員給与課） 予算額 79,911
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 -

＜主な事業＞

１ 98,701

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 16款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 40,412 ４ 8,227

２ 167,485

３ 199,679

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 一般財源 98,701

＜事業の目的・内容＞

　中学校において、環境整備、緑化推進等の用務業務を行い、学校の適切な維持
管理を行います。

事務事業名 中学校施設等維持管理事業（教育総務課） 予算額 98,701

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

中学校用務業務

　校内の環境整備、緑化推進、清掃、簡易な修繕等を行
います。

前年度予算額 100,663

増減 △ 1,962 

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 使用料及び手数料 691

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,229

　中学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、建物・給排水設備・衛生設
備・電気設備等の修繕、点検等の維持管理業務を実施します。

市債 13,700

一般財源 400,183

事務事業名 中学校施設等維持管理事業（学校施設課） 予算額 415,803

学校トイレの洋式化等の推進事業 緑のカーテン設置等

　和式便器から洋式便器への交換及び臭い対策を実施し
ます。

　緑のカーテンを実施するための苗や肥料、校庭補修の
ための土等を購入します。

施設修繕

　給水管からの漏水、排水管の詰り、校舎等の雨漏り、
学級の増加に伴う教室改修等、学校施設修繕を実施しま
す。

施設の保守管理

前年度予算額 364,660

増減 51,143 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1106（一部）、3132（一部）

　学校施設の維持管理上必要な点検、管理等を実施しま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 -

＜主な事業＞

１ 145,213

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 17款

18款

-

＜主な事業＞

１ 282,748

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/3目 教育振興費 一般財源 145,213

＜事業の目的・内容＞

　全ての市立中学校における教育効果を高めるため、学校教育に必要な教材等を
購入します。

事務事業名 中学校教科教材等整備事業 予算額 145,213

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

教材等の購入

　中学校で必要とする教材等を購入します。

前年度予算額 143,147

増減 2,066 

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/3目 教育振興費 国庫支出金 4,117

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 724

　経済的理由で就学困難と認められる学齢生徒の保護者に対し、学校生活に必要
な費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施を図ります。

一般財源 277,907

事務事業名 中学校教育扶助事業 予算額 282,748

就学援助費の支給

　経済的理由で就学困難な生徒の保護者に対し、学校生
活に必要な費用の一部を援助します。また、新入学用品
費について、支給単価の引上げを行います。

＜特記事項＞

　就学援助制度の支給単価において準用する国庫補助基準額の引上げに合わせ、
新入学用品費の支給単価の引上げを行います。

前年度予算額 212,223

増減 70,525 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 17款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 10,561 ４ 567,065

２ 74

３ 521,706

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 -

＜主な事業＞

１ 3,998

２ 13,314

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/4目 学校建設費 国庫支出金 120,226

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 8,277

　良好な学習環境を確保するために、中学校の老朽化した校舎等の改修を行いま
す。また、「さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画」を推進します。

諸収入 160

市債 695,400

一般財源 275,343

事務事業名 中学校営繕事業 予算額 1,099,406

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

学校施設リフレッシュ事業 営繕工事等

　学校施設リフレッシュ基本計画の推進、老朽化した校
舎等の大規模改修及びそれに伴う業務委託等を行いま
す。

　老朽化した校舎等の改修工事及びそれに伴う業務委託
等を行います。

消耗品の購入

　改修工事等の事務に要する消耗品を購入します。

学校トイレの洋式化等の推進事業

＜特記事項＞

　トイレ洋式化の更なる推進のため、和式便器から洋式便器への交換を含むトイ
レの全面改修工事及びそれに伴う業務委託等を行います。

前年度予算額 669,681

増減 429,725 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3131（一部）、3132（一部）

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/4目 学校建設費 一般財源 17,312

＜事業の目的・内容＞

　普通教室及び特別教室に空調機を設置し、より良い学習環境の確保に努めま
す。

　和式便器から洋式便器への交換を含むトイレの全面改
修工事及びそれに伴う業務委託等を行います。

事務事業名 中学校空調整備事業 予算額 17,312

空調機リフレッシュ事業

　老朽化した空調機の更新等について、調査を実施し、
今後の整備方針を検討します。

空調機の保守管理

　空調機のフィルター清掃及び保守・点検等を行いま
す。

＜特記事項＞

　中学校37校の空調機について、平成30年度をもってリース期間が満了しまし
た。

前年度予算額 59,853

増減 △ 42,541 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 183 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 541,662

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 124

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/4目 学校建設費 国庫支出金 98,331

＜事業の目的・内容＞ 市債 334,300

　学校規模の適正化を図り、良好な教育環境を整備するため、新設校の建設を行
います。

一般財源 109,031

事務事業名 中学校新設校建設事業 予算額 541,662

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

市立美園南中学校整備事業

　市立美園南中学校の開校に向けた工事、業務委託、内
覧会資料の印刷等を行います。

＜特記事項＞

　市立美園南中学校の建設工事の進捗により、工事費が減額となったものです。 前年度予算額 3,863,394

増減 △ 3,321,732 

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 一般財源 124

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校の用務業務を円滑に運営するため、被服等を貸与します。

事務事業名 高等学校管理運営事業（教育総務課） 予算額 124

学校技能職員への被服等の貸与

　学校技能職員（用務・校務担当）の被服等を貸与しま
す。

前年度予算額 124

増減 0 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 23款

-

＜主な事業＞

１ 185,306 ４ 2,304

２ 93,819 ５ 3,279

３ 52,146 ６ 46,899

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 10,276

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 諸収入 1,950

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 381,803

　市立高等学校及び市立中等教育学校の管理運営に要する経費で、消耗品費、光
熱水費、通信運搬費、非常勤講師に係る報酬等を支払います。

事務事業名 高等学校管理運営事業（高校教育課） 予算額 383,753

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

高等学校の管理運営 高等学校教員の共済組合への共済費

　消耗品の購入、光熱水費、通信運搬費等、市立高等学
校の管理運営を行います。

　高等学校教員の共済組合負担金を支払います。

パソコン等の賃借 部活動指導員配置事業

　教職員、生徒が使用するパソコンシステム等の賃借を
行います。

　部活動を充実・活性化させると共に、学校現場におけ
る業務の適正化を図るため、単独で、技術指導及び引率
ができる部活動指導員を配置します。

非常勤講師等の配置 中等教育学校の管理運営

前年度予算額 340,852

増減 42,901 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3119（一部）

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 一般財源 10,276

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校において、環境整備、緑化推進等の用務業務を行い、学校の適切
な維持管理を行います。

　少人数授業により、基礎・基本の確実な定着を図ると
ともに、希望制の習熟度別授業、生徒一人ひとりの興
味・関心に応じた選択科目の幅の拡大、きめ細かな指導
を展開します。

　光熱水費、通信運搬費等、平成31年4月に開校する「さ
いたま市立大宮国際中等教育学校」の管理運営を行いま
す。

事務事業名 高等学校施設等維持管理事業（教育総務課） 予算額 10,276

高等学校用務業務

　校内の環境整備、緑化推進、清掃、簡易な修繕等を行
います。

前年度予算額 10,332

増減 △ 56 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 52

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 10,540

２ 59,012

３ 7,095

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 一般財源 52

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、維持管理業務を実施し
ます。

事務事業名 高等学校施設等維持管理事業（学校施設課） 予算額 52

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

緑のカーテンの設置

　緑のカーテンを実施するための苗や肥料等を購入しま
す。

前年度予算額 52

増減 0 

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 使用料及び手数料 77

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 10,141

　市立高等学校及び市立中等教育学校の維持管理のため、各種修繕や警備業務を
始めとした保守管理委託等の事務を行います。

繰入金 6,190

諸収入 9

一般財源 60,230

事務事業名 高等学校施設等維持管理事業（高校教育課） 予算額 76,647

学校用地賃借

　市立浦和高等学校及び市立大宮西高等学校用地とし
て、国有地及び民有地を賃借します。

高等学校施設の維持管理

　市立高等学校施設の維持管理に必要な修繕、委託等を
行います。

中等教育学校施設の維持管理

前年度予算額 69,317

増減 7,330 

　市立中等教育学校施設の維持管理に必要な修繕、委託
等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 18款

23款

-

＜主な事業＞

１ 3,329

２ 476

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 2,989

２ 395

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 県支出金 3,518

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 9

　市立高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、就学支
援金支給のための事務を行います。

一般財源 278

事務事業名 高等学校等就学支援金事業 予算額 3,805

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

臨時職員賃金等

　就学支援金支給のための事務補助として臨時職員を任
用します。

就学支援金支給のための事務

　消耗品の購入、その他就学支援金支給のための事務を
行います。

前年度予算額 4,141

増減 △ 336 

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/3目 教育振興費 一般財源 3,384

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校及び市立中等教育学校におけるクラブ活動の推進を図るため、必
要な消耗品や備品を購入します。

事務事業名 クラブ活動等推進事業 予算額 3,384

高等学校クラブ活動の物品整備

　市立高等学校のクラブ活動に必要な消耗品、備品を購
入します。

中等教育学校クラブ活動の物品の整備

　市立中等教育学校のクラブ活動に必要な消耗品、備品
を購入します。

前年度予算額 3,881

増減 △ 497 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 9,665

２ 1,957

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 24款

-

＜主な事業＞

１ 156,412

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

款/項/目

一般財源 39,212

0

増減 皆増 

　老朽化した校舎等の改修工事を行います。

市債 117,200

前年度予算額

　良好な学習環境を確保するために、市立高等学校の老朽化した校舎等の改修を
行います。

＜特記事項＞

　市立大宮北高等学校外壁改修工事及び散水設備改修工事を行います。

営繕工事

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/3目 教育振興費 一般財源 11,622

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校及び市立中等教育学校において、各教科及び図書館の充実を図る
ために必要な消耗品や備品を購入します。

事務事業名 高等学校教科教材整備事業 予算額 11,622

高等学校の教科、図書館の整備

　市立高等学校の各教科及び図書館に必要な消耗品、備
品を購入します。

中等教育学校の教科、図書館図書の整備

　市立中等教育学校の各教科及び図書館に必要な消耗
品、備品を購入します。

前年度予算額 12,229

増減 △ 607 

事務事業名 高等学校営繕事業 予算額 156,412

10款 教育費/4項 高等学校費/4目 学校建設費

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 185 -

＜主な事業＞

１ 3,000

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 -

＜主な事業＞

１ 1,040

前年度予算額 0

増減 皆増 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3121（一部）

コミュニティ・スクール推進事業

　コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を7校
に先行導入するとともに、コミュニティ・スクール
フォーラムの開催や保護者・地域住民への意識調査を実
施します。

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

款/項/目 10款 教育費/5項 幼稚園費/1目 幼稚園振興費 一般財源 3,000

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市における幼児教育の充実を図るため、さいたま市私立幼稚園協会に
補助金を交付します。

事務事業名 幼稚園振興事業 予算額 3,000

さいたま市私立幼稚園教育研究補助金

　さいたま市における幼児教育の充実に寄与することを
目的として、さいたま市私立幼稚園協会が実施する研修
及び研究にかかる事業について補助金を交付します。

前年度予算額 3,088

増減 △ 88 

＜事業の目的・内容＞

　「学校を核とした地域づくり」を行うために、平成34年度までに全ての市立学
校にコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入し、学校が地域住民
等と一体となって特色ある学校づくりを進めていくための仕組みと、スクールサ
ポートネットワーク等の様々な取組をより効果的に活用するための体制を構築し
ます。

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育政策室

事務事業名 家庭地域連携事業（教育政策室） 予算額 1,040

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/1目 社会教育総務費 一般財源 1,040
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 17款

23款

-

＜主な事業＞

１ 203,277 ４ 331

２ 134,530 ５ 1,248

３ 1,951 ６ 2,707

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 -

＜主な事業＞

１ 10,070 ４ 3,585

２ 304 ５ 1,518

３ 1,594

　子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐ
くまれるよう、土曜日や放課後等に、地域住民等の参画
を得て、子どもたちの自主的な学習や体験活動等を実施
します。

　児童生徒の得意なことを伸ばしたり、豊かな人間性を
はぐくんだりするため、体験活動、ボランティア活動に
関する情報を収集・提供し、実績に応じ特典、賞を授与
します。

中学生職場体験事業「未来（みら）くるワーク体験」 その他

　中学生に望ましい勤労観、職業観をはぐくみ、学ぶこ
との意義を考えさせる機会として、中学生職場体験事業
「未来（みら）くるワーク体験」を実施します。

　ＰＴＡ関係業務及び子育て講座事業を実施します。

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 336

　地域全体で未来を担う子どもたちを健やかにはぐくむために、「スクールサ
ポートネットワーク（地域学校協働本部）ガイドブック」を積極的に活用し、ス
クールサポートネットワークやチャレンジスクール等の充実を図り、学校・家
庭・地域・行政が連携・協働する取組を推進します。

一般財源 238,737

前年度予算額 365,399

家庭地域連携事業（生涯学習振興課） 予算額 344,044
局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/1目 社会教育総務費 国庫支出金 104,971

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3121（一部）、3122、3124、3126

スクールサポートネットワーク 「すくすくのびのび子どもの生活習慣向上」キャンペーン

　学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、地域全体で
子どもたちをはぐくむために、学校地域連携コーディ
ネーターを引き続き配置するとともに、より幅広い層の
地域住民等が参画した多様な活動を実施します。

　早寝・早起きや朝食の摂取等の生活習慣の向上を図る
ため、「すくすく　のびのび　子どもの生活習慣向上」
キャンペーンを実施します。

チャレンジスクール推進事業 「自分発見！」チャレンジｕｐさいたま事業

　生涯学習に関する専門的な知識や技能、経験等を有し
ている方々の情報を登録・公開し、学習したい方の希望
に合わせて人材の紹介を行います。

社会教育委員会議その他生涯学習人材バンク事業

　ＡＥＤを生涯学習部所管施設へ配置します。　講座等の情報を掲載した生涯学習情報誌「まなベル」
の発行や生涯学習情報システムの改修・運用などによ
り、市民へ学習情報を提供します。

ＡＥＤの配置生涯学習情報の収集・提供

増減 △ 21,355 

事務事業名 生涯学習推進事業 予算額 17,071
教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課局/部/課

事務事業名

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/1目 社会教育総務費 一般財源 17,071

＜事業の目的・内容＞

　人生１００年時代を見据え、誰もが「学べる・活かせる・つながる」生涯学習
環境の整備を進め、市民一人ひとりが生涯を通じて自らの人生を設計し、学び続
け、学んだことを生かして活躍できる社会の実現を目指します。このため、生涯
学習の振興に関する基盤整備を進めるとともに、多様化・高度化する市民のニー
ズに対応した学習機会の提供、生涯学習情報の収集・提供などを行います。

3203＜総合振興計画実施計画事業コード＞

4,147 増減

12,924前年度予算額

生涯学習講座

　社会教育法に基づく社会教育委員会議の運営を行いま
す。

　市民を対象として市内の大学で開催する大学公開講
座、聴覚障害者を対象とした社会教養講座を実施しま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 23款

-

＜主な事業＞

１ 3,142

２ 1,243

３ 40

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 6,922

２ 21,061

　地域で活躍する歌人や現代短歌新人賞受賞者を講師に
招き、短歌文学への理解を深める講演等を実施します。

△ 115 増減

4,540前年度予算額

さいたま短歌フォーラム

　小・中学生を対象に短歌作品を募集し、優れた作品に
ついて表彰し、さいたま市の文学活動の裾野の拡大と伝
統的な言語文化の継承を図るため、さいたま子ども短歌
賞を実施します。

さいたま子ども短歌賞

　歌壇に新風をもたらす者を表彰し、新人歌人の発掘・
支援を行うとともに、全国規模の賞を実施することによ
り、さいたま市の文学活動をＰＲし、市民の文学活動の
振興を図るため、現代短歌新人賞を実施します。

現代短歌新人賞

事務事業名 文学活動推進事業 予算額 4,425
教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習振興課局/部/課

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/人権教育推進室

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/1目 社会教育総務費 使用料及び手数料 1

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 89

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/1目 社会教育総務費 諸収入 20

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,405

　子どもから大人まで、短い言葉で日常の機微や季節の移ろいから将来の夢まで
表現できる短歌に親しむ機会を提供するため、全国の小・中学生及びプロとして
一歩を踏み出した方など、これからの現代短歌を担う方々を支援する事業や、広
く市民が短歌に触れ、学び、交流する事業を実施し、文学活動の振興を図りま
す。

　子ども、同和問題、障害者、外国人及び性的少数者などの人権問題の早期解決
のため、研修等を通じて学校の児童生徒や教職員の人権教育の一層の推進を図る
とともに、人権教育集会所等においては市民の人権意識の高揚と各種人権問題の
正しい理解を図る事業を推進します。

一般財源 27,893

事務事業名 人権教育推進事業 予算額 27,983

学校人権教育推進事業

　児童生徒、教職員の人権教育の推進を図るため、人権
標語・作文の募集と表彰、人権の花運動、啓発資料の作
成、人権教育啓発ビデオ・ＤＶＤの貸出し、教職員研修
等を行います。

社会人権教育推進事業

前年度予算額 27,942

増減 41 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 7101（一部）

[参考]

人権の花運動

 人権が尊重され、差別のない明るい地域社会づくりのた
め、公民館で人権講座の実施、人権教育集会所では人権
講演会をはじめとする主催事業の開催、サークル活動支
援等を実施するとともに、安心して施設が利用できるよ
う適切な維持管理を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 3,835

２ 18,887

３ 493,060

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 466 ４ 912

２ 3,348 ５ 112,260

３ 769 ６ 318,600

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/2目 公民館費 使用料及び手数料 199

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 859

　拠点公民館（10館）及び地区公民館（49館）の施設の維持管理及び運営を行う
とともに、拠点公民館・地区公民館事業方策に基づき、市民のニーズ等に対応し
た事業を推進します。

諸収入 5,726

一般財源 508,998

事務事業名 地区公民館管理運営事業 予算額 515,782

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

親の学習事業

　様々な考えや学びを通して、親としての成長を支援
し、親同士の交流を図るため、親の学習事業を各公民館
で実施します。

生涯学習事業の推進

　より多くの市民の様々な学習ニーズに対応した学習機
会を提供するため、各公民館において主催事業を実施し
ます。

公民館施設の管理運営

前年度予算額 503,330

増減 12,452 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2111（一部）

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/2目 公民館費 使用料及び手数料 346

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 708

　シーノ大宮センタープラザ内にある生涯学習総合センターの維持管理及び運営
を行うとともに、生涯学習総合センター事業方策に基づき、市民のニーズ等に対
応した事業を推進します。

繰入金 11,266

諸収入 2,947

一般財源 421,088

　公民館施設の維持管理及び運営を行います。

事務事業名 生涯学習総合センター管理運営事業 予算額 436,355

親の学習事業 公民館運営審議会

　様々な考えや学びを通して、親としての成長を支援
し、親同士の交流を図るため、親の学習事業を生涯学習
総合センターで実施します。

　生涯学習総合センター及び公民館における事業の企画
実施について調査審議をするため、公民館運営審議会を
年6回開催します。

さいたま市民大学事業 シーノ大宮センタープラザ管理費負担金

　市民の高度で専門的かつ多様な学習要求に応えるた
め、幅広い年齢層を対象に内容の充実した学習機会の場
を提供するさいたま市民大学を実施します。

　シーノ大宮センタープラザ内の公共施設の維持管理及
び中規模修繕に係る管理費負担金を支払います。

生涯学習事業の推進 生涯学習総合センターの管理運営等

前年度予算額 420,659

増減 15,696 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2111（一部）、3204

　より多くの市民に生涯学習の機会を提供するため、生
涯学習相談事業や子育て支援等の現代的課題をテーマと
した事業を実施します。

　生涯学習総合センターの維持管理及び運営等を行いま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 187 21款

24款

-

＜主な事業＞

１ 515,432

２ 23,559

３ 22,850

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 189 16款

17款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 85,016 ４ 3,021

２ 14,907 ５ 36,829

３ 66,865 ６ 20,979

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/生涯学習総合センター

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/2目 公民館費 繰入金 54,852

＜事業の目的・内容＞ 市債 456,800

　バリアフリー化や屋上防水等の改修を行うことで、施設の長寿命化を図るとと
もに来館者にとって安全・安心な施設環境を整備します。

一般財源 50,189

事務事業名 公民館安心安全整備事業 予算額 561,841

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課

公民館施設リフレッシュ事業

　公民館施設リフレッシュ計画に基づき、平成31年度は
仲本公民館及び美園公民館の改修工事等を実施します。

維持改修

　外壁修繕等、必要な改修等を行います。

公民館エレベーター設置事業

前年度予算額 529,730

増減 32,111 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3201（一部）

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/3目 文化財保護費 使用料及び手数料 32

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 88,169

　さいたま市の貴重な文化・歴史・教育・観光資源である各種の文化財の保存・
継承と活用を進め、市民文化の向上と市の個性・魅力の発信を図ります。

財産収入 29

諸収入 128

市債 40,600

一般財源 98,659

　施設のバリアフリー化を推進するため、2階が入口と
なっている3館のうち2館について、エレベーター設置に
向けた設計等を実施します。

事務事業名 文化財保護事業 予算額 227,617

国指定史跡見沼通船堀の整備 県指定史跡馬場小室山遺跡の整備

　見沼通船堀東縁の園路整備工事を実施するとともに、
見沼通船堀西縁再整備工事に向けた詳細設計を行いま
す。また、見沼通船堀閘門開閉実演を再開するなど、史
跡の活用を行います。

　馬場小室山遺跡の維持管理を行うとともに、保存活用
計画の策定に向けた調査・検討を実施します。

国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地の保存管理 文化財の保存と活用

　特別天然記念物であるサクラソウ自生地の調査や草焼
きなどの保全措置、市民と協働した普及・活用を実施す
るとともに、サクラソウの減少要因を総合的かつ科学的
に把握するための緊急調査を実施します。

　指定文化財を後世に継承するため、調査・保存活動を
実施するとともに、埋蔵文化財の調査や、出土品の管理
を行います。また、文化財を学びに活かし、保護の心を
育むために情報発信や普及活動を推進します。

国指定史跡真福寺貝塚の整備 文化財施設の維持管理と整備

＜特記事項＞

　国指定史跡真福寺貝塚の指定地の買い上げ面積が縮小となります。 前年度予算額 425,324

増減 △ 197,707 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3401

　真福寺貝塚の維持管理を行うとともに、市民が利用で
きる環境整備に向け、発掘調査や、史跡指定地の拡大及
び公有地化を実施します。

　文化財収蔵・活用施設の維持管理を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 189 16款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 366 ４ 1,434

２ 730,378 ５ 16,632

３ 33,503 ６ 46,674

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 189 16款

19款

-

＜主な事業＞

１ 179,130

２ 8,006

３ 4,464

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/4目 図書館費 使用料及び手数料 19

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 1,429

　全図書館（25館）の施設維持管理、運営を行い、多様な市民ニーズに応える図
書館機能の充実を図ります。

諸収入 3,061

市債 16,500

一般財源 807,978

事務事業名 図書館管理運営事業 予算額 828,987

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

図書館協議会の開催 子ども読書活動推進事業

　市民や識者の意見を聴くため、図書館協議会を年3回開
催して図書館運営の充実を図ります。

　子ども達がより多くの本に親しみ読書習慣を身に付け
られるよう、催し物の開催、読書手帳やブックリストの
作成配布、学級文庫用図書の貸出し等を「さいたま市子
ども読書活動推進計画」（第三次）に基づき行います。

図書館施設維持管理及び運営 図書館施設リフレッシュ事業

　建物の清掃や窓口業務等、図書館施設の適切な維持管
理及び運営を行います。

　既存施設を長期にわたって有効に活用するため、図書
館施設リフレッシュ計画に基づき、大宮西部図書館の中
規模修繕の設計等を行います。

施設保全 図書館整備事業

＜特記事項＞

　図書館施設リフレッシュ計画に基づき、平成30年度は与野南図書館の改修工事
を実施しました。平成31年度は大宮西部図書館の改修工事の設計を実施します。

前年度予算額 1,071,404

増減 △ 242,417 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3123（一部）、3201（一部）、3202（一部）

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/4目 図書館費 使用料及び手数料 1,178

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,238

　地域の知の拠点として、市民からの多様化、高度化する幅広い要望に対応する
ため、資料や情報を計画的、積極的に収集し、提供します。

一般財源 189,184

　安全・安心で利用しやすい図書館を維持するために、
施設の各種保守点検、改修及び修繕を行います。

　図書館機能の充実及びサービスの充実を図るため、全
ての資料にＩＣタグを貼付します。

事務事業名 図書館資料整備事業 予算額 191,600

図書・新聞雑誌・ＣＤ等の資料購入

　幅広い蔵書の構築に取り組み、各図書館の特色を生か
した効果的、計画的な資料収集を行います。

データベース・インターネットによる情報提供

　法律、経済、経営等の各種データベースによる情報提
供や音楽配信によるクラシックを中心とした楽曲の提供
を行います。

電子書籍の購入・提供

前年度予算額 232,962

増減 △ 41,362 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3123（一部）

　電子書籍を選定・購入し、図書館ホームページからの
提供を行います。

-563-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 189 23款

-

＜主な事業＞

１ 227,286

２ 3,880

３ 4,239

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 189 -

＜主な事業＞

１ 195

２ 40

３ 880

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/4目 図書館費 諸収入 200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 235,205

　図書館コンピュータシステムによって全図書館（25館）を結ぶことにより、市
内のどの図書館においても均質なサービスを提供します。

事務事業名 図書館コンピュータシステム運用事業 予算額 235,405

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課

図書館コンピュータシステムの運用

　全図書館の資料情報や利用状況を一元管理し、どの図
書館の窓口においても貸出・返却・資料検索等のサービ
スを提供します。また、図書館のホームページで、予約
や電子書籍の貸出等のサービスを提供します。

市民向けインターネットの運用

　館内のインターネット端末により情報にアクセスでき
る環境を整備することで、市民の課題解決に向けたサー
ビスの充実を図ります。

図書館整備事業

前年度予算額 221,824

増減 13,581 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3202（一部）

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/4目 図書館費 一般財源 1,115

＜事業の目的・内容＞

　視聴覚教材等を収集し、貸し出すとともに、視聴覚機器の操作練習会等を開催
します。

　図書館機能の充実及びサービスの充実を図るため、利
用者が自ら貸出手続きを行うことができる自動貸出機等
を整備します。

事務事業名 視聴覚ライブラリー管理運営事業 予算額 1,115

視聴覚ライブラリー運営委員会の開催 

　視聴覚ライブラリー運営委員会を年2回開催します。

16ミリフィルム映写機操作技術講習会の開催

　16ミリフィルム映写機操作技術講習会を年2回開催しま
す。

視聴覚教材の収集及び機材の購入・賃借

前年度予算額 1,190

増減 △ 75 

　視聴覚教材としてＤＶＤソフトを収集し、視聴覚機材
としてモバイルスクリーンの購入、プロジェクターの賃
借を行います。

-564-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 24,818 ４ 6,237

２ 11,579 ５ 170,618

３ 260

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 19款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 14,667

２ 1,095

３ 73

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/5目 博物館費 使用料及び手数料 3

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 900

　本市に係る考古・民俗・歴史などの貴重な資料を調査・収集し、保存・研究す
るとともに、本市の歴史を概観する常設展示や特定のテーマに焦点を当てた特別
展、企画展を開催します。併せて、各種講座等を開催するなど、市民に歴史や文
化を学ぶ機会を提供します。

繰入金 124,341

諸収入 639

一般財源 87,629

事務事業名 市立博物館管理運営事業 予算額 213,512

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

市立博物館の維持管理 分館の維持管理

　保守点検、修繕、警備等を実施し、施設の適切な維持
管理を行います。

　岩槻郷土資料館、岩槻藩遷喬館の適切な維持管理を行
い、保存と公開・活用に努めます。

特別展・企画展等の開催 与野郷土資料館整備事業

　特定のテーマに焦点を当てた特別展、企画展を開催し
ます。また、展示とともに参加者が楽しみながら昔のも
のづくりを行う夏休み子ども博物館等を開催します。

　与野郷土資料館整備に係る展示等製作業務及び平成32
年度の開館に向けた準備を行います。

各種講座等の開催

＜特記事項＞

　与野郷土資料館を整備するため、展示等製作業務及び平成32年度の開館に向け
た準備を行います。

前年度予算額 54,838

増減 158,674 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/5目 博物館費 財産収入 100

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 1,548

　地域の博物館として、地域の歴史と文化について市民の理解を深めるため、常
設展・特別展・企画展などの展示や教育普及活動を行うとともに、資料の収集・
保存・活用を図ります。

諸収入 21

市債 4,300

一般財源 9,866

　古文書講座や体験講座等、各種講座を開催します。

事務事業名 浦和博物館管理運営事業 予算額 15,835

浦和博物館の維持管理

　保守点検、修繕、警備等を実施し、施設の適切な維持
管理を行います。併せて、公共施設マネジメント計画に
基づき、実施設計を行います。

特別展・企画展及び講座の開催

　地域の歴史に関連した特別展や、小学生を対象とした
企画展を開催します。また、展示に関する講座を開催し
ます。

資料の収集・保存・活用

前年度予算額 13,215

増減 2,620 

　地域に関係の深い歴史的資料の収集を積極的に進め、
適切に保存しつつ、活用を図ります。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 14,393 ４ 502

２ 75

３ 330

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 6,096

２ 217

３ 451

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/5目 博物館費 使用料及び手数料 493

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 30

　市内に残る伝統的な古建築と民俗資料を収集・保存・展示し、市民文化の向上
発展と郷土意識の高揚を図ります。また、市民と協働し伝統文化の保存継承に努
め、くらしの工夫について考える体験学習等を実施します。

諸収入 56

一般財源 14,721

事務事業名 民家園管理運営事業 予算額 15,300

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

民家園の維持管理 分館の維持管理

　保守点検、修繕、清掃、警備等を実施し、施設の適切
な維持管理を行います。

　鴻沼資料館、旧高野家離座敷の適切な維持管理を行
い、保存・公開します。

指定文化財建造物の活用

　指定文化財建造物を公開するとともに、学習の場とし
て活用し、くらしの工夫等を考える学習を推進します。

展示・講座等の開催

前年度予算額 12,925

増減 2,375 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/5目 博物館費 使用料及び手数料 2

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 20

　市指定文化財旧坂東家住宅を活用して伝統文化の保存継承を図るため「生きて
いる民家」をテーマに年中行事の再現を行い、各種展示・講座等を開催します。

諸収入 35

一般財源 6,707

　収蔵資料の紹介や地域文化の理解を深める展示を行う
とともに、民家園及び周辺の環境を生かした季節行事・
講座等を開催します。

事務事業名 見沼くらしっく館管理運営事業 予算額 6,764

見沼くらしっく館の維持管理

　保守点検、修繕、清掃、警備等を実施し、施設の適切
な維持管理を行います。

指定文化財建造物の活用

　指定文化財建造物を市民の体験学習や年中行事再現の
場として公開・活用するとともに、貴重な文化遺産を後
世に継承します。

展示・講座等の開催

前年度予算額 6,624

増減 140 

　古民家に関することや地域の歴史、生活文化に関連し
た各種展示・講座等を開催します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 19款

＜主な事業＞

１ 611 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 16款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 155,496

２ 13,960

３ 46,007

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/5目 博物館費 財産収入 611

＜事業の目的・内容＞

　与野郷土資料館の整備費用に充当するために設置した「与野郷土資料館整備基
金」へ、同基金の預金利子及び土地貸付収入の積立てを行います。

事務事業名 与野郷土資料館整備基金積立金 予算額 611

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/舘岩少年自然の家 

与野郷土資料館整備基金への積立て

　与野郷土資料館整備基金を金融機関に預け入れしてい
ることにより生じた預金利子及び土地貸付収入につい
て、同基金に積立てを行います。

前年度予算額 595

増減 16 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/6目 少年自然の家費 使用料及び手数料 207

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1,531

　豊かな自然環境の中で児童生徒の健全育成を図るため、舘岩少年自然の家の維
持管理業務を実施します。

市債 34,500

一般財源 179,225

事務事業名 少年自然の家管理運営事業 予算額 215,463

施設の維持管理

　舘岩少年自然の家の維持管理及び設備運転を実施しま
す。

自然の家運営事業

　全ての子どもたちが質の高い自然体験活動・集団宿泊
活動を体験できるように、「自然の教室」実施に係る体
制を整備します。

舘岩少年自然の家予防保全事業

＜特記事項＞

　舘岩少年自然の家新館増築工事及び赤城少年自然の家解体工事が完了しまし
た。

前年度予算額 410,827

増減 △ 195,364 

　公共施設マネジメント計画に基づく舘岩少年自然の家
本館等の中規模修繕設計業務を実施します。

　与野郷土資料館整備基金残高等の推移 （単位：円）

新規 運用利子

27 423,258 155,367 0 149,912,998

28 429,804 41,546 0 150,384,348

29 436,678 31,998 0 150,853,024

30(見込) 443,895 15,084 0 151,312,003

31(見込) 458,781 151,312 151,922,096 0

年度
積立額

取崩額 年度末残高
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 191 -

＜主な事業＞

１ 1,991 ４ 1,056

２ 63,966

３ 1,405

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 193 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 64,840 ４ 119,832

２ 19,095

３ 4,856

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/舘岩少年自然の家 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/6目 少年自然の家費 一般財源 68,418

＜事業の目的・内容＞

　自然体験活動や集団宿泊体験活動を通して、自然への畏敬の念、集団の一員と
して他者を思いやる心、規律ある態度等、豊かでたくましい心と体を育成するた
めに、「自然の教室」の円滑な実施の補助を行います。

事務事業名 少年自然の家野外活動事業 予算額 68,418

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/青少年宇宙科学館

活動プログラム及び用具の充実 舘岩少年自然の家運営委員会の開催その他

　「自然の教室」で行う様々な野外プログラム及びそれ
に必要な活動用具の充実に取り組みます。

　舘岩少年自然の家運営委員会を開催します。また、
「所報 たていわ」等を通じて様々な情報を発信します。
　小・中学生を含む家族を対象とした「家族の集い」を
実施します。

自然の教室バス輸送補助金

　「自然の教室」に係る児童生徒のバス輸送費に対し、
一部補助をします。

自然の教室現地研修会の開催

前年度予算額 70,491

増減 △ 2,073 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/7目 宇宙科学館費 使用料及び手数料 13,997

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 533

諸収入 879

一般財源 193,214

　「自然の教室」の引率を予定している小・中学校の教
員を対象とした舘岩少年自然の家での研修会を夏季2回・
冬季1回開催します。

事務事業名 青少年宇宙科学館管理運営事業 予算額 208,623

　青少年の科学に対する関心を深め、科学教育の振興に寄与するとともに、未来
社会に対応できる創造性豊かな青少年の育成を図るため、プラネタリウム投影事
業、展示事業、普及事業を実施します。また、子どもたちの宇宙への憧れや大き
な志をはぐくむ、教育を柱とした「宇宙のまち　さいたま」を目指し、「若田宇
宙飛行士アカデミー」や「宇宙のまち　さいたま」講演会等を実施します。

プラネタリウム投影事業 科学館の運営及び維持管理

　教育課程に位置付けた全ての市立小学校4年・中学校3
年・特別支援学校対象の学習投影、保育園・幼稚園を対
象とした幼児投影、市民を対象とした一般投影を実施し
ます。

　利用者が良好で安全に科学館を利用できるように、施
設の運営及び維持管理（保守点検・修繕）を実施しま
す。

展示事業

　科学の基本原理などを紹介するとともに、来館者が体
験を通して科学の不思議さや面白さを味わうことができ
る展示事業を実施します。

普及事業

前年度予算額 190,390

増減 18,233 

　若田宇宙飛行士の功績を広く市民に伝えていく事業や
科学技術に関する最新情報、基礎的な知識・技術などの
普及を行う各種教室や体験プログラムを実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 193 -

＜主な事業＞

１ 203,771

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 193 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 8,833 ４ 17,994

２ 7,457 ５ 64,395

３ 639

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/青少年宇宙科学館

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/7目 宇宙科学館費 一般財源 203,771

＜事業の目的・内容＞

　市民の科学知識の普及と文化活動の推進を図り、地域文化の向上に寄与するた
め、プラネタリウム投影及び全天周デジタル映像の上映、会議室・研修室・ホー
ルの貸出し等の事業を行います。

事務事業名 宇宙劇場管理運営事業 予算額 203,771

局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/うらわ美術館

宇宙劇場管理運営事業

　利用者が良好で安全に宇宙劇場を利用できるように施
設を運営、維持管理し、各種事業（プラネタリウム投
影、各種教室、貸館）を実施します。

＜特記事項＞

　平成30年度において、大宮情報文化センタービルの計画修繕が完了しました。 前年度予算額 316,369

増減 △ 112,598 

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/8目 美術館費 使用料及び手数料 6,780

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,902

　美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与するた
め、さいたま市ゆかりの美術家やその美術作品、本をめぐるアートに関する美術
作品などの収集保管、美術に関する調査研究などを実施します。また、その成果
を、企画展及びコレクション展として公開します。

繰入金 3,240

諸収入 1

一般財源 86,395

事務事業名 美術館管理運営事業 予算額 99,318

（仮題）素描礼讃　岸田劉生と木村荘八展 美術品等収集保存及び普及事業

　大正期を代表する画家岸田劉生と挿絵で独自の地位を
築いた木村荘八による素描画、ペン画を中心に紹介する
展覧会を開催します。

　収集方針に基づき、美術品等の収集保存、調査研究等
を行います。また、学校連携事業やワークショップなど
の普及活動を実施します。

（仮題）ブラティスラヴァ世界絵本原画展 ―ＢＩＢで出会う絵本の今 美術館の運営及び維持管理

　スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで2年ごと
に開催されている国際絵本原画コンクール（通称ＢＩ
Ｂ）の参加作品を展示します。

  展覧会等の受付監視業務のほか、施設修繕やその他美
術館の管理運営に必要な業務を行います。

（仮題）収蔵品展

前年度予算額 118,565

増減 △ 19,247 

　新収蔵または未公開の作品を中心に展示します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 -

＜主な事業＞

１ 44,598

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 24款

-

＜主な事業＞

１ 159,997 ［参考］

２ 4,058,865

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 一般財源 44,598

＜事業の目的・内容＞

　教職員の健康の維持・管理を図るため、教職員の健康診断及び予防接種を行い
ます。

事務事業名 教職員健康診断事業 予算額 44,598

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

教職員健康診断事業

　教職員の健康維持・管理のため、定期健康診断等の一
般健康診断やストレスチェック業務、特殊化学物質等取
扱者健康診断等の特殊健康診断及びＢ型肝炎の予防接種
を実施します。

前年度予算額 44,248

増減 350 

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 市債 16,500

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,202,362

　安全で衛生的な学校給食が提供できるよう、学校給食室の施設・設備の維持管
理を適正に行うとともに、各学校における運営面の充実を図ります。

事務事業名 学校給食管理運営事業 予算額 4,218,862

施設・設備の維持管理

　学校給食室の消毒・清掃や、調理機器の保守点検など
を実施するとともに、それら施設・設備に不具合が生じ
た際は、給食の提供に支障の出ないよう速やかに修繕を
行います。

学校給食の運営

　給食調理員等の細菌検査の実施や、日々の給食の提供
に必要となる消耗品・備品等の購入及び調理業務に関す
る委託化の推進などを行います。

前年度予算額 3,915,480

増減 303,382 

学校の給食
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 18款

-

＜主な事業＞

１ 390,390

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 -

＜主な事業＞

１ 20,689

２ 43,325

３ 1,793

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 県支出金 1,106

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 389,284

　義務教育を円滑に実施するため、経済的理由で就学困難と認められる学齢児童
生徒や被災した学齢児童生徒の保護者に対し、学校給食費を援助します。

事務事業名 準要保護児童生徒給食援助事業 予算額 390,390

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

給食扶助費の支給

　就学援助制度の対象者である児童生徒分の学校給食費
を、小・中学校の校長に対して支給します。

前年度予算額 394,707

増減 △ 4,317 

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 一般財源 65,807

＜事業の目的・内容＞

　児童生徒が健康で有意義な学校生活を送ることができるように、学校保健安全
法に基づき、水質検査等の環境検査の実施や保健室の円滑な管理・運営を行いま
す。

事務事業名 学校保健事業 予算額 65,807

学校環境衛生検査の実施

　学校薬剤師等と連携を図り、学校保健安全法に基づく
飲料水水質検査、プール水水質検査、ホルムアルデヒド
等揮発性有機化合物検査、ダニ又はダニアレルゲン検
査、ネズミ・衛生害虫等の生息調査を実施します。

学校保健室の管理運営

　保健室の円滑な運営のため医薬材料・備品の購入等を
行います。

学校保健会の運営

前年度予算額 81,431

増減 △ 15,624 

　医師会等関係機関と連携を図り、学校教育における保
健衛生の研究や普及活動を進めます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 17款

-

＜主な事業＞

１ 5,046 ４ 134,203

２ 2,888 ５ 5,412

３ 5,359 ６ 6,621

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 -

＜主な事業＞

１ 316,584

２ 156,765

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 国庫支出金 637

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 158,892

　学校健康教育の普及、充実及び学校保健・学校安全・学校給食関係教職員への
研修と指導を行います。

事務事業名 健康教育指導事業 予算額 159,529

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

健康教育関係教職員への研修の実施 「学校安全ネットワーク」推進事業

　養護教諭や栄養教諭・学校栄養職員をはじめとした関
係職員への研修の企画・運営や啓発事業を実施します。

　学校警備員の半日配置を継続しながら、多くの人の目
で子どもを見守る学校安全ネットワーク体制を推進・拡
充します。

学校歯科保健の推進 交通安全教育推進事業

　８０２０歯の健康教室や歯科巡回指導、各種コンクー
ルを実施します。

　児童生徒への交通安全教育として、「自転車運転免許
制度」及び「スケアード・ストレイト教育技法を用いた
交通安全教室」を実施します。

学校における食育の推進 学校安全の推進

前年度予算額 140,436

増減 19,093 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3109、3127、3128、3129、3130

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 一般財源 473,349

＜事業の目的・内容＞

　学校に学校医等を配置し、各種健康診断等を実施することにより児童生徒の健
康状況を的確に把握し、健康相談や早期治療の指示等を迅速に行い、児童生徒が
心身ともに健康的な学校生活が送れるように努めます。

　学校給食における県内地場産物の活用を推進するとと
もに、地元シェフによる学校給食や学校教育ファームを
実施します。

　学校における防災教育、ＡＳＵＫＡモデルの普及・発
信、ＩＳＳ認証取得校の取組と成果の普及、ＡＥＤの各
学校への配備などにより、児童生徒の安全を一層確保し
ます。

事務事業名 児童生徒健康診断事業 予算額 473,349

学校医等の委嘱

　学校保健安全法に基づき医師会、歯科医師会、薬剤師
会等の関係機関と連携を図り、各学校に学校医、学校歯
科医、学校薬剤師を配置します。

各種健康診断等の実施

　児童生徒の健康状況を把握し、心身共に健康的な学校
生活が送れるよう、学校保健安全法に基づく各種健康診
断等を実施します。また、翌年に小学校に入学する児童
の就学時健康診断を実施します。

前年度予算額 470,958

増減 2,391 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 17款

18款

-

＜主な事業＞

１ 4,078

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 15款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 100,096

２ 4,423

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 国庫支出金 540

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 21

　経済的理由で就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学校教育法及び
学校保健安全法に基づき、政令に定められた疾病治療に対する医療費を援助しま
す。

一般財源 3,517

事務事業名 要保護準要保護児童生徒医療援助事業 予算額 4,078

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

医療費の援助 [参考]

　就学援助制度の対象者である児童生徒が、政令で定め
る疾病により治療の指示を受けた際に、医療券を発行
し、医療費を援助します。

前年度予算額 4,315

増減 △ 237 

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 分担金及び負担金 46,498

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 2,980

　学校の管理下で災害が発生した場合に、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター災害共済給付制度による医療費等の請求手続を行います。
　また、さいたま市独自の学校災害救済給付金制度により被災者の救済を図りま
す。

諸収入 3

一般財源 55,038

事務事業名 学校災害救済制度事業 予算額 104,519

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

　学校管理下における事故により児童生徒が負傷等をし
た場合に、保護者の負担を軽減するため、医療費、障害
見舞金等の給付金の手続を行います。

学校災害救済制度

　日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を補完す
るため、本制度により歯牙特別見舞金等を給付します。

前年度予算額 105,427

増減 △ 908 

学校保健安全法施行令で定める疾病

・トラコーマ及び結膜炎

・白癬、疥癬及び膿痂疹

・中耳炎

・慢性副鼻腔炎及びアデノイド

・齲歯

・寄生虫病（虫卵保有を含む。）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 195 19款

＜主な事業＞

１ 66 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 16款

-

＜主な事業＞

１ 12,498 [参考]

２ 39,951

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 財産収入 66

＜事業の目的・内容＞

　さいたま市学校災害救済基金に対して、積立てを行います。

事務事業名 学校災害救済基金積立金 予算額 66

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

さいたま市学校災害救済基金への積立て

　さいたま市学校災害救済基金を金融機関に預け入れし
ていることにより生じた利子について、積立てを行いま
す。

前年度予算額 67

増減 △ 1 

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/3目 学校給食センター費 使用料及び手数料 23

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 52,426

　施設の維持管理を行うとともに、校舎改修工事等に伴い給食室で調理ができな
い学校に安全、安心な学校給食を提供します。

事務事業名 学校給食センター管理運営事業 予算額 52,449

学校給食の提供と衛生管理の徹底

　校舎改修工事等に伴い給食室で調理ができない学校に
安全、安心な学校給食を提供するため、調理場内の衛生
管理及び衛生的な給食調理、配送を行います。

施設・設備の維持管理

　施設・設備の維持管理及び調理機器等に発生した不具
合箇所の修繕を行います。

＜特記事項＞

　学校給食を提供する学校が1校減ります。
　（平成30年度：小学校2校→平成31年度：年度途中から小学校1校）

前年度予算額 76,683

増減 △ 24,234 

学校給食センター調理場内

　学校災害救済基金残高等の推移 （単位：円）

新規 運用利子

27 0 63,793 1,360,000 70,803,228

28 0 11,652 990,000 69,824,880

29 0 3,840 1,790,000 68,038,720

30(見込) 0 67,000 2,980,000 65,125,720

31(見込) 0 66,000 2,980,000 62,211,720

年度
積立額

取崩額 年度末残高
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 23款

-

＜主な事業＞

１ 5,898

２ 28,786

３ 21,394

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 23款

-

＜主な事業＞

１ 2,303

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 諸収入 10

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 56,068

　特別支援学校の効率的な管理運営を図り、安全で衛生的な教育環境を維持する
ため、学校の維持管理・運営に必要な消耗品や校用備品の購入を始め、光熱水費
の支払、機械警備の業務委託等を行います。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（教育財務課） 予算額 56,078

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

消耗品及び備品の購入

　特別支援学校の運営に必要な消耗品及び備品を購入し
ます。

光熱水費の支払

　特別支援学校で使用する光熱水費を支払います。

維持管理業務委託等

前年度予算額 55,365

増減 713 

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 諸収入 6

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,297

　全ての特別支援学校における学校図書館運営を充実させるため、学校図書館司
書の配置を行います。

　特別支援学校施設の機械警備業務委託等を行います。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（教職員人事課） 予算額 2,303

学校図書館司書の配置

　図書館教育の充実を図るため、特別支援学校に、専任
の司書を配置します。

前年度予算額 2,303

増減 0 

-575-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 -

＜主な事業＞

１ 3,842

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 -

＜主な事業＞

１ 87,659 ４ 340

２ 520

３ 1,256

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/特別支援教育室

前年度予算額 3,570

増減 272 

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費 /2目 学校管理費 一般財源 89,775

＜事業の目的・内容＞

　市立特別支援学校児童生徒の通学バス運行の業務委託を行います。また、市立
特別支援学校における医療的ケア指導医の委嘱と、市立特別支援学校教職員を対
象とした特別支援教育に関する研修会を実施します。さらに、通学して教育を受
けることが困難な児童生徒に訪問教育を行い、市立特別支援学校における支援及
び教育環境の充実を図ります。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（特別支援教育室） 予算額 89,775

　特別支援学校教職員の旅費の支給を行います。

バス運行業務委託 訪問教育の実施

　市立特別支援学校に通学する児童生徒の通学バスの運
行業務委託を行います。

　通学して教育を受けることが困難な訪問教育対象児童
生徒に対し、教員が家庭を訪問して指導します。

研修会の実施・医療的ケア指導医委嘱

　市立特別支援学校教職員を対象とした研修会を実施す
るとともに、市立特別支援学校における医療的ケア指導
医を委嘱します。

校外学習車両借上料補助

前年度予算額 89,036

増減 739 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3111（一部）

　市立特別支援学校において校外行事を実施するため、
車両借上料を負担します。

特別支援学校教職員への旅費の支給

　特別支援学校教職員の研修、児童生徒の引率及び連絡
業務等の旅費を支給します。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（教職員給与課） 予算額 3,842
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 一般財源 3,842

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 -

＜主な事業＞

１ 2,595

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 16款

-

＜主な事業＞

１ 3,667

２ 16,057

３ 78

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育総務課

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 一般財源 2,595

＜事業の目的・内容＞

　特別支援学校において、環境整備、緑化推進等の用務業務を行い、学校の適切
な維持管理を行います。

事務事業名 特別支援学校施設等維持管理事業（教育総務課） 予算額 2,595

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/学校施設課

特別支援学校用務業務

　校内の環境整備、緑化推進、清掃、簡易な修繕等を行
います。

前年度予算額 2,609

増減 △ 14 

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 使用料及び手数料 29

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,773

　特別支援学校施設の良好で安全な管理運営を図るため、建物・給排水設備・衛
生設備・電気設備等の修繕、点検等の維持管理業務を実施します。

事務事業名 特別支援学校施設等維持管理事業（学校施設課） 予算額 19,802

施設修繕

　給水管からの漏水、排水管の詰り、校舎等の雨漏り等
の学校施設修繕を実施します。

施設の保守管理

　学校施設の維持管理上必要な点検、管理等を実施しま
す。

緑のカーテン設置

前年度予算額 17,372

増減 2,430 

　緑のカーテンを実施するための苗や肥料等を購入しま
す。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 197 -

＜主な事業＞

１ 2,836

局/部/課 教育委員会事務局/管理部/教育財務課

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/3目 教育振興費 一般財源 2,836

＜事業の目的・内容＞

　特別支援学校における教育効果を高めるため、学校教育に必要な教材を購入し
ます。

事務事業名 特別支援学校教科教材整備事業 予算額 2,836

教材の購入

　特別支援学校で必要とする教材を購入します。

前年度予算額 2,807

増減 29 
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議会局　平成３１年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

議会の監視機能、調査機能、政策形成機能等が十分に発揮され、議事機関と

して一層の活性化が図られるよう、議員の議会活動をサポートするとともに、

「市民に分かりやすく、透明性の高い議会」の具現化に向けた取組を推進する

必要があります。

（１）議会棟管理と政務活動費

議場や委員会室等の良好な環境維持とともに、

会派及び議員が関係者との面談、情報収集、意

見交換などの議会活動を行う議員控室の適切な

管理が求められています。

また、議員の身分等に関する事務や政務活動

費に関する事務等を迅速かつ的確に行う必要が

あります。

（２）議長・副議長の活動をサポート

議長・副議長の公務を的確にサポートし、議会を代表して行う各種活動が適

切に進められるよう、様々な情報等を収集・管理する必要があります。

（３）効率的な議会運営

議員が効果的に議会活動を行えるよう的確なサポートを行うとともに、本会

議及び委員会の円滑な運営を支援する必要があります。

（４）情報・資料の収集及び議案等の立案補助

広範化・高度化する行政需要に対応するため、国や他都市の動向等の情報収

集及び提供、議員又は委員会が提出する議案等の法制的な立案補助など、議員

の議会活動を的確にサポートする必要があります。

（５）広報活動

議会活動に対する市民の理解と信頼を深める

ため、議会広報紙の発行、テレビ広報番組の放

送、本会議及び委員会のインターネット中継等、

議会広報事業の充実・強化を図る必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）政務活動費補助金交付に係る事務処理を的確に行うとともに、議会棟の管理を適正に行いま

す。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 政務活動費補助金の交 250,887 250,794 議員の調査研究等に資するため必要な経費の

付 (250,887) (250,794) 一部として、議会における会派及び議員に対

〔総務課〕 し政務活動費を交付し、また、政務活動費の

使途について第三者機関による調査を実施

2 議会棟の管理 3,973 6,228 議場や委員会室等の良好な環境維持ととも

〔総務課〕 (3,973) (6,228) に、会派及び議員が関係者との面談、情報収

集、意見交換などの議会活動を行う議員控室

を適切に管理

（２）指定都市の議長・副議長としての広範な活動と職務が円滑に進められるよう、的確にサポー

トします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 議長交際費 1,200 1,200 議長が議会を代表して行う外部との交際に要

〔秘書課〕 (1,200) (1,200) する経費

（３）議会の本会議・委員会の円滑で効率的な議会運営を支援します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

4 会議録・委員会記録作 19,823 18,518 本会議の会議録の作成及び委員会記録の作

成及び検索システム登 (19,823) (18,518) 成、本会議の会議録及び委員会記録のホーム

録事業 ページ掲載による情報提供

〔議事課〕

議会の監視機能、政策形成機能等の強化が図られるよう議員の議会活動をサポートす

るとともに、「市民に分かりやすく、透明性の高い議会」の更なる推進を図ります。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（４）法制面や情報調査面において、議員の議会活動を補佐し円滑な議会運営を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

5 市議会事務局運営事業 5,226 5,226 議員の議会活動と円滑な議会運営に資する情

〔調査法制課〕 (5,226) (5,226) 報の収集及び調査並びに議員又は委員会が提

出する条例、意見書等の立案補助

（５）議会の活動状況を分かりやすく市民に伝えるため、議会広報紙の発行などの広報事業を展開

します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

6 市議会広報事業 56,734 47,116 議会広報紙の発行、テレビ広報番組の放送、

〔秘書課〕 (56,734) (47,116) 本会議及び委員会のインターネット中継など

の広報事業を展開

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業

　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 985,730

２ 990

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 392 ４ 16,286

２ 1,200

３ 3,907

議長交際費

　議長が議会を代表して行う外部との交際に要する経費
として支出します。

各市議会議長会負担金

　地方及び地方議会が抱える課題等の解決に向け、情報
収集や意見交換などが円滑に行うことができるよう支援
します。

前年度予算額 5,721

増減 16,064 

秘書事務事業 議会公用車の運行管理

　議長・副議長の公務を的確にサポートするとともに、
意思決定に必要な情報等を適切に収集・管理します。

　議長・副議長車等の運転業務委託及びリース契約を行
います。

局/部/課 議会局/総務部/総務課 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 986,720

事務事業名 議員報酬 予算額 986,720

＜事業の目的・内容＞

　議員報酬、期末手当、市議会議員年金の公費負担金等を支払います。また、議
員の健康増進・健康維持管理を目的として健康診断を実施します。

前年度予算額 988,977

増減 △ 2,257 

議員健康診断の実施

　議員が自己の健康状態を絶えず把握し、もって議会活
動に精励できるよう、議員の健康増進・健康維持管理を
目的として健康診断を実施します。

議員報酬の支払い

　議員報酬、期末手当、市議会議員共済会給付費負担金
及び事務負担金を支払います。

事務事業名 市政調査研究事業（議会局秘書課） 予算額 21,785

＜事業の目的・内容＞

　議長・副議長の公務の調整を的確に行うとともに、地方及び地方議会が抱える
課題等の解決に向け、各市議会議長会をはじめとした会議の場で調査研究を行い
ます。

＜特記事項＞

局/部/課 議会局/総務部/秘書課

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 21,785

　議会公用車の運行管理について、市政調査研究事業（議会局総務課）から移管
しました。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 6,931

２ 250,887

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 300

２ 10,126

３ 165

　本会議及び委員会での議案審議、所管事務調査等にお
いて、より適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、
関係者等を参考人として招き、意見等を聴取します。

本会議・委員会協議会調査研究講師謝礼

　本会議及び委員会での議案審議、所管事務調査等にお
いて、より適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、
有識者等を招き意見交換を行います。

委員会県外行政視察

　委員会での議案審査、所管事務調査等において、より
適切かつ慎重な審査及び調査に資するため、先進自治体
等への視察を行います。

参考人費用弁償

前年度予算額 10,281

増減 310 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 10,591

＜事業の目的・内容＞

　本会議及び委員会での議案審議、所管事務調査等において、より適切かつ慎重
な審査及び調査に資するため、視察その他の調査研究を行います。

局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

局/部/課 議会局/総務部/総務課

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/1目 議会費 一般財源 257,818

　議会公用車の運行管理について、市政調査研究事業（議会局秘書課）へ移管し
ました。

前年度予算額 273,906

増減 △ 16,088 

政務活動費補助金の交付

事務事業名 市政調査研究事業（議事課） 予算額 10,591

　議員の調査研究等に資するため必要な経費の一部とし
て、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付
します。また、政務活動費の使途について、第三者機関
による調査を行います。

議員派遣

　諸外国の姉妹都市・友好都市及び先進都市並びに国内
の先進都市へ議員派遣等を行います。

事務事業名 市政調査研究事業（議会局総務課） 予算額 257,818

＜特記事項＞

＜事業の目的・内容＞

　議員の海外・国内派遣を行い、また、議員の調査研究等に資するため必要な経
費の一部として政務活動費を交付します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 1,288

２ 56,734

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 996

２ 3,973

３ 3,018

局/部/課 議会局/総務部/総務課

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 一般財源

事務事業名 市議会事務局運営事業（議会局総務課） 予算額 7,987

＜特記事項＞

　仮議場の整備等については、平成30年度で完了しました。 前年度予算額

市議会運営の補助

　議会の円滑な運営及び議会活動をサポートします。

市議会広報

　議会広報紙の発行、テレビ広報番組の放送、本会議及
び委員会のインターネット中継などの広報活動を行いま
す。

前年度予算額 48,644

増減 9,378 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 一般財源 58,022

＜事業の目的・内容＞

　議会の円滑な運営及び議会活動をサポートするとともに、議会活動に関する情
報を市民に分かりやすく提供します。

事務事業名 市議会事務局運営事業（議会局秘書課） 予算額 58,022
局/部/課 議会局/総務部/秘書課

19,106

増減 △ 11,119 

7,987

＜事業の目的・内容＞

　議員派遣に伴う随行や議会棟の修繕・保守管理等を行います。

　議会運営に支障を来さないよう議会棟の設備や備品を
適正に管理するとともに、会派及び議員が議会活動を行
う上で必要な環境を整備します。

庶務事務

　他市議会との連絡調整や局、部、課内の事務遂行に当
たり、必要な消耗品等の購入を行います。

議員派遣の随行

　議員派遣に伴う随行を行います。

議会棟の管理
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 2,794

２ 15,563

３ 4,260

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 79 -

＜主な事業＞

１ 68

２ 2,826

３ 2,332

　地方自治法第100条第19項に基づき、議員の調査研究に
資する図書資料を収集・保管するために、議会図書室を
管理するとともに、図書資料の充実を図ります。

議員・委員会による提出議案の立案補助

　議員又は委員会が提出する条例、意見書等の議案につ
いて、法制面からの検討や事実確認、用字用語の整理等
を行い、議員の立案を補助します。

議会活動等に資する情報の調査・収集

　議員の議会活動や円滑な議会運営に資するため、国や
他の地方公共団体、関連団体の動向等に関する情報・資
料について、広く調査収集を行います。

議会図書室の管理及び図書資料の充実

前年度予算額 5,226

増減 0 

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 一般財源 5,226

＜事業の目的・内容＞

　議員又は委員会により提出される条例等の立案補助を行うとともに、議員の議
会活動や円滑な議会運営に資するため、国や他の地方公共団体及び関連団体の動
向等に関する情報を広く調査収集します。また、地方自治法第100条第19項に基づ
き、議員の調査研究に資するため、議会図書室を管理するとともに、図書資料の
充実を図ります。

　さいたま市議会会議録検索システム及び議会資料検索
システムの安定した運営を図ります。

事務事業名 市議会事務局運営事業（調査法制課） 予算額 5,226 
局/部/課 議会局/議事調査部/調査法制課

市議会の運営支援

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するた
め、本会議及び委員会における議員の議案審議、所管事
務調査等の活動を支援します。

本会議録、委員会記録の作成

　本会議録、委員会記録を作成するとともに、議会図書
室、情報公開コーナー等へ配架、ホームページへ掲載す
ることにより、広く市民に情報提供を行います。

会議録及び資料検索システムの管理

前年度予算額 22,056

増減 561 

事務事業名 市議会事務局運営事業（議事課） 予算額 22,617
局/部/課 議会局/議事調査部/議事課

款/項/目 1款 議会費/1項 議会費/2目 議会事務局費 一般財源 22,617

＜事業の目的・内容＞

　本会議及び委員会の適正かつ円滑な運営に資するため、本会議及び委員会にお
ける議員の議案審議、所管事務調査等の活動を支援します。また、本会議録、委
員会記録を作成するとともに、議会図書室、情報公開コーナー等へ配架、ホーム
ページへ掲載することにより、広く市民に情報提供を行います。
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選挙管理委員会事務局 平成３１年度 局運営方針（案）
１．主な現状と課題

選挙は民主主義の根幹をなす制度であり、民主政治の健全な発展には、選挙
の適正な執行と有権者の積極的な投票参加が欠かせません。このため、関係法
令に基づき選挙を適正かつ円滑に執行していくとともに、投票率向上のため選
挙人が気軽に投票できる環境づくりや、政治や選挙への関心を高める取組が求
められています。

（１）各選挙の事前準備及び適正・円滑な管理執行

各選挙を適正かつ円滑に執行するため

に、公職選挙法その他関係法令に基づき、

市及び各区の選挙管理委員会が連携して

取り組んでいきます。

（２）投票環境の整備
各選挙において、全般的に投票率は低下傾向にあるため、選挙人が気軽に

投票できる環境づくりを引き続き推し進める必要があります。

（３）若年層に向けた選挙啓発
10代・20代・30代の投票率が低い

傾向にあることから、若年層の政治
や選挙への関心を高める取組が求め
られています。
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各選挙の投票率推移

衆議院選挙 参議院選挙 県知事選挙 市議会議員選挙 さいたま市長選挙

衆議院

県知事

参議院

市議会

市長

主な選挙の執行予定

選挙名 任期満了日

埼 玉 県 議 会 議 員 一 般 選 挙 平成31年 4月29日

さいたま市議会議員一般選挙 平成31年 4月30日

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 平成31年 7月28日

埼 玉 県 知 事 選 挙 平成31年 8月30日
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）各選挙の適正・円滑な管理執行を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 県議会議員・市議会 372,532 69,596 任期満了による埼玉県議会議員一般選挙及び

議員一般選挙 (216,928) (27,055) さいたま市議会議員一般選挙の投票、開票、

〔選挙課〕 選挙会、ポスター掲示場の設置、選挙公報の

発行及び配布その他の選挙公営等を実施

2 新規 参議院議員通常選挙 397,515 0 任期満了による参議院議員通常選挙の投票、

〔選挙課〕 (0) (0) 開票、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配

布等を実施

3 新規 埼玉県知事選挙 358,093 0 任期満了による埼玉県知事選挙の投票、開

〔選挙課〕 (0) (0) 票、ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布

等を実施

（２）若い有権者の政治意識の向上や将来の有権者の政治や選挙に対する関心を高める取組に努め

ます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

4 常時啓発事業 4,015 4,093 選挙出前講座や模擬投票等を通じ、参加者の

〔選挙課〕 (3,915) (3,918) 政治・選挙への興味を高める取組を実施

法令に基づき選挙を適正かつ円滑に執行していくとともに、選挙人が気軽に投票できる

環境づくりや、政治や選挙への関心を高める取組に努めます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

選挙課
選挙啓発の事業内容
の見直し

選挙啓発の事業計画を見直し、啓発イベントを実施
しないことで予算額を縮小する。

△ 254

-588-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 103 18款

-

＜主な事業＞

１ 36,607

２ 46,267

３ 812

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 23款

-

＜主な事業＞

１ 1,214 [参考]

２ 1,564

３ 1,237

局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/1目 選挙管理委員会費 県支出金 382

事務事業名 選挙管理委員会運営事業 予算額 83,686

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 83,304

　市及び10区の選挙管理委員会の運営、選挙人名簿の調製その他各選挙に共通す
る選挙管理を行います。

　選挙人名簿管理システムの改修及び期日前・不在者投票システム関連機器の入
替を行います。

前年度予算額 59,294

増減 24,392 

＜特記事項＞

選挙人名簿の調製等

　公職選挙法の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名
簿の調製や関連システムの運用等を行います。

指定都市選挙管理委員会連合会事業

市・区選挙管理委員会の運営

　市・区選挙管理委員会の会議の開催等を行います。

局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/2目 常時啓発費 諸収入 100

　指定都市選挙管理委員会連合会の会議に参加し、選挙
制度及び選挙事務の調査研究等を行います。

事務事業名 常時啓発事業 予算額 4,015

前年度予算額 4,093

増減 △ 78 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 3,915

　公職選挙法第6条の規定に基づき、選挙に関する啓発、周知等を行います。

　さいたま市及び10区の明るい選挙推進協議会との協働
により、啓発事業を進めます。

啓発活動の開催

　区民まつり等のイベントにおける啓発活動、政治講演
会の開催等を通じて政治意識の高揚に努めます。

明るい選挙推進協議会との協働

選挙啓発コンクールの実施、副読本の配布等

　明るい選挙啓発コンクールの実施、中学3年生向けの社
会科副読本を作製・配布、出前講座の開催等を通じて将
来の有権者の政治や選挙に対する関心を高めていきま
す。

出前講座の様子

-589-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 105 18款

-

＜主な事業＞

１ 226,304

２ 144,261

３ 1,967

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 18款

＜主な事業＞

１ 344,043

２ 52,423

３ 1,049

局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/3目 県議会議員・市議会議員一般選挙費 県支出金

事務事業名 県議会議員・市議会議員一般選挙費 予算額 372,532

前年度予算額 69,596

増減 302,936 

155,604

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 216,928

　任期満了による県議会議員一般選挙及び市議会議員一般選挙の適正な執行を図
ります。
　任期満了日　県議会議員　平成31年4月29日
　　　　　　　市議会議員　平成31年4月30日

　ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行その他の選挙
公営を行います。

選挙啓発事業

　選挙期日、投票方法等を周知し、投票率の向上を図り
ます。

投・開票、選挙会等事務

　投票、期日前投票、不在者投票、開票、選挙会、当選
証書の付与等の事務を行います。

ポスター掲示場その他の選挙公営

局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/4目 参議院議員通常選挙費 県支出金

事務事業名 参議院議員通常選挙費 予算額 397,515

前年度予算額 0

増減 皆増 

397,515

＜事業の目的・内容＞

　任期満了による参議院議員通常選挙の適正な執行を図ります。
　任期満了日　平成31年7月28日

ポスター掲示場その他の選挙公営

　ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布その他の選挙
公営を行います。

選挙啓発事業

投・開票等事務

　投票、期日前投票、不在者投票、開票等の事務を行い
ます。

　選挙期日、投票方法等を周知し、投票率の向上を図り
ます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 107 18款

＜主な事業＞

１ 317,313

２ 39,804

３ 976

局/部/課 選挙管理委員会事務局/選挙課

款/項/目 2款 総務費/6項 選挙費/5目 県知事選挙費 県支出金 358,093

事務事業名 県知事選挙費 予算額 358,093

前年度予算額 0

増減 皆増 

＜事業の目的・内容＞

　任期満了による県知事選挙の適正な執行を図ります。
　任期満了日　平成31年8月30日

ポスター掲示場その他の選挙公営

　ポスター掲示場の設置、選挙公報の配布その他の選挙
公営を行います。

選挙啓発事業

投・開票等事務

　投票、期日前投票、不在者投票、開票等の事務を行い
ます。

　選挙期日、投票方法等を周知し、投票率の向上を図り
ます。
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採用試験における競争倍率の推移（大学卒業程度行政事務）

係長級昇任試験実施状況（行政事務（司書含む）、福祉職、技術職、消防）

人事委員会報告及び勧告の概要

円 ％ 月 月 万円 ％

1,201 1,072 1,152 1,090 983

人事委員会事務局　平成３１年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

年　度 26 27 28 29 30
採用予定人員（人） 120 120 138 122 100
受験者数（人）

320
最終合格者数（人） 176 210 213 203 201

2次試験受験者数（面接対象者数）(人) 367 401 455 368

4.9

年度 27 28 29 30

競争倍率（倍） 6.8 5.1 5.4 5.4

対象者数（人） 637 604 590 573
昇任予定人員（人） 160 150 155 153

競争倍率（倍） 2.4 2.8 2.6 2.4
申込者数(人) 391 413 408 365

給与月額(公民較差) 期末手当・勤勉手当 平均年間給与　

額 率
年間支給 対前年比 改定による

増減額 率
月数 増減

8.5 1.38
平成27年 798 0.20 4.20 0.10 5.2 0.84
平成26年 1,785 0.45 4.10 0.15

0.32平成30年 4.45 0.05 2.0

5.9 0.96
平成29年 882 0.22 4.40 0.10 5.2 0.83
平成28年 1,362 0.35 4.30 0.10

  △0.02　※ △64　

市民満足度をさらに高め、さいたま市が「選ばれる都市」となるためには、本
市を取り巻く諸課題に的確に対応する取組を進めるとともに、常に市民目線に立
った質の高い行政サービスを提供していくことが求められます。
このため、これからの職員には、多様な変化への対応力、柔軟な発想や迅速な
行動力を備えるとともに、絶え間ない挑戦・改革意欲を持ち続けることが求めら
れています。
このような状況において、人事委員会では今後の市政を担う優秀な人材を確保
するとともに、職員の意欲、能力の向上を促していく必要があります。また、職
員が全体の奉仕者として公務に対する高い使命感と倫理観を持ち、職務に専念す
ることができるよう、社会情勢に適応した職員の適正な勤務条件を確保する必要
があります。

（１）本市の将来を担う優秀な人材を確保するために、各試験区分において高い
競争性を保てるよう十分な受験者数を確保するとともに、面接試験を充実さ
せるなど、人物重視の採用試験を実施します。

（２）職員のモチベーションの向上及び組織の活性化による行政サービスの質の
向上を図り、もって市民満足度の向上を達成するため、能力実証主義に基づ
く、透明性、公平性の高い昇任試験を実施します。

（３）給与、勤務時間等の勤務条件を社会一般の情勢に適応させる「情勢適応の
原則」に基づく職員の適正な勤務条件の確保に努めます。

※較差が小さいため据置き
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）本市の将来を担う優秀な人材を確保します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 職員採用試験事業 12,730 13,961 職員の採用に関する競争試験・選考の実施

〔任用調査課〕 (12,720) (13,951)

2 昇任試験事業 2,696 2,570 係長級昇任試験の実施

〔任用調査課〕 (2,696) (2,570)

（２）職員の適正な勤務条件の確保のため、専門的人事行政機関としての任務を遂行します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

3 人事委員会勧告事業 371 445 給与等に関する報告・勧告に向けた取組

〔任用調査課〕 (371) (445)

4 公平審査事業 851 657 勤務条件に関する適切な措置を求める要求

〔任用調査課〕 (851) (657) 及び不利益処分に関する審査請求について

の公平な審査・判定

本市の将来を担う優秀な人材を確保するため、職員採用説明会の開催、大学等の就職説
明会への参加など、積極的な広報活動を展開し、受験者数の増加を図るとともに、受験者
の能力をより適切に評価するため、面接試験をはじめとした採用試験の手法の充実に努め
ます。
また、係長級昇任試験を行うことにより、職員のモチベーションの向上や組織の活性化
を図ります。
さらに、職員の適正な勤務条件を確保するため、給与制度の在り方の研究、情勢適応の
原則に基づく民間事業所の給与水準等調査の実施のほか、職員の勤務条件に関する措置要
求等の公平審査事務に適切に対応します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 111 23款

-

＜主な事業＞

１ 8,749 ４ 371

２ 12,730 ５ 851

３ 2,696 ６ 70

25,467

款/項/目 2款 総務費/10項 人事委員会費/1目 人事委員会費 諸収入 10 

局/部/課 人事委員会事務局/任用調査課

事務事業名 人事委員会運営事業 予算額

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 25,457 

　人事委員会は、中立的かつ専門的人事行政機関として、本市の将来を担う優秀
な人材を確保するとともに、職員の意欲、能力の向上を図り、また、職員が全体
の奉仕者として公務に対する高い使命感と倫理観を持ち、職務に専念することが
できるよう、社会情勢に適応した職員の適正な勤務条件の確保等を図ります。

前年度予算額 26,115

増減 △ 648 

人事委員会運営事業 人事委員会勧告事業

　人事行政に関する中立的かつ専門的な機関として人事
委員会を運営し、公正、公平な人事行政を推進します。

　職員の給与と民間従業員の給与を比較するため、市内
民間事業所を対象に、職種別民間給与実態調査を行うと
ともに、職員の給与等勤務条件の調査研究を行い、市議
会と市長に対して勧告等を行います。

職員採用試験事業 公平審査事業

　本市の将来を担う優秀な人材の確保を図るため、職員
の採用に関する競争試験・選考を実施します。また、よ
り多くの受験者を確保するため採用説明会の開催や大学
等への出張説明会を年55回実施します。

　勤務条件についての措置要求に対する審査、不利益処
分についての審査請求に対する審査を行います。また、
職員からの苦情相談については、年2回の職員周知を行い
利用しやすい制度の運用に努めます。

昇任試験事業 労働基準監督事業

　職員のモチベーション向上と組織の活性化を図るた
め、昇任試験を実施します。

　職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権を行
使します。
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【平成31年度に実施予定の監査等】

監査事務局　平成３１年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

健全化判断比率等審査 1回

監査等の種類 実施件数等

定期監査 21局（区）212課所

工事監査 工事30件、施設修繕15件

財政援助団体等監査 3団体

例月現金出納検査 一般・特別会計12回、企業会計12回

決算審査 一般・特別会計1回、企業会計1回

（２）監査技術のスキルアップ
適正かつ効果的な監査等を行うためには、外部機関が主催する研修等に積極的に
参加するとともに、国や全国の各都市からの情報収集や意見交換に努め、監査委員
及び職員の監査技術のスキルアップを図る必要があります。

将来的な人口減少や急速に進む高齢化、公共施設の老朽化等により、本市の財政
状況は、今後ますます厳しくなることが見込まれており、公正で合理的かつ能率的
な行政運営の確保のため、適正かつ効果的な監査等が求められています。

また、平成29年6月9日には、地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、平
成32年4月1日から、監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととされました。
監査基準は、監査委員が定め、公表することとされており、監査機能の充実強化
が求められています。

（１）適正かつ効果的な監査等の実施
財務事務の執行等について、適正かつ効果的な監査、審査、検査を実施するため
には、経済性、効率性、有効性（いわゆる３Ｅ監査）の視点を考慮し、リスク・ア
プローチ手法を活用しながら計画的に実施する必要があります。
監査基準については、本市の現行の監査基準と国が示す指針及び他の都市との情
報交換や議論を踏まえ、より実効性の高い監査基準を策定する必要があります。
また、事務処理誤りを事前に防止するために、よくある事務処理誤りの事例を全
庁に周知する必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）適正かつ効果的な監査、検査及び審査を実施します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

1 監査等実施事業 3,086 3,103 リスク・アプローチ手法を活用した適正かつ

〔監査課〕 (3,086) (3,103) 効果的な監査等の実施、及び監査結果の公表

（２）監査技術のスキルアップを図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 31年度 30年度 説明

2 監査技術スキルアップ 309 311 各種研修等に参加し、監査技術のスキルアッ

事業 (309) (311) プの推進

〔監査課〕

公正で合理的かつ能率的な市の行財政運営を確保するため、適正かつ効果的な監査等を実
施します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

監査課
有識者への意見聴取回
数の削減

過去の実績等を踏まえ、有識者への意見聴取回数を見直
し予算額を縮小する。

△ 129
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 109 -

＜主な事業＞

１ 5,220 ４ 309

２ 3,086

３ 1,094

　全国都市監査委員会等に参画し、研修や他市との意見
交換を通じて、監査委員及び職員の監査等に関する幅広
い知識の習得に努めます。

監査等実施事業

　リスク・アプローチ手法を活用し、適正かつ効果的な
監査等を実施します。また、よくある事務処理誤りの事
例を全庁に周知し、事務処理誤りの防止に努めます。

都市監査委員会等への参画

監査委員協議会運営事業 監査技術スキルアップ事業

　定例及び臨時の監査委員協議会を開催し、適正かつ効
果的な監査結果の決定及び公表を行います。

　自治大学校や日本経営協会など外部機関が実施する各
種研修等に参加し、職員の監査技術のスキルアップを図
ります。

前年度予算額 9,735

増減 △ 26 

＜事業の目的・内容＞

　公正で合理的かつ能率的な市の行財政運営を確保するため、適正かつ効果的な
監査等を実施します。また、監査委員及び事務局職員の監査技術のスキルアップ
を図ります。

9,709

款/項/目 2款 総務費/8項 監査委員費/1目 監査委員費 一般財源 9,709

局/部/課 監査事務局/監査課

事務事業名 監査事務局運営事業 予算額
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