
総務課
総合企画・国際水事業担当

内線
担当名

単位：千円
7016

会計 款 項 目

平成２７年度予算見積調書 課室名

説明事業

2
国際水ビジネス推進費 水道用水

供給事業
事業費 営業

費用
総係費 水道用水供給事業（収益的支出）

番号 事業名

事 業
期 間

平成27年度～ 根 拠
法 令

埼玉県公営企業の設置等に関する条例 戦略項目 07　　　世界水準の中小企業育成

分野施策 030102　新たな成長を導く次世代ビジネスの振興

１　事業の概要
　浄水場管理運営ノウハウの民間移転を進めるとともに
民間企業と連携した海外ビジネスを展開する。
　「官民連携推進協議会」を設立し、浄水場委託による
ノウハウ移転について意見交換・情報提供、浄水場にお
ける実証実験の検討、実践を行い、民間企業のレベル
アップを支援する。また、民間企業と連携した海外進出
調査や技術の売込みによりビジネス案件化を目指す。
　国際技術協力、県内企業の海外展開支援は継続する。

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　官民連携推進協議会の設立・運営及び海外進出調査・売込み　　　　　　　　　　　　　　　9,889千円
　　　(ｱ)　浄水場委託によるノウハウ移転について意見交換・情報提供
　　　(ｲ)　浄水場における実証実験について検討・実践
　　　(ｳ)　官民連携による海外ビジネス展開に向けた検討及び現地調査
　　イ　国際技術協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,558千円
　　　　ＪＩＣＡ事業を活用したタイ地方水道公社、ラオスへの技術協力を継続する。
　　ウ　県内企業の海外展開支援(ＮＥＤＯ実証事業の評価委員会への職員派遣)　　　　　　　　　　　454千円
　　　　県内企業が推進するタイ工業用水供給案件の支援として、実証実験の評価委員会に参加する。
（２）事業計画
　 ～平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

２　事業主体及び負担区分
　ア　県10/10
　イ　ＪＩＣＡ10/10
　ウ　企業負担10/10

官民
連携

国際技術
協力

県内企業

★官民連携推進協議会設立

NEDO実証事業 評価委員会への職員派遣

官民連携方策の検討・実施、案件化に向けた現地調査

タイ地方水道公社への支援 平成25年10月～平成28年3月

ラオス水道事業の経営能力向上支援 平成24年8月～平成29年8月

県内企業
海外展開
支援３　地方財政措置の状況

　なし （３）事業効果
　　　民間のビジネス展開の促進、企業局のビジネス案件の成立
（４）県民・民間活力、職員マンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　民間の能力を活用するため、官民連携推進協議会を開催し、ビジネス案件化を目指す。
（５）その他
　　【採算性】
　　　官民連携推進協議会については、ビジネス案件が成立した際にコンサルティング料として回収

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
　9,500千円×2人＝19,000千円

要求額・審査額 給水収益 その他営業収益 前年との対比 過去の予算額 現計予算額

（繰出金）

決 34,901 9,889 25,012 34,901

うち一財

要 34,901 9,889 25,012 34,901

前 0 0 0

－ 企業局・水道2 －

NEDO実証事業 評価委員会への職員派遣

★★★ ★★ ★

ラオス水道事業の経営能力向上支援 平成24年8月～平成29年8月

【審査の考え方】

県内企業の海外ビジネス展開を支援するため、官民連携推進協議会の開催や民間企業

と連携したビジネス案件の成立に向けた調査費用等の必要性を認め、要求額を措置した。

【審査の考え方】

県内企業の海外ビジネス展開を支援するため、官民連携推進協議会の開催や民間企業

と連携したビジネス案件の成立に向けた調査費用等の必要性を認め、要求額を措置した。



水道企画課
施設計画担当

内線

分野施策 010405　安全な水の安定的な供給

１　事業の概要
　大久保浄水場は荒川の下流に位置するため、水質異常
の件数が多く、近年増加傾向にある。さらに大久保浄水
場の供給エリアは人口も多く、都市部であるため断水が
発生した場合に大きな影響が生じる。
　良質な水質の確保及び断水リスクを減少させるため、
大久保浄水場の浄水処理を、水質異常に対する効果が高
い処理に改善するための基本計画を作成する。

５　事業説明
（１）事業内容
　　　大久保浄水場浄水処理改善推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　61,560千円
　　　平成28年度以降に大久保浄水場に〈オゾン＋生物活性炭〉処理を導入するための業務委託を行う。
　　ア　基本計画作成委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,360千円
　　　　浄水施設の配置計画や既設構造物との接続方法など、基本的な計画を作成
　　イ　測量・地質調査委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,200千円
　　　　土木構造物建設と施設改築に向けた正確な測量データ、地質データを得るための調査を実施

（２）事業計画
　　　将来の水需要の減少に合わせたダウンサイジング後の規模[70万㎥/日]で大久保浄水場に<オゾン+生物活性炭>
　　処理を導入することを想定。
　　ア　平成27年度
　　　　基本計画の作成、測量・地質調査の実施
　　イ　平成28年度
　　　　〈オゾン＋生物活性炭〉処理施設導入に係る詳細設計の実施
　　ウ　平成29年度～平成33年度
　　　　Ⅰ期工事[35万㎥/日]の実施（平成34年度Ⅰ期稼働予定）

２　事業主体及び負担区分
　（国1/3・県2/3）

３　地方財政措置の状況

事業名

事 業
期 間

平成27年度 根 拠
法 令

水道法
埼玉県公営企業の設置等に関する条例

戦略項目

課室名

説明事業

19
大久保浄水場浄水処理改善推進費 水道用水

供給事業
資本的
支出

建設
改良費

建設準備費 水道用水供給事業（建設準備費）

番号

担当名
単位：千円

7060
会計 款 項 目

平成２７年度予算見積調書

－企業局・水道19 －

前 0 0 0 0

24,000 61,560

うち一財

要 61,560 12,103 25,457

24,000 61,560決 61,560 12,103 25,457

（繰出金）

前年との対比 過去の予算額 現計予算額要求額・審査額 国庫補助金 内部留保資金 一般会計出資金

　　　　Ⅰ期工事[35万㎥/日]の実施（平成34年度Ⅰ期稼働予定）
　

（３）事業効果
　　ア　水質異常による断水リスクを減少させることができる
　　イ　かび臭物質を安定的に除去することができ、浄水水質の改善を図ることができる

３　地方財政措置の状況
　当年度事業費のうち国庫補助基準額（36,310千円）の
1/3（12,103千円）が国庫補助金額となる。
　また、事業費（61,560千円）から国庫補助金を除いた
1/2（24,000千円：百万円未満切捨）が一般会計出資金
の対象で、そのうち、1/2が基準財政需要額に算入され
４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
　9,500千円×1人=9,500千円

【審査の考え方】

良質な水質の確保及び断水リスクの減少を図るため、水質異常に効果が高い浄水処

理に改善するための基本計画の作成等の必要性を認め、要求額を措置した。



 地域整備課
 計画・造成担当

内線
担当名

単位：千円
7132

会計 款 項 目

平成２７年度予算見積調書 課室名

説明事業

9
緑ゆたかなメモリアルガーデン整備推進費 地域整

備事業
資本的
支出

建設
準備費

緑ゆたかなメモリアル
ガーデン整備推進費

地域整備事業
（緑ゆたかなメモリアルガーデン整備推進費）

番号 事業名

事 業
期 間

平成26年度～ 根 拠
法 令

埼玉県公営企業の設置等に関する条例 戦略項目

分野施策 010201　高齢者が安心して暮らせる社会づくり

１　事業の概要
　超高齢社会の到来や核家族化・少子化が進む中で、増
加する墓地需要や多様化する県民ニーズ等に対応した緑
ゆたかなメモリアルガーデンの整備を進めていく。

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　緑ゆたかなメモリアルガーデン整備推進費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,400千円
　　　(ｱ) 事業地区の選定　                                                                 　 10,446千円
　　　　　・候補地区別の関係図書の作成（土地利用や施設配置計画、事業収支等の検討）
　　　　　・事業地区選定委員会の運営等
　　　(ｲ) 施設計画等の作成  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,294千円
　　　　　・事業地区の関係図書作成（施設配置計画）
　        ・事業計画検討委員会の運営等
　　　　　・基本設計
　　　　　・測量調査、地質調査、物件調査、土地鑑定評価
　　　(ｳ) 地元調整　　　　　  　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 660千円
        　・地権者説明会、先行事例見学会費用

（２）事業計画
　　平成２７年　４月～　５月　県民コメント
　　　　　　　　５月～１０月　事業地区選定作業業務委託
　　　　　　　　９月～　３月　基本設計、測量調査、地質調査、物件調査、土地鑑定評価

２　事業主体及び負担区分
　(県10/10)

　　　　　　　　９月～　３月　基本設計、測量調査、地質調査、物件調査、土地鑑定評価

（３）事業効果
　　ア　爆発的に増加する墓地需要に対して、市町村や宗教法人等の墓地供給を補完して需給バランスの安定に寄与
　　　する。また、芝生型、樹木葬型、慰霊碑型等の様々なスタイルの墓地整備により、県民ニーズに対応した多様
　　　な選択肢を提供できる。
　　イ　経済的弱者も入手可能な墓地や継承を前提としない墓地の整備により、セーフティネットとして一定の役割
　　　を果たすことができる。
　　ウ　緑地、公園機能、防災機能などを備えた施設整備により、地域の価値を高めていくことができる。

３　地方財政措置の状況
　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
    9,500千円×1人＝9,500千円

要求額・審査額 内部留保資金 一般会計補助金 前年との対比 過去の予算額 現計予算額

（繰出金）

決 73,400 73,400 0 43,506

うち一財

要 73,400 73,400 0 43,506

前 29,894 29,568 326

－ 企業局・地域9 －

【審査の考え方】

増加する墓地需要や多様化する県民ニーズに対応するため、メモリアルガーデン整備に

向けた事業地区選定や施設計画作成等の必要性を認め、要求額を措置した。



内線

事業内容

（３）事業効果
　　　　県北・秩父地域への観光客の増加　100万人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

担当名  総合企画・国際水事業担当
単位：千円

7016
会計 款 項 目

平成２７年度予算見積調書 課室名  総務課

説明事業番号 事業名

建設
改良費

事 業
期 間

平成27年度～ 根 拠
法 令

埼玉県公営企業の設置等に関する条例 戦略項目

地域整備事業
（県北・秩父地域振興施設整備事業費）

県北・秩父地域振
興施設整備事業費

２　事業主体及び負担区分
　  (県10/10)

分野施策 030202　埼玉の成長を支えるまちづくり

10
県北・秩父地域振興施設整備事業費 地域整

備事業
資本的
支出

１　事業の概要
　県北・秩父地域では、人口減少や観光客減少など、地
域の活力低下が課題となっている。
　こうした地域課題に対応する企業局の新たな事業とし
て、深谷市が取り組む花園IC拠点整備プロジェクトと合
わせて、計画エリア内の公共ゾーンに地域振興施設を建
設し運営を行うことを検討する。

５　事業説明

（１）事業内容
　　ア　基本計画作成業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,720千円
　　イ　発注準備業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,286千円
　　　　　民間事業のノウハウを活用した発注手法について確認、発注業務にかかる支援業務

（２）事業計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発注準備業務委託

基本計画作成業務委託

設計・建設事業者募集
オープン

★

（４）県民･民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　　施設の整備については、民間事業のノウハウを活用した発注手法について検討
　　　　２市５町１村※の首長からなる「花園IC拠点整備プロジェクト観光連携協議会」を設置。同協議会と連携し施設
        を活用した地域振興策を検討。　※秩父市、深谷市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町、寄居町、東秩父村

３　地方財政措置の状況
    なし

（５）採算性

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
    9,500千円×1人＝9,500千円

 　     25年間の収支見込：223,278千円

要求額・審査額 内部留保資金 前年との対比 過去の予算額 現計予算額

（繰出金）

決 25,006 25,006 25,006

うち一財

要 25,006 25,006

前 0 0

－ 企業局・地域10 －

25,006

【審査の考え方】

県北・秩父地域の活性化に向けた地域振興施設の基本計画作成等の必要性を認め、要

求額を措置した。

【審査の考え方】

県北・秩父地域の活性化に向けた地域振興施設の基本計画作成等の必要性を認め、要

求額を措置した。


