
スポーツ文化局　令和２年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

少子高齢化の進行、価値観の変容と多様化、地域のつながりの希薄化、国際化

の進展等、本市を取り巻く環境が急激に変化し、多くの課題を抱える現代社会に

おいては、市民の健康増進や生きがいづくりに貢献し、地域に深い絆を形成する

ことにも寄与するスポーツと文化芸術の果たす役割が、ますます重要なものと

なっています。

また、東京２０２０大会において、本市で開催されるサッカーとバスケット

ボール競技が円滑に行われるよう、大会気運の醸成を図るとともに、官民一体と

なった「オールさいたま市」でのおもてなしを推進することで、大会のレガシー

を本市に残していく必要があります。

東京２０２０大会は、文化の祭典としても位置付けられていることから、文化

芸術への関心の向上を図るため、一層の取組を進める必要があります。

こうした背景のもと、スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術資源を

活用すること等により、市民がスポーツや文化芸術に親しむ機会が増えることを

通じて、生活にゆとりと潤いをもたらし、地域に活力を生み出すことが求められ

ています。さらに、シンボリックな大会やイベントを開催すること等により、国

内外に向けて市の魅力を発信し、地域経済の活性化にも寄与することで、スポー

ツや文化芸術を活用した健康で心豊かな活力あるまちづくりを推進する必要があ

ります。

（２）スポーツ環境の整備

市民が身近な場所で気軽にスポ

ーツを楽しむことができる多目的

広場やさいたまスポーツシューレ

の整備、体育館、武道館の老朽化

に伴う予防保全工事や、将来を見

据えた計画的なスポーツ施設の整

備など、スポーツ環境の整備を進

める必要があります。

（１）スポーツ実施率の向上

市民（成人）の週1回以上のス

ポーツ実施率をみると、右のグラ

フのとおり上昇しています。

東京２０２０大会の開催を控え、

スポーツへの関心が高まりつつあ

る中、スポーツ環境の整備ととも

に、市民参加型のスポーツイベン

トや教室等の開催を支援すること

で、市民の自主的なスポーツ参加

を促す必要があります。
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【ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム】

（３）「スポーツのまち さいたま」の実現

スポーツによる総合的なまちづくりを

推進するための計画である「スポーツ振

興まちづくり計画」が令和2年度で計画

期間満了となることから、次期計画を策

定する必要があります。

また、市民が楽しめるランニングイベ

ントの開催を検討するとともに、「ツー

ル・ド・フランス」の名を冠したレース

の開催支援を行うことで、スポーツの振

興はもとより、地域経済の活性化を図る

必要があります。

さらに、法人化した「（一社）さいた

まスポーツコミッション」の活動を支援

する必要があります。

（４）東京２０２０大会開催の支援

令和2年度は、東京２０２０オリンピッ

ク競技大会が7月24日から8月9日までの17

日間、パラリンピック競技大会が8月25日

から9月6日までの13日間開催されます。

このうち、本市はサッカーとバスケッ

トボール競技の開催会場であり、多くの

観戦客等が来訪することから、都市装飾

による祝祭感の演出、最寄駅から会場ま

での暑さ対策やボランティアによる会場

周辺でのおもてなし等、大会を成功に導

くための支援を行う必要があります。

また、観戦客等が、大宮の盆栽をはじ

めとした本市の魅力に触れる機会を増や

し、市の知名度向上やイメージアップを

図る必要があります。このために、観戦

客等を対象に、事前にプロモーションを

行うとともに、大会期間中にイベント開

催や市内の観光資源を巡る回遊バスの運

行等のおもてなしを実施する必要があり

ます。

【令和元年度に実施した暑さ対策の実証

実験の中で配布したスノーパック】

【さいたまスポーツフェスティバル２０１９】
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【大宮盆栽美術館】

（７）盆栽文化の振興

本市の特色ある地域資源である盆栽を

活用し、盆栽文化の振興を図るとともに、

観光振興等への寄与、さいたま国際盆栽

アカデミー事業のため、大宮盆栽美術館

の運営の充実を図る必要があります。

【岩槻人形博物館 外観】

【文化芸術都市創造計画】

（５）文化芸術都市の創造

「生き生きと心豊かに暮らせる文化芸

術都市」を創造するために、「文化芸術

都市創造計画」に基づく各種施策を総合

的かつ計画的に実施するとともに、同計

画が令和2年度で計画期間満了となるこ

とから、次期計画を策定する必要があり

ます。

また、同計画の重点プロジェクトであ

る「さいたま国際芸術祭２０２０」の円

滑な運営を行うとともに、芸術祭の開催

を契機として生まれたレガシーを継承、

発展させていく必要があります。

さらに、文化会館機能、コミュニティ

機能を備えた新市民会館おおみやの整備

を進める必要があります。

（６）人形文化の振興

本市の特色ある地域資源である人形を

活用し、人形文化の振興を図るとともに、

観光振興等にも寄与するため、人形文化

の拠点施設である岩槻人形博物館につい

て、管理運営の安定・充実を図る必要が

あります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）スポーツに親しむことができるよう、多彩なプログラムを提供します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 拡大女子スポーツ支援事業 2,350 1,700 市内の女子小中学生を対象に、プロ・アマ

総振〔スポーツ振興課〕 (2,350) (1,700) トップスポーツチームの選手・コーチ等から

成長 指導を受けられる機会を提供するとともに、

創生 出場チーム数を拡大し、女子中学生サッカー

大会「ＳＡＩＴＡＭＡ　ＧＩＲＬＳ　ＭＡＴ

ＣＨ」を開催

2 総振スポーツコミッション 200,800 249,300 全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援や

成長推進事業 (200,800) (249,300) スポーツイベント等を実施する「（一社）さ

創生〔スポーツ政策室〕 いたまスポーツコミッション」の活動を支援

（２）スポーツ・レクリエーション活動の場の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

3 総振多目的広場等整備事業 35,549 94,144 市有未利用地等を活用したスポーツもできる

成長〔スポーツ振興課〕 (15,539) (28,934) 多目的広場を整備

創生

4 拡大スポーツシューレ事業 26,876 26,031 持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、民

総振〔スポーツ政策室〕 (26,676) (26,031) 間力を最大限に活用したネットワーク型のス

成長 ポーツシューレ事業として、新たにアーバン

創生 スポーツ活性化事業を実施

（３）健康で活力ある「スポーツのまち　さいたま」を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 新規スポーツ振興まちづく 5,300 0 審議会や市民等の意見を踏まえながら、「ス

り計画策定事業 (5,300) (0) ポーツ振興まちづくり計画」の次期計画を策

〔スポーツ政策室〕 定

スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術資源を活用すること等により、市民が
スポーツや文化芸術に親しむ機会を増やすとともに、シンボリックな大会やイベントを開
催することで、都市としての魅力を高め、地域経済の活性化にも取り組むことにより、健
康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現と、「生き生きと心豊かに暮らせる文
化芸術都市」の創造を目指します。
また、東京２０２０大会に向けた気運の醸成を図るとともに、官民一体となった「オー
ルさいたま市」でのおもてなしを実施することで、大会のレガシーを本市に残すことを目
指します。

〔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 令和2年度 令和元年度 説明

6 総振国際自転車競技大会開 200,908 220,940 「スポーツのまち　さいたま」の実現に向け

成長催支援事業 (200,908) (220,940) て、自転車を活用したまちづくりのシンボル

創生〔スポーツイベント となる国際自転車競技大会「ツール・ド・フ

課〕 ランスさいたまクリテリウム」の開催経費を

補助

（４）東京２０２０大会に向けた気運の醸成及び本市を訪れる観戦客等へのおもてなしを実施しま

す。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 拡大おもてなしアクション 382,474 19,677 東京２０２０大会において、本市を訪れる観

総振プラン推進事業 (379,174) (12,606) 戦客等へのおもてなし及び国内外への魅力発

創生〔オリンピック・パラ 信並びに祝祭感の創出に向け、暑さ対策、回

リンピック部〕 遊バスの運行、パブリックビューイング、都

市装飾等を実施

8 拡大東京２０２０大会ボラ 113,848 10,808 東京２０２０大会時に、観戦客等へのおもて

総振ンティア推進事業 (113,848) (10,808) なしを行うボランティアの管理運営を実施

創生〔オリンピック・パラ

リンピック部〕

9 拡大気運醸成イベント事業 100,716 24,155 東京２０２０大会に向け、気運の醸成を図る

総振〔オリンピック・パラ (82,385) (6,038) ため、聖火リレーやさいたまスポーツフェス

創生リンピック部〕 ティバルを開催

10 拡大ホストタウン交流事業 35,524 4,000 東京２０２０大会の出場国の事前キャンプ等

総振〔オリンピック・パラ (35,124) (4,000) を受け入れ、アスリート等と市民との交流を

創生リンピック部〕 通じて地域の活性化を推進

11 新規（仮称）大宮盆栽振興 39,990 0 市民が盆栽に触れる機会を創出するとともに

イベント開催事業 (19,090) (0) 東京２０２０大会で本市を訪れる国内外の観

〔大宮盆栽美術館〕 戦客等に、盆栽の魅力を発信するイベントを

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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（５）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

12 総振文化芸術都市創造計画 4,049 5,476 審議会や市民等の意見を踏まえながら、「文

倍増策定事業 (4,049) (5,476) 化芸術都市創造計画」の次期計画を策定

〔文化振興課〕

13 新規歌舞伎による日本の伝 16,803 0 東京２０２０大会の文化プログラム事業とし

総振統文化発信事業 (0) (0) て、文化芸術都市創造基金を活用し、新たに

倍増〔文化振興課〕 歌舞伎公演等を開催

14 総振さいたま国際芸術祭開 168,666 325,195 東京２０２０大会の公認文化プログラムとし

倍増催事業 (168,666) (275,195) て、国内外のアーティストに加え、多くの市

成長〔国際芸術祭開催準備 民の参加による「さいたま国際芸術祭２０２

室〕 ０」を開催

15 市民会館おおみや新施 4,001,629 7,736,277 大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再

設整備事業 (837,329) (1,758,577) 開発事業に伴い、文化会館機能、コミュニ

〔文化振興課〕 ティ機能を備えた新市民会館おおみやを整備

（６）さいたま市の地域資源である人形を活用した施設の管理運営を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

16 総振岩槻人形博物館管理運 128,992 512,760 本市の特色ある人形文化の振興を図るととも

倍増営事業 (103,944) (207,319) に、観光振興等にも寄与するため、岩槻人形

成長〔岩槻人形博物館開設 博物館において実施する日本人形を中心とし

準備室〕 た展示や講座等について、東京２０２０大会

を契機に国内外へさらなるＰＲ

（７）さいたま市の地域資源である盆栽を活用した施設の管理運営を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

17 総振大宮盆栽美術館管理運 117,591 133,671 盆栽文化の振興を図るため、展覧会や講座を

倍増営事業 (83,897) (94,036) 開催するとともに、さいたま国際盆栽アカデ

成長〔大宮盆栽美術館〕 ミーを運営

創生

〔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

スポーツ振興
課

ステップアップセミ
ナー業務委託料の見直
し

ステップアップセミナーの開催手法を見直し、予算額を
縮小する。

△ 350

スポーツ振興
課

さいたま市・南会津町
たていわ親善ツーデー
マーチの見直し

委託内容を見直し、予算額を縮小する。 △ 306

スポーツ振興
課

総合型地域スポーツク
ラブリーフレット作成
等の廃止

総合型地域スポーツクラブの広報手段を見直し、予算計
上を廃止する。

△ 190

スポーツ振興
課

鳥の巣の撤去委託料の
見直し

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 188

スポーツ振興
課

体育賞にかかる消耗品
費等の見直し

授与するメダルの仕様等を見直し、予算額を縮小する。 △ 15

スポーツ振興
課

オリンピック強化指定
選手奨励金の見直し

過去の実績に基づき、奨励金の予定対象者数を見直し、
予算額を縮小する。

△ 300

スポーツ政策
室

スポーツイベント誘致
支援事業における補助
金の見直し

インバウンド活動事業等について、目的を達成したと判
断したことにより、予算額を縮小する。

△ 3,800

スポーツ政策
室

スポーツコミッション
法人化推進事業におけ
る補助金の見直し

過去の実績に基づき、役員報酬、旅費交通費等の予算額
を縮小する。

△ 5,165

スポーツ政策
室

スポーツコミッション
推進事業における補助
金の見直し

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 11,000

国際芸術祭開
催準備室

アート作品維持管理事
業にかかる賃借料の廃
止

さいたまトリエンナーレ２０１６のレガシー作品は、作
家からの寄贈を受け、引き続き市内での展開を図ること
としたため、予算計上を廃止する。

△ 475

大宮盆栽美術
館

普及事業における報償
費の見直し

過去実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 687

大宮盆栽美術
館

国際盆栽アカデミーの
運営に係る消耗品費の
見直し

アカデミーで使用する消耗品を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 258

大宮盆栽美術
館

ミュージアムグッズ作
成費の見直し

年間必要量を見直し、予算額を縮小する。 △ 783

大宮盆栽美術
館

美術館運営に係る広告
費の見直し

広告方法を見直し、予算額を縮小する。 △ 440

大宮盆栽美術
館

企画展、特別展に係る
委託料の見直し

委託内容を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 1,143

大宮盆栽美術
館

英語キャプション等翻
訳料の見直し

過去実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 3,186

大宮盆栽美術
館

通訳等翻訳料の廃止 事業目的を達成したと判断し、予算計上を廃止する。 △ 1,308

他8件
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 20款

22款

-

＜主な事業＞

１ 31,979 ４ 4,049

２ 4,768 ５ 16,803

３ 2,043 ６ 13,677

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 -

＜主な事業＞

１ 168,666

２ 583

３ 417

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 19,803

　市民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造するため、さいたま
市文化芸術都市創造条例に定める基本理念にのっとり、文化芸術都市の創造に関
する施策を総合的かつ計画的に推進します。

一般財源 53,366

事務事業名 文化芸術都市創造事業（文化振興課） 予算額 73,319
局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 財産収入 150

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/国際芸術祭開催準備室

文化芸術都市創造補助金等の交付 文化芸術都市創造計画策定事業

　文化団体等が主体的に行う文化芸術活動を促進するた
めの「文化芸術都市創造補助金」や、「第19回さいたま
市美術展覧会」の開催に向けた実行委員会への負担金等
を交付します。

　文化芸術都市創造審議会、文化芸術に関する意見交換
会、市民等の意見を踏まえながら、「文化芸術都市創造
計画」の次期計画を策定します。

名曲コンサート・プライマリーコンサート 歌舞伎による日本の伝統文化発信事業

　（公財）埼玉県産業文化センターとの共催により、日
本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会等（名曲コン
サート）、小・中学校等においては、小編成による演奏
会（プライマリーコンサート）を開催します。

　東京２０２０大会の気運醸成に向けた文化プログラム
事業として、歌舞伎衣装文化講座及び（公財）さいたま
市文化振興事業団との共催による歌舞伎公演を開催しま
す。

ジュニアソロコンテスト その他

＜特記事項＞

　東京２０２０大会の気運醸成に向けた文化プログラム事業として、歌舞伎衣装
文化講座及び歌舞伎公演を開催します。

前年度予算額 56,940

増減 16,379 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3404（一部）、3405、3406（一部）

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 一般財源 169,666

＜事業の目的・内容＞

　市民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造するため、さいたま
市文化芸術都市創造条例に定める基本理念にのっとり、文化芸術都市の創造に関
する施策を総合的かつ計画的に推進します。

　（公財）さいたま市文化振興事業団との共催により、
小学生及び中学生を対象とした管楽器・打楽器・コント
ラバスの独奏コンテストを実施します。

　市民ギャラリーの貸出し、鉄道ふれあいフェアへの参
加協力等を実施します。

事務事業名 文化芸術都市創造事業（国際芸術祭開催準備室） 予算額 169,666

さいたま国際芸術祭開催事業

　東京２０２０大会の公認文化プログラムとして開催す
る「さいたま国際芸術祭２０２０」に要する費用を負担
するとともに、開催効果の調査分析を行います。

国際芸術祭レガシー事業

　「さいたま国際芸術祭２０２０」のレガシーとして、
市民サポーターの活動支援を行います。

その他

＜特記事項＞

　「さいたま国際芸術祭２０２０」が令和2年5月に閉幕します。 前年度予算額 326,207

増減 △ 156,541 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3403

　「さいたま国際芸術祭２０２０」の実施報告書を作成
するほか、必要な庶務（旅費の支給、消耗品の購入等）
を行います。

[参考]

ポスター チラシ
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（一般会計） （単位：千円）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 594,355

２ 6,723

３ 1,955

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 59,130 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 87,438

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 5,751

　効果的かつ効率的な施設運営や利用者サービスの向上及び本市の文化振興を図
るため、プラザイースト及びプラザウエストについて、指定管理者による管理運
営を行います。

諸収入 2,485

一般財源 507,359

事務事業名 プラザイースト外１施設管理運営事業 予算額 603,033

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

施設管理運営事業

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を
実施します。

施設修繕等事業

　プラザイースト音響調整卓新規賃貸借を行います。ま
た、各施設において、緊急修繕が発生した際に迅速に対
応します。

備品購入

前年度予算額 595,609

増減 7,424 

財産収入 110 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 64 

　効果的かつ効率的な施設運営や利用者サービスの向上及び本市の文化振興を図
るため、恭慶館、氷川の杜文化館及び盆栽四季の家について、指定管理者による
管理運営を行います。

一般財源 58,956 

　利用者の利便性の向上のため、長机やギターアンプ等
必要な備品を購入します。

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 59,130

施設管理運営事業

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を
実施します。

前年度予算額 58,870

増減 260 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 20款

-

＜主な事業＞

１ 7,889

２ 4,580

３ 2,020

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 504,609 ４ 68,264

２ 339,608

３ 2,530

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 14,489

　漫画会館の適切な運営と日本近代漫画の先駆者である北沢楽天の作品や漫画関
係資料の収集、管理を行います。
　また、北沢楽天の顕彰と漫画文化振興のため、収蔵品等の展示や企画漫画展、
公募漫画作品展、漫画講座を開催します。

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 財産収入 271

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 14,218

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

施設管理運営事業

　会館の利用者が安心安全かつ快適に利用できるよう、
適切な管理運営を行います。

展示事業

　北沢楽天等の作品を展示する収蔵品展及び現代漫画作
品を紹介する企画漫画展を開催します。

公募漫画展、漫画関連講座の開催

前年度予算額 14,248

増減 241 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 60,550

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 4,636

　効果的かつ効率的な施設運営や利用者サービスの向上及び本市の文化振興を図
るため、プラザノースについて、ＰＦＩ事業契約及び指定管理者による管理運営
を行います。

一般財源 849,825

　公募漫画作品展「北沢楽天漫画大賞」や、小学生を対
象とした「漫画教室」を開催します。

事務事業名 プラザノース管理運営事業 予算額 915,011

施設管理運営事業 その他

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を
実施します。

　電気料、ガス料、上下水道料やその他設備維持管理に
必要な経費を支出します。

サービス購入料

　ＰＦＩ事業契約により、平成20年度から令和4年度まで
の15年間割賦で施設の設計及び建設費を支出します。

維持管理運営モニタリング支援事業

前年度予算額 906,663

増減 8,348 

　ＰＦＩ事業契約に基づき、外部機関によるモニタリン
グを実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 18款

25款

-

＜主な事業＞

１ 1,859

２ 4,001,629

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 17款

20款

22款

24款

-

＜主な事業＞

１ 37,846

２ 68,362

３ 22,784

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 国庫支出金 317,200

＜事業の目的・内容＞ 市債 2,847,100

　耐震対策、バリアフリー対応、老朽化といった課題を抱える市民会館うらわ及
び市民会館おおみやについて、それぞれ浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開
発事業、大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業として建設される
複合ビルに機能移転し、リニューアルを図ります。

一般財源 839,188

事務事業名 文化施設整備事業 予算額 4,003,488

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/岩槻人形博物館開設準備室

（仮称）市民会館うらわ施設機能検討支援

　（仮称）市民会館うらわ施設機能及び管理運営に関す
る検討支援業務を行います。

市民会館おおみや新施設整備事業

　大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業
において建設される複合ビルに、市民会館おおみやを機
能移転させるための費用を支出します。

＜特記事項＞

　大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業について、事業の進捗に
より前年度と比較して公共床取得費が減少しています。

前年度予算額 7,746,027

増減 △ 3,742,539 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 14,628

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 6,938

　「人形のまち」として知られる岩槻で、人形文化の振興を図るため、岩槻人形
博物館において、人と人形の歴史を調査・研究し、その成果について展示等を通
じて広く公開することで、人々の人形への親しみを醸成し、人形文化を未来へと
継承することを目的に、人形文化の拠点施設の管理運営を行います。

繰入金 2,000

諸収入 1,482

一般財源 103,944

事務事業名 岩槻人形博物館管理運営事業 予算額 128,992

施設の管理運営

　岩槻人形博物館の利用者が安心安全かつ快適に利用で
きるよう、適切な管理運営を行います。

施設の維持管理

　岩槻人形博物館の施設維持のため、清掃や設備保守点
検等を行います。

展示や講座の実施

＜特記事項＞

　令和2年2月22日から岩槻人形博物館を開館し、施設の管理運営を行います。 前年度予算額 512,760

増減 △ 383,768 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3407

　人形文化を広く発信するため、岩槻人形博物館におい
て、特別展、企画展、講座等を実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 17款

18款

20款

22款

24款

-

＜主な事業＞

１ 34,902 ４ 16,136

２ 29,829 ５ 39,990

３ 36,724

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 350

２ 500

３ 2,828

[参考]

89,415

増減 △ 85,737 

＜特記事項＞

ラグビー体験教室・交流会の開催

　キャンプ施設を活用し、ラグビー体験教室や交流会を
開催します。

局指定管理者審査選定委員会の開催その他

　スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会を開催し、
指定管理者の選考方法案と指定管理者の候補者案の選定
について審査をします。また、スポーツ施策の推進に当
たり、必要な庶務を行います。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 3,678

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3309（一部）、3310

女子スポーツ競技力向上事業

　女子スポーツの競技力向上のため、市内の女子小中学
生を対象として、プロ・アマトップスポーツチームの選
手・コーチ等から指導を受けられる機会を提供します。

事務事業名 スポーツ企画事業（スポーツ振興課） 予算額 3,678

＜事業の目的・内容＞

　スポーツを活用した総合的なまちづくりの推進を図るための事業を行います。
　また、庁内調整、部内調整及び課内事務の遂行に当たり、必要な庶務を行いま
す。

　ラグビーワールドカップキャンプ地整備事業と事務事業を統合しました。公認
チームキャンプ地としてのトレーニング施設の整備が完了しました。

前年度予算額

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/大宮盆栽美術館

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 13,046

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 19,090

　本市の貴重な地域資源である盆栽、その他の盆栽文化に関する資料等を収集・
調査・研究し、展覧会や講座を開催することで、盆栽文化を国内外に発信しま
す。また、大宮盆栽村の拠点施設でもある大宮盆栽美術館の管理・運営を行うと
ともに、盆栽文化を学ぶさいたま国際盆栽アカデミーを運営し、盆栽文化の振興
を図ります。

財産収入 11,153

繰入金 3,000

諸収入 8,305

一般財源 102,987

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 157,581

　盆栽や盆栽文化に関する資料等を収集・調査・研究
し、特別展、企画展及び盆栽講座等を実施します。

施設の管理運営 さいたま国際盆栽アカデミーの運営

　美術館の運営事項について審議・助言を得る運営委員
会の開催、観覧券やミュージアムガイドの印刷、情報シ
ステムの賃借、受付業務等を実施します。

　国内外における盆栽文化の普及を目的とした学習プロ
グラムとして、知識と技術を体系的に学ぶ、さいたま国
際盆栽アカデミーを運営します。

施設の維持管理 （仮称）大宮盆栽振興イベントの開催

　清掃、警備、盆栽の育成管理等の業務委託や施設修
繕、盆栽展示環境の維持等の施設維持管理を行います。

　市民が盆栽に触れる機会を創出するとともに、東京２
０２０大会で本市を訪れる国内外の観戦客等に、盆栽の
魅力を発信するイベントを実施します。

特別展や企画展、盆栽講座などの実施

前年度予算額 133,671

増減 23,910 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3408（一部）

小学生タグラグビー教室
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 5,300

２ 1,254

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 2,000

２ 6,127

３ 152

[参考]

　さいたま市スポーツ振興まちづくり計画の進行管理及び次期計画の策定等を行
い、スポーツを活用した総合的なまちづくりの推進を図ります。

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 6,554

スポーツ振興審議会の開催その他

　スポーツの振興に関する事項について調査・審議し、
これらの事項に関して建議します。また、スポーツ振興
の推進に当たり、必要な庶務を行います。

スポーツ振興まちづくり計画策定事業

　審議会や市民等の意見を踏まえながら、「スポーツ振
興まちづくり計画」の次期計画を策定します。

事務事業名 スポーツ企画事業（スポーツ政策室） 予算額 6,554

＜特記事項＞

　令和2年度で計画満了となる「スポーツ振興まちづくり計画」の次期計画を策定
します。

前年度予算額 1,314

増減 5,240 

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3308（一部）、3309（一部）

　さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会を主体と
し、高校選抜サッカー選手団海外派遣、浦和レッズ・大
宮アルディージャレリーフの設置等を実施します。

その他

　ＪＦＡやＪリーグチームのホームタウンである自治体
等との連絡調整を図るため、Ｊリーグ関係自治体等連絡
協議会や日本サッカーを応援する自治体連盟が主催する
研修会に参加します。

女子中学生サッカー大会の開催

　さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会を主体と
し、女子中学生サッカー大会「ＳＡＩＴＡＭＡ　ＧＩＲ
ＬＳ　ＭＡＴＣＨ」を開催します。

サッカーのまちづくり推進事業

サッカーのまちづくり推進事業 予算額 8,279

前年度予算額 7,103

増減 1,176 

8,279

＜事業の目的・内容＞

　本市の伝統あるサッカーを核としたスポーツのまちづくりを推進するため、さ
いたま市サッカーのまちづくり推進協議会を主体として、諸事業を展開します。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源

事務事業名

ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ ＭＡＴＣＨ２０１８
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

25款

-

＜主な事業＞

１ 32,481

２ 3,068

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

-

＜主な事業＞

１ 565

２ 11,338施設の管理運営

　八王子スポーツ施設管理運営の補助金を交付し、利用
者に安全で安心な施設の管理運営を進めます。

各施設管理棟点検調査

　大原サッカー場及び八王子スポーツ施設管理棟の定期
点検調査業務等を行います。

[参考]

前年度予算額 11,864

増減 39 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 11,829

　大原サッカー場及び八王子スポーツ施設管理棟の定期点検調査業務等を行い、
ファン・サポーターや施設利用者の安全を図るとともに、八王子スポーツ施設管
理運営の補助金を交付します。

多目的広場の管理運営

　「スポーツもできる多目的広場整備事業ガイドライ
ン」に基づき、地元市民で構成された管理運営団体とと
もに、多目的広場の目的の達成に向けた管理運営を実施
します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3302（一部）

多目的広場の整備

　市が所有する未利用地等を活用した「スポーツもでき
る多目的広場」1か所の整備工事等を実施します。

[参考]

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 74

事務事業名 大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業 予算額 11,903

＜特記事項＞

　東京２０２０大会の気運の醸成を図るため、バスケットボールコートを整備し
ました。

前年度予算額 94,144

増減 △ 58,595 

10

＜事業の目的・内容＞ 市債 20,000

　市の未利用地等を活用した「スポーツもできる多目的広場」の整備・管理運営
を行うことで、身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる機会を
増やします。

一般財源 15,539

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入

事務事業名 多目的広場等整備事業 予算額 35,549

北宿みんなの広場（緑区三室）

八王子スポーツ施設
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

-

＜主な事業＞

１ 15,021

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

18款

20款

22款

24款

25款

-

＜主な事業＞

１ 325,101 ４ 747,441

２ 260,886 ５ 2,370

３ 5,000 ６ 8,086スポーツ施設の活用方針策定事業 その他

　スポーツ環境の改善を図るため、現行のスポーツ施設
に必要な役割、機能、有効活用方策を検討します。

　移動式バスケットゴール1対の更新を行います。

＜特記事項＞ 一般財源 390,269

　浦和駒場体育館の中規模修繕工事について、事業の進捗により前年度と比較し
て事業費が増加しています。

前年度予算額 914,688

増減 434,196 

施設の管理運営

　指定管理者が行う体育館の管理運営をチェックすると
ともに、利用者の安全の観点から必要な点検、修繕等を
実施します。
・浦和駒場体育館外4館

　浦和駒場体育館の中規模修繕工事を実施し、経年によ
り通常発生する損耗、機能低下に対する復旧措置を行い
ます。

施設の維持改修 大宮体育館の予防保全

　記念総合体育館メインアリーナ・サブアリーナの空調
設備の更新など、老朽化により発生した不具合箇所の修
繕を行います。

　大宮体育館の長寿命化を図る予防保全工事に向けた躯
体の健全性調査を実施します。

浦和駒場体育館の予防保全工事

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 使用料及び手数料 209

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 8,939

　指定管理者制度を活用しながら、利用者が安全で使いやすい魅力ある体育館に
なるよう、充実した管理運営を行います。

財産収入 19,994

繰入金 170,172

諸収入 1

市債 759,300

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 1,348,884

臨時グラウンドの管理運営

　多くの市民が安全で安心な臨時グラウンドを利用でき
るよう、定期的な現地の確認と除草、清掃等を実施しま
す。
・田島臨時グラウンド外7か所

[参考]

前年度予算額 14,073

増減 948 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 15,011

　市民にスポーツ・レクリエーション活動の場所を提供するため、市が管理する
未利用地等を暫定的に活用して、臨時グラウンドとして開放します。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 10

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 15,021

名称 所在地

田島臨時グラウンド 桜区田島10-1855

美園臨時グラウンド 緑区大門2822-1

長宮臨時グラウンド 岩槻区長宮26

上野臨時テニスコート 岩槻区上野38-2

本宿臨時テニスコート 岩槻区本宿184

江川グラウンドゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

江川ターゲットバードゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

西原運動広場 岩槻区西原3955

臨時グラウンド一覧表
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

20款

22款

25款

-

＜主な事業＞

１ 41,432

２ 23,246

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 9,734

２ 3,885

学校体育施設開放運営委員会の運営

　学校体育施設開放事業の運営を行う開放運営委員会に
対し、運営費を交付します。

既存施設の維持管理

　既存設備の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行
います。

事務事業名 学校体育施設開放事業 予算額 13,619
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 13,619

　市民に身近なスポーツ・レクリエーション活動の場として、学校教育に支障の
ない範囲内で市立小・中学校の体育施設を開放します。学校ごとに開放運営委員
会を設置しており、自主的な運営が行われています。
　また、老朽化が進む既存設備の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行いま
す。

前年度予算額 13,675

増減 △ 56 

施設の管理運営

　指定管理者が行う武道館の管理運営をチェックすると
ともに、利用者の安全の観点から必要な点検、修繕等を
実施します。

施設の予防保全

　大宮武道館の中規模修繕工事に向けた実施設計等を行
います。

[参考]

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度を活用しながら、利用者が安全で使いやすい魅力ある武道館に
なるよう、充実した管理運営を行います。

繰入金 5,302

市債 15,700

一般財源 40,582

＜特記事項＞

　大宮武道館の中規模修繕工事に向けた実施設計等を行います。 前年度予算額 41,470

増減 23,208 

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 64,678
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 使用料及び手数料 49

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 3,045

大宮武道館
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

22款

-

＜主な事業＞

１ 5,631 ４ 350

２ 1,668 ５ 64,974

３ 6,700 ６ 4,939

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

21款

＜主な事業＞

１ 1,022

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3305（一部）

　スポーツ振興に関する施策を推進するため、市民や企業等からの寄附金等の受
け皿となる基金に積立てを行います。

スポーツ振興基金への積立て

　寄附金及び基金を金融機関に預入れしていること等に
より生じた利子について、積立てを行います。

[参考]

前年度予算額 1,042

増減 △ 20 

体育賞表彰事業 各スポーツ団体への補助事業

　本市を拠点に活動し優秀な成績を収めた選手、スポー
ツ振興に功績のあった者を表彰します。

　スポーツ協会やレクリエーション協会など、市内のス
ポーツ・レクリエーションの振興を目的に活動する団体
に補助金を交付します。

事務事業名 スポーツ振興基金積立金 予算額 1,022
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 22

＜事業の目的・内容＞ 寄附金 1,000

市民体育大会・シニアスポーツ大会開催事業 その他

前年度予算額 85,608

増減 △ 1,346 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3301、3305（一部）

　広く市民がスポーツに親しみ、理解を深め、健康増進
を図ることを目的に各種目の大会を開催します。

　たていわ親善ツーデーマーチの開催や、国際大会で優
秀な成績を収めた選手へのスポーツ表彰、オリンピッ
ク・パラリンピック強化指定選手への奨励金等の交付等
を行います。

スポーツ推進委員活動事業 総合型地域スポーツクラブ支援事業

　市主催事業においてスポーツ推進委員の活用を図るほ
か、資質向上のための研修会の実施等を行います。

　総合型地域スポーツクラブへの支援策の検討、認知度
向上のための広報等を行います。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 3,488

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 4,900

　生涯スポーツの振興を図るため、各種事業の実施、スポーツ選手等の奨励・表
彰、スポーツ関連団体との連携強化を図ります。
　また、市内で活動するスポーツ・レクリエーションの振興を目的とした団体に
補助金を交付し、運営の支援を行います。

一般財源 75,874

事務事業名 生涯スポーツ振興事業 予算額 84,262

　スポーツ振興基金残高等の推移 （単位：円）

新規 運用利子

H28 598,000 5,553 0 49,603,553

H29 860,000 470 770,000 49,694,023

H30 692,639 11,613 1,765,890 48,632,385

R1(見込) 1,000,000 42,000 4,700,000 44,974,385

R2(見込) 1,000,000 22,000 4,900,000 41,096,385

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. 95 -

＜主な事業＞

１ 200,800

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 24款

-

＜主な事業＞

１ 26,876

２ 33,169

３ 46

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 200,800

＜事業の目的・内容＞

　地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興や地域経済の活性化を図る「（一
社）さいたまスポーツコミッション」を支援します。

事務事業名 スポーツコミッション推進事業 予算額 200,800

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

スポーツコミッション推進事業

　全国大会等の各種スポーツ大会等の誘致支援やさいた
マーチ等の自主企画のイベント事業、スポーツを核とす
る民間力を活用した複合的な事業を実施します。

前年度予算額 249,300

増減 △ 48,500 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1306（一部）、2407（一部）、3306、3307

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 諸収入 200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 59,891

　持続的で幅広いスポーツの振興に貢献する環境の実現を目指し、民間力を最大
限に活用した取組を推進します。

事務事業名 スポーツシューレ等施設整備事業 予算額 60,091

スポーツシューレ事業

　持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、女子サッ
カー等活性化事業、アーバンスポーツ活性化事業など、
民間力を最大限に活用したネットワーク型のスポーツ
シューレ事業を展開します。

大宮けんぽグラウンド活用事業

　大宮けんぽグラウンド（西区二ツ宮）を活用し、ス
ポーツイベント誘致の拡大及び市民のスポーツ・レクリ
エーションの振興を図ります。

次世代型スポーツ施設誘致・整備事業

前年度予算額 60,522

増減 △ 431 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3302（一部）、3303

　スポーツ観戦やイベント開催による採算を重視した、
安定的な運営が可能で行政負担の少ない次世代型スポー
ツ施設を誘致するための調査・検討を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 6,542

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 200,908

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 6,542

＜事業の目的・内容＞

　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて、市民のスポーツに対する意
欲・関心を持続させるランニングイベントを検討します。

事務事業名 ランニングイベント開催検討事業 予算額 6,542

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課

ランニングイベントの開催検討

　子どもから大人まで市民が楽しめるランニングイベン
トの開催を検討します。

＜特記事項＞

　事務事業名を「さいたま国際マラソン開催事業」から変更しました。また、さ
いたま国際マラソンの開催を見直し、ランニングイベントの開催を検討します。

前年度予算額 250,373

増減 △ 243,831 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3312

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 200,908

＜事業の目的・内容＞

　（一社）さいたまスポーツコミッションが実施主体となるツール・ド・フラン
スの名を冠した国際自転車競技大会について、「スポーツのまち　さいたま」の
実現及び自転車を活用したまちづくりを推進するため、本市の負担額の軽減を図
りながら同大会の開催を支援します。

事務事業名 国際自転車競技大会開催支援事業 予算額 200,908

国際自転車競技大会開催支援事業

　ツール・ド・フランスの名を冠した国際自転車競技大
会について、大会の実施主体に対し支援を行い、引き続
き本市で開催します。

前年度予算額 220,940

増減 △ 20,032 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3311

[参考]　

2019大会の様子

市内交流会の様子
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 18款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 382,474 ４ 35,524

２ 113,848 ５ 1,513

３ 100,716

局/部/課 スポーツ文化局/オリンピック・パラリンピック部

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 国庫支出金 14,421

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 7,210

　東京２０２０大会の円滑な開催を支援するため、大会の気運醸成を図るととも
に、国内外から来訪する観戦客等へのおもてなしを実施することにより、大会を
成功に導く取組を推進します。

諸収入 400

一般財源 612,044

事務事業名 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 予算額 634,075

おもてなしアクションプラン推進事業 ホストタウン交流事業

　東京２０２０大会開催に当たり、本市を訪れる観戦客
等へのおもてなし及び国内外への魅力発信並びに祝祭感
の創出に向け、暑さ対策、回遊バスの運行、パブリック
ビューイング、都市装飾等を実施します。

　事前キャンプの受け入れに向けた協定を締結している
オランダ空手選手団等、東京２０２０大会出場国アス
リート等と市民との交流事業を実施し、お互いの親交を
深めます。

東京２０２０大会ボランティア推進事業 オリンピック・パラリンピック啓発事業その他

　観戦客等への会場周辺の案内や観光案内等を行うボラ
ンティアについて、事前研修の実施や大会時に使用する
備品の手配、ボランティア活動の管理運営を行い、観戦
客等へのおもてなしを実施します。

　啓発グッズの作成等により東京２０２０大会の開催を
市民に周知します。また、オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会支援事業の推進に当たり、必要な庶務を行い
ます。

気運醸成イベント事業

＜特記事項＞

　東京２０２０大会の開催に当たり、大会の気運醸成の取組を拡大するととも
に、官民連携による観戦客等へのおもてなしを実施します。

前年度予算額 66,776

増減 567,299 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3304

　本市がコースとなっているオリンピック聖火リレーに
ついて、安全を確保し、円滑な運営を支援します。ま
た、さいたまスポーツフェスティバルを開催し、競技体
験等を通じて大会に向けた気運の醸成を図ります。
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