
市民・スポーツ文化局　平成２５年度　局運営方針（案）

１．主な現状と課題

多様化する市民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応していくため、市

民の声を反映した生活重視のまちづくりが求められています。

地域自治の推進など市民と行政の連携・協働により、市民が安全で安心に暮

らすことのできる地域社会を実現する必要があります。

また、スポーツ及び文化芸術の普及・振興により、市民の健康で心豊かな生

活の向上を図るとともに、地域経済の活性化等にも寄与することで、活力ある

まちづくりを進める必要があります。

さらに、市民サービスの拠点となる区役所においては、市民の安心と信頼を

得られるよう、窓口サービスの満足度向上に向けた取組を進めるとともに、建

て替えの方針が決まった大宮区役所新庁舎の整備を早急に行う必要があります。

（２）自治会加入率の低下など、人と人

との「絆」が薄れつつあります。

自治会をはじめとする様々な地域

の団体や人々が、課題解決に向けて

自主的・継続的に取り組むことが可

能となるよう、活動のきっかけづく

りや人材の発掘・育成など支援の仕

組みづくりを進める必要があります。

70.9%

69.7%
69.0%

68.5%

67.1%

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24

【自治会加入率の推移】

（３）浦和美園駅周辺地域のにぎわいの

創出と生活の利便性の向上を図り、

人口の定着を促進するため、複合公

共施設の整備を進める必要がありま

す。

（４）「男は仕事、女は家庭」という考え方を肯定する市民の割合が依然とし

て高く、固定的な性別役割分担の意識改革の推進が必要となっています。

（５）消費生活相談の内容は、訪問販売や電話勧誘、多重債務問題など複雑多

様化しています。啓発活動や消費生活相談を通じて、消費者トラブルの未

然防止や、あっせん解決につなげる必要があります。

（１）「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識の高まりから、自治会

やＰＴＡ等による交通安全や防犯の活動が行われています。

交通安全施設の設置や地域防犯活動に対する支援の継続に加え、さいた

ま市暴力団排除条例の制定を契機とする、暴力団排除活動に関する啓発活

動の推進が課題となっています。

【（仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設イメージ案】
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（６）スポーツに関する市民意識調査で

は、本市のスポーツ施設に満足して

いる人の割合は２割程度にとどまっ

ており、市民が健康で心豊かな生活

を送ることができるよう、スポーツ

を身近で気軽に親しむことができる

環境の整備を進める必要があります。
(n=2,236)

2.3% 16.0% 58.9% 16.8% 5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している やや満足している

どちらともいえない あまり満足していない

満足していない

【市内スポーツ施設の設置状況に対する満足度】

出典：スポーツに関する市民意識調査（平成２１年）

（７）20代、30代、40代など仕事や家事

に時間の取られることの多い年齢層

に顕著なように、全体として運動不

足の傾向にあります。

スポーツ活動のきっかけとなる機

会の提供や、誰もが身近で気軽に楽

しめるウォーキング・ランニング・

サイクリングを推進するため、様々

なスポーツイベントを開催するとと

もに、シティマラソンのフルマラソ

ン化を検討するなど、運動不足や健

康増進等に対する市民意識の向上を

図り、市民参加を促す必要がありま

す。

（８）市民意識調査（平成24年）によると、さいたま市のイメージとして「文

化的なまち・芸術のまち」という意識は13.7％であり、決して高い傾向に

あるとはいえない状況にあります。

市民等の意見を取り入れながら「文化芸術都市創造計画」を策定し、施

策を展開することで、活力ある都市を形成する必要があります。

（９）本市の特色ある文化資源を活用し、

文化振興に加え、産業振興、観光振

興にも寄与するためには、人形や盆

栽など、さいたま市の地域資源を活

用した施設の整備及び運営の充実が

求められています。

【市民の運動不足感】

48.5%

47.9%

53.7%

54.7%

43.2%

33.1%

38.3%

40.6%

34.9%

34.8%

42.2%

43.8%

9.2%

9.1%

8.0%

9.2%

17.8% 5.4%

7.0%

5.4%

3.5%

3.4%

2.4%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

20代

30代

40代

50代

60代以上

大いに感じている ある程度感じている

あまり感じていない ほとんど感じていない

感じている 感じていない

出典：スポーツに関する市民意識調査（平成２１年）

【大宮盆栽美術館】
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（10）全市的に経費の削減や職員数の削減が求められる中にあって、複雑多様

化する市民ニーズに適切に対応するためには、区役所においても、選択と

集中による財源の活用や職員の配置が重要となっています。

市民目線に立った、より利便性の高いサービスを効果的・効率的に提供

し、市民満足度の向上を図るため、区役所窓口業務の委託化や戸籍事務の

更なる効率化など、区役所等窓口サービスの改善や、システムの最適化を

図る必要があります。

（11）老朽化が進んでいる大宮区役所については、市民・職員の安全確保、防

災拠点としての耐震性確保、ライフサイクルコストなどを総合的に検討し

た結果、耐震改修の選択が困難であり、建て替えの方針が決まったことか

ら、新庁舎の整備を早急に行う必要があります。
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２．基本方針・施策体系別主要事業

（１）安心して暮らせる安全なまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

1 総 地域防犯活動団体への 16,130 16,160 地域防犯活動の促進を図るため、自主防犯活

助成事業 (16,130) (16,160) 動団体に対し、活動経費の一部を助成

〔交通防犯課〕

2 新 暴力団排除活動推進事 2,076 0 さいたま市暴力団排除条例の制定を契機に、

業 (2,076) (0) 地域社会から暴力団を排除し、安心・安全な

〔交通防犯課〕 まちづくりを推進するため、暴力団排除活動

に関する街頭キャンペーン等の広報・啓発を

実施

3 総 交通安全施設設置事業 308,205 258,400 道路照明灯など各種交通安全施設を設置

〔交通防犯課〕 (308,205) (258,400) (ＬＥＤ公衆街路灯の設置を含む)

（２）活力ある地域づくりや協働の取組を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

4 自治会運営補助金交付 277,654 280,346 住みよい豊かな地域社会の形成に資すること

事業 (277,654) (280,346) を目的として、自治会及び自治会連合会の運

〔コミュニティ推進 営に要する経費の一部を補助

課〕

5 自治会集会所整備事業 93,001 78,601 自治会活動の場を確保・充実させることを目

〔コミュニティ推進 (93,001) (78,601) 的として、自治会集会所の新築及び増改築修

課〕 繕費用の一部を補助

6 拡 コミュニティ助成事業 7,500 4,889 自治会活動の促進を目的として、新たに、集

〔コミュニティ推進 (7,500) (4,889) 会所建設時における備品購入費用の一部を補

課〕 助

○○○･･･
○○○･･･
○○○･･･

　複雑多様化する市民ニーズや地域の課題に迅速かつ的確に対応していくため、地域の
様々な活動への支援を強化します。
　また、健康で心豊かな市民生活のために、スポーツ及び文化芸術を活用したまちづくり
を推進します。
　さらに、市民の安心と信頼を得られる区役所となるよう、窓口サービスの向上など満足
度向上に向けた取組を進めます。

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

7 拡 自治会加入促進事業 1,319 623 地域で支えあい、安心して暮らせる地域社会

〔コミュニティ推進 (1,119) (623) づくりのため、自治会に加入し、地域活動へ

課〕 の参加を促す市民啓発を実施

8 総 マッチングファンド事 17,778 20,745 市民活動団体が実施する公益的な事業を支援

活 業 (5,275) (6,242) するため、基金を活用した助成事業を実施

〔コミュニティ推進

課〕

（３）浦和美園駅東口の複合公共施設の整備を進めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

9 拡 (仮称)浦和美園駅東口 1,386,898 40,000 コミュニティセンター、図書館、教育相談

総 駅前複合公共施設整備 (107,298) (40,000) 室、支所、拠点備蓄倉庫などからなる、複合

活 事業 公共施設を整備

〔コミュニティ推進

課〕

（４）男女共同参画が進む社会づくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

10 総 男女共同参画のまちづ 2,042 295 第２次男女共同参画のまちづくりプランの計

くりプランの進行管理 (2,042) (295) 画期間(平成25年度)の満了に伴い、次期基本

事業 計画を策定

〔男女共同参画課〕

11 総 啓発事業 14,414 14,406 男女共同参画社会情報誌を年2回発行し、市

〔男女共同参画課〕 (14,037) (13,521) 内全戸に配布するとともに、男女共同参画社

会づくりに向けた機運の醸成を図るため、内

閣府との共催により「男女共同参画フォーラ

ム」を実施

12 拡 相談事業 24,105 23,676 男女共同参画社会の実現に向けて、女性の悩

総 〔男女共同参画課〕 (16,683) (16,219) み電話相談を充実するとともに、男性のため

の悩み相談を新たに実施

13 総 学習・研修事業 7,001 7,132 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン

〔男女共同参画課〕 (6,051) (6,002) ス)を実現するための周知及び講座の開催

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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（５）市民の消費生活における安心・安全の向上を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

14 総 消費生活相談事業 44,350 44,177 専門知識を有する相談員による、被害の未然

〔消費生活総合センタ (44,350) (38,925) 防止・救済のための消費生活相談を実施

ー〕

15 総 消費生活講座、セミナ 300 894 地区公民館講座・学校・福祉関係者の研修等

ーの実施 (300) (450) に講師を派遣し、消費者啓発を実施

〔消費生活総合センタ

ー〕

（６）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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

16 総 多目的広場整備事業 23,942 81,428 未利用地を活用したスポーツもできる多目的

健 〔スポーツ振興課〕 (11,102) (20,754) 広場を整備

（７）スポーツ活動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)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

17 総 さいたまシティカップ 40,700 40,000 サッカーを活用したまちづくりを推進するた

健 開催事業 (40,700) (40,000) めに、海外の強豪クラブチームを招聘し、国

〔スポーツ振興課〕 際親善試合の開催に努めるとともに、｢サッカ

ーのまちさいたま｣にふさわしいシティカップ

を開催

18 総 さいたまシティマラソ 76,280 75,000 市民の自己実現と健康増進に対する意識向上

健 ン事業 (76,280) (75,000) に資するとともに、本市のＰＲの場として、

〔スポーツ振興課〕 市民に運営参加を促すシティマラソン(ハーフ

マラソン)を開催、また、フルマラソン化を検

討

（８）文化芸術都市の創造を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

19 総 文化芸術都市創造計画 5,600 6,834 文化芸術都市創造条例に基づき、審議会や市

活 策定事業 (5,600) (6,834) 民等の意見を踏まえながら、文化芸術都市創

〔文化振興課〕 造計画を策定

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

20 総 アートフェスティバル 10,000 10,000 文化芸術によるまちづくりを推進するため、

活 支援事業 (10,000) (10,000) アートフェスティバル事業の実施を支援

〔文化振興課〕

21 総 ジュニアソロコンテス 4,959 5,183 小・中学生による、管楽器・打楽器の独奏コ

ト事業 (4,959) (5,183) ンテストを開催

〔文化振興課〕

（９）人形や盆栽など、さいたま市の地域資源を活用した施設の整備及び運営の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

22 総 （仮称）岩槻人形会館 24,696 48,417 日本人形を中心とした展示や、各種の事業展

活 整備事業 (24,696) (48,417) 開を図ることにより、本市の特色である人形

〔文化振興課〕 文化の振興、そして、観光振興、産業振興等

に寄与する施設として（仮称）岩槻人形会館を整

備

23 総 大宮盆栽美術館管理運 101,305 86,963 盆栽その他の盆栽文化の資料等収集、情報発

営事業 (84,515) (69,204) 信を行うとともに、盆栽文化の振興・活用及

〔大宮盆栽美術館〕 び観光振興の拠点施設としての管理・運営を

実施

（10）効率的で市民満足度の高い窓口を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

24 拡 区民課窓口(一部)業務 194,946 53,819 民間委託による窓口申請パッケージ工房（住

委託化事業 (194,946) (53,819) 民異動系）の全区実施を継続するとともに証

〔区政推進室〕 明書請求受付・交付窓口委託化を全区へ拡大

25 新 除籍システム統合化等 46,970 0 どの区役所でも除籍等を同じシステムから打

対応事業 (46,970) (0) ち出すことを可能にし、市民サービスの向上

〔区政推進室〕 と事務の効率化を図るため、除籍システムを

統合化

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化

- 111 -



（11）大宮区役所新庁舎の整備を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 25年度 24年度 説明

26 新 大宮区役所新庁舎整備 805,688 0 建て替え方針が決まった大宮区役所につい

総 事業 (683,588) (0) て、新庁舎の基本・実施設計を実施、また整

防 〔大宮区役所新庁舎建 備に必要な調査等を実施

設準備室〕

３．行財政改革への取組

(１)　区役所窓口の改善

　　①　平成24年12月から実施している区民課窓口(一部)業務の委託化については、試行結果

　　　を検証し、証明書等請求受付・交付窓口を全区で委託化します。

　　　〔区政推進室〕

(２)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　道路照明施設の定額制電気使用料については、一括で年度当初に支払うことにより割

　　　引を受けられるよう契約の見直しを行いました。〔交通防犯課〕（10,000千円）

　　②　複合公共施設コムナーレの清掃業務や設備点検業務については、過去の実績を勘案し、

　　　委託料の見直しを行いました。〔コミュニティ推進課〕（5,912千円）

　　③　職員の男女共同参画ハンドブックについては、印刷業務委託を取りやめ、市印刷セン

　　　ターを利用することにより経費の削減を図りました。〔男女共同参画課〕（47千円）

21,896既存事業の見直しによるコスト削減額

〔区分〕　新 … 新規事業　　拡 … 拡大事業 　　総 … 総合振興計画新実施計画事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策
            子 … 高齢者支援、子育て支援、教育の充実　　健 … 健康増進、スポーツ振興　　活 … 地域経済の活性化
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

79 2款 1項 6目 16款

18款

-

＜主な事業＞

１　市民相談の実施 [参考]市民相談一覧(平成25年度実施予定)

　弁護士による法律相談のほか、司法書士による登記・

法律相談等を各区くらし応援室で定期的に実施する。

２　市民手帳の販売

　市民生活に役立つ情報を満載した市民手帳を区役所、

支所、市民の窓口等で販売する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

81 2款 1項 10目 22款

-

＜主な事業＞

１　｢第3次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラ ３　啓発事業の推進

　ン｣の策定 　男女共同参画を推進するため、男女共同参画社会情報

　現行計画である｢第2次さいたま市男女共同参画のまち 誌を年2回発行し、市内全戸へ配布することにより、市

づくりプラン｣の計画期間満了に伴い、次期基本計画を 民への意識啓発を行う。

策定する。

４　ＤＶ及びデートＤＶの防止

２　男女共同参画フォーラムの開催 　(1)　ドメスティック・バイオレンス防止対策関係機

　男女共同参画社会の実現に向けた機運の醸成を図るた 　　 関連携会議の開催

め、内閣府との共催により、男女共同参画フォーラムを 　(2)　民間緊急一時避難施設運営団体への補助金交付

開催する。

18,918

　｢さいたま市男女共同参画のまちづくり条例｣や｢第2次さいたま市男女共同参画
のまちづくりプラン｣を基に、本市における男女共同参画社会の実現に向け、推進
基盤や環境の整備等、あらゆる分野における男女共同参画を推進します。また、｢
さいたま市ＤＶ防止基本計画｣に基づき、ＤＶの防止をはじめ被害者の自立に向け
た支援を行います。

増減

前年度予算額

市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

増減

377諸収入

　多種・多様化する市民からの相談に対して、各区役所くらし応援室などにおい
て専門相談窓口を設け、個々のケースに即した助言・回答を行い、市民生活の安
定に努めます。

総務費 総務管理費 男女共同参画推進費

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

予算額

＜事業の目的・内容＞

広報広聴費

2,975

206

財産収入

前年度予算額

一般財源

事務事業名

＜事業の目的・内容＞

男女共同参画推進事業

予算書Ｐ.

局/部/課

18,394

19,571

2,607

23 

住民相談事業

市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

総務管理費

△ 524 

23,472予算額

国庫支出金

20,291

18,017一般財源

23,449

相談区分 相談員

　民事一般・多重債務相談 　弁護士

　税務相談 　税理士

　登記・法律相談 　司法書士

　登記相談 　土地家屋調査士

　年金・保険・労務相談 　社会保険労務士

　相続遺言・内容証明相談 　行政書士

　行政相談 　行政相談委員

　借地・借家相談 　専門相談員

　外国人生活相談 　専門相談員
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

81 2款 1項 10目 15款

16款

22款

-

＜主な事業＞

１　相談事業 ３　学習・研修事業

　センター、女・男プラザ等に相談員を配置し、ここ 　｢第2次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン｣

ろ、からだ、生き方、家族、ＤＶ、人間関係等の女性の 及び｢さいたま市ＤＶ防止基本計画｣に基づき、男女共同

悩み電話相談、また専門家による法律・健康相談等、女 参画についての学習機会を提供するため、講座・講演会

性のための総合的な相談を実施する。 を開催する。

　また、平成25年度からセンターにおいて男性の悩み電

話相談を開設する。 ４　団体活動・交流支援事業

　男女共同参画推進団体で組織される協議会が企画、運

２　情報収集・提供事業 587 営する｢女・男フェスタさいたま｣の開催を支援する。

　男女共同参画の推進のために図書・行政資料等を収集 　また、団体間の交流に向けたネットワークづくりの支

・提供する。また、市民との協働によりセンター広報誌 援を行う。

を発行し、事業のＰＲを行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 -

＜主な事業＞

１　防犯活動・啓発活動

　(1)　公用車による青色防犯パトロール

　(2)　地域防犯ステーションの運用

　(3)　広報・啓発活動

２　地域防犯活動助成金等

　(1)　地域防犯活動団体への支援

　(2)　さいたま市防犯協会への補助

　(3)　さいたま市暴力排除推進協議会への補助

３　暴力団排除活動推進事業

　(1)　暴力団排除に関する広報啓発事業

　安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するため、市民、事業者、警察等関
係機関との連携の下、広報啓発活動を通じて市民の防犯や暴力排除意識の向上を
図るとともに、地域における自主防犯活動の支援や暴力排除活動を推進します。

27,130

2,076

＜事業の目的・内容＞

予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

事務事業名 男女共同参画推進センター等管理運営事業 32,728

国庫支出金 7,317

予算書Ｐ. 使用料及び手数料総務費 総務管理費 男女共同参画推進費

＜事業の目的・内容＞

863

33,041

諸収入 192

一般財源 24,356

増減 △ 313 

事務事業名 防犯対策事業 予算額 32,624

　男女共同参画推進のための拠点施設である男女共同参画推進センターにおい
て、男女共同参画社会の実現に向け、相談、情報収集・提供、学習・研修、団体
活動・交流支援などの各種事業の充実を図ります。

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

予算書Ｐ. 一般財源 32,624総務費 総務管理費 自治振興費

24,105 7,001

1,035

3,418 【公用車による青色防犯パトロールの状況（浦和区）】

前年度予算額 30,958

増減 1,666 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 22款

-

＜主な事業＞

１　自治会運営補助金交付事業　 ３　コミュニティ助成事業

　住みよい豊かな地域社会の形成に資することを目的と 　自治会活動の促進を目的として、新たに、集会所建設

して、自治会及び自治会連合会の運営に要する経費の一 時における備品購入費用の一部を補助する。

部を補助する。

４　自治会加入促進事業

２　自治会集会所整備事業 　自治会加入促進を目的として、さいたま市自治会連合

　自治会活動の場を確保・充実させることを目的とし 会と連携して市民啓発用のリーフレット、ポスター等を

て、自治会集会所の新築及び増改築修繕の費用の一部を 作成する。

補助する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 15款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１　馬宮コミュニティセンター外3施設の管理運営 　施設一覧

２　南浦和コミュニティセンター外5施設の管理運営

３　東大宮コミュニティセンター外3施設の管理運営 　

４　コミュニティセンターいわつき外2施設の管理運営

５　日進公園コミュニティセンターの管理運営

６　武蔵浦和コミュニティセンターの管理運営

予算書Ｐ.

総務費 総務管理費 自治振興費

事務事業名 南浦和コミュニティセンター外１８施設管理運営事業

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

＜事業の目的・内容＞

93,001

諸収入 320総務費 総務管理費 自治振興費

予算額 393,143

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

事務事業名 自治振興事業

一般財源 392,823

増減 △ 45,215 

前年度予算額 379,065

増減 14,078 

336,530

1,062,624

前年度予算額 1,269,414

一般財源

223,533

171,491

＜事業の目的・内容＞

　コミュニティ活動・市民活動を推進していくため、生涯学習・地域交流・地域支
援にあった機能の充実に努めるとともに、コミュニティ活動等の場を提供します。

予算額 1,224,199

1,319

　｢さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の推進に関する条例｣に基
づき、地域住民で自主的・自立的に組織される自治会及びその連合組織を支援する
ことにより、地域社会の発展と市民福祉の向上を図ります。

28,527

277,654 7,500

使用料及び手数料 158,270

財産収入 564

諸収入 2,741

225,872

161,912

下落合コミュニティセンター 武蔵浦和コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター

上峰コミュニティホール ふれあいプラザいわつき

西与野コミュニティホール 日進公園コミュニティセンター

南浦和コミュニティセンター コミュニティセンターいわつき

与野本町コミュニティセンター 岩槻駅東口コミュニティセンター

大宮公房館 片柳コミュニティセンター

高鼻コミュニティセンター 宮原コミュニティセンター

馬宮コミュニティセンター 東大宮コミュニティセンター

西部文化センター 七里コミュニティセンター
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　実施設計業務の実施 　[参考]

　平成24年度に行った基本設計を基に建築工事等を行う 　・所在地　　　浦和東部第二特定土地区画整理事業

ための実施設計業務を実施する。 　地内94街区1画地、同2画地

　・敷地面積　　約4,700㎡

２　施設建設用地の取得 　・延床面積　　約5,200㎡

　当該施設の整備工事施工前に、施設建設用地を取得す 　・導入施設案　コミュニティセンター、図書館、教育

る。 　相談室、支所、拠点備蓄倉庫ほか

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 -

＜主な事業＞

１　コムナーレの管理運営 　コムナーレの概要

　コムナーレ内の清掃、設備保守、施設修繕等を行う。 　浦和駅東口駅前ストリームビルの８階～１０階にある

さいたま市の複合公共施設

２　浦和駅東口駅前市民広場の管理運営

　浦和駅東口駅前市民広場の清掃、施設修繕等を行う。 ８階 中央図書館

　 市民活動サポートセンター

　 国際交流センター

９階 浦和消費生活センター

シルバーバンク事務所

市民活動支援室

10階 浦和コミュニティセンター

1,299,993

173,685

7,784

＜事業の目的・内容＞

　複合公共施設｢コムナーレ｣における清掃、設備保守やストリームビル管理組合
への負担金・修繕積立金等の支払いなどの業務と浦和駅東口駅前市民広場の管理
運営に係る業務を行い、地域住民をはじめとした市民の交流拠点として、コミュ
ニティの醸成と賑わいの創出を図ります。

前年度予算額 190,064

増減 △ 8,595 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

予算書Ｐ. 一般財源 181,469総務費 総務管理費 自治振興費

増減 1,346,898 

　浦和美園駅周辺では、計画住宅や戸建て住宅等の立地が進み、人口定着が進ん
でいます。人口定着の促進や地元の要望等を踏まえ、市民の利便性の向上を図る
ため、浦和美園駅東口に複合公共施設の整備を行います。

事務事業名 コムナーレ管理運営調整事業 予算額 181,469

前年度予算額 40,000

一般財源 107,298

＜事業の目的・内容＞

国庫支出金 522,800

市債 756,800

予算額 1,386,898

総務費 総務管理費 自治振興費

事務事業名 （仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 22款

-

＜主な事業＞

１　消費生活相談の充実 250 ３　消費生活相談員の資質の向上 105

　相談者からの消費生活相談に対し、必要に応じ、弁護 　消費生活相談員の自主的な研修会を開催するほか、国

士からアドバイスを受け、消費生活相談の充実を図る。 や県が主催する研修会へ参加するなど、消費生活相談員

の資質の向上を図る。

２　消費生活講座による啓発 300

　市内の学校や自治会等からの要望により、悪質商法や

や契約、食生活に関することなど、消費生活に関する知

識を身に付けるための消費生活講座へ講師を派遣し、市

民への啓発を図る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 -

＜主な事業＞

１　さいたま市文化芸術都市創造計画策定事業

　さいたま市文化芸術都市創造条例に基づき、審議会や

意見交換会での協議内容や意見等を踏まえ、計画を策定

する。

２　ジュニアソロコンテスト

　小学生・中学生による管楽器、打楽器のソロコンテス

トを実施する。

３　市民ギャラリー事業

　庁舎東側広場内の市民ギャラリーを貸し出す。

＜事業の目的・内容＞

　文化芸術を通じて市民が心豊かに暮らせるよう、施策等を検討するとともに、
計画的な文化芸術事業の展開を図り、効果的な文化行政を推進します。

予算額 63,401

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/消費生活総合センター

事務事業名 消費者行政推進事業

諸収入 218

一般財源 63,183

86,291

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 22,890 

　市民からの消費生活相談に適切に対応するため、消費生活相談員の研修機会の
確保を図り、消費生活相談の更なる資質の向上を図ります。また、弁護士から消
費生活相談員へのアドバイスを受けるなどして、消費生活相談の充実を図りま
す。さらに、学校等からの要望による消費生活講座へ講師を派遣するなどして、
啓発を図ります。

事務事業名 文化行政推進事業 予算額 19,148

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 一般財源 19,148総務費 総務管理費 自治振興費

前年度予算額 20,342

増減 △ 1,194 

5,600

総務費 総務管理費 自治振興費予算書Ｐ.
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 18款

＜主な事業＞

１　文化財産等取得基金への積立て 953

　文化財産等取得基金を金融機関に預け入れしているこ

と等により生じた利子について、同基金に積立てを行

う。

　［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 18款

-

＜主な事業＞

１　さいたま市民文芸 ３　文化芸術活動等支援事業

　さいたま市民文芸を発刊する。 　(1)　名曲コンサート負担金

　(2)　プライマリーコンサート負担金

２　さいたま市民文化祭 　(3)　アートフェスティバル事業補助金

　さいたま市民文化祭リーフレットを作成する。 　(4)　さいたま市文化協会補助金

　(5)　子ども文化祭実行委員会補助金

　(6)　さいたま市展実行委員会補助金

　(7)　市民音楽祭実行委員会補助金

　(8)　さいたま市文化事業補助金

＜事業の目的・内容＞

　文化芸術の発表や鑑賞の機会を充実するなど市民の自主的な文化芸術活動等を
支援するとともに、地域の文化的な資源を活用した総合的かつ持続的な文化芸術
の振興を図ります。

総務費 総務管理費 自治振興費

事務事業名 文化財産等取得基金積立金

予算書Ｐ.

予算額 953

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

財産収入 953

961

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 8 

　文化財産等を取得するために積み立てている文化財産等取得基金に対して、積
立てを行います。

事務事業名 文化芸術振興事業 予算額 35,250

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 財産収入 150総務費 総務管理費 自治振興費

一般財源 35,100

前年度予算額 37,797

増減 △ 2,547 

32,910

文化財産等取得基金残高の推移

＊平成23年度以前は決算額。平成24年度は2月補正後の予算額、平成25年度は当初予算額の見込み。

953,000 3,000,000 316,023,052

961,000 3,000,000 318,070,05224

25

55,000

0

年度 新規積立 運用利子積立 取崩 年度末残高
（単位　円）

457,984 2,997,840 320,054,052

627,236 5,869,186 322,493,908

1,375,201 8,084,000 327,635,858

100,000

100,000

80,000

23

22

21
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 12目 22款

-

＜主な事業＞

１　交通安全啓発事業         【交通指導員による通学路立哨活動】

　交通事故防止を図るため、季節ごとの交通事故防止期

間中におけるキャンペーン活動などを実施する。

２　交通安全指導事業

　(1)　交通指導員による通学路の朝の立哨活動

　(2)　交通教育指導員による交通安全教室の開催

３　交通安全補助事業

　交通安全団体補助金交付要綱に基づき、各種交通安全

団体への補助を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 12目 -

＜主な事業＞

【ＬＥＤ公衆街路灯】

　夜間の交通事故防止を図るため、道路照明施設の設置

やＬＥＤ公衆街路灯設置の推進を図る。

２　道路反射鏡等設置

　道路における危険箇所や交通事故現場へ道路反射鏡や

路面標示などの交通安全施設を設置する。

３　交通安全施設設置維持管理

　道路照明灯の電気使用料支払いなど、交通安全施設を

適正に管理するための維持管理を実施する。

＜事業の目的・内容＞

　交通事故防止を図るための道路照明灯、道路反射鏡や路面表示などの各種交通
安全施設を設置するとともに、維持管理を行います。

１　道路照明灯設置

105,000

総務費 総務管理費 交通安全費

事務事業名 交通安全推進事業

予算書Ｐ.

予算額 71,576

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

諸収入 41

一般財源 71,535

71,607

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 交通安全施設設置及び維持管理事業 予算額 1,005,636

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

予算書Ｐ. 一般財源 1,005,636総務費 総務管理費 交通安全費

前年度予算額 742,926

増減 262,710 

1,607

58,147

11,822

増減 △ 31 

　交通安全の一層の推進を図るため、交通安全推進団体及び関係機関との連携に
より、各種イベントなどの実施を通じて交通安全思想の普及を図ります。

前年度予算額

697,431

203,205
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 12目 -

＜主な事業＞

１　啓発活動事業 190

　季節ごとの交通事故防止期間中におけるキャンペーン

活動などにおいて、違法駐車等を防止するためのチラシ

などを配布して啓発活動を実施する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 22款

-

＜主な事業＞

１　施設の管理運営 [参考]大宮ソニック市民ホールの概要

　施設の管理運営を指定管理者が行うとともに、施設の

設備点検や修繕に要する費用について、占有面積に応じ

て定められた負担割合等に基づいた負担を行う。

２　施設のリニューアル工事

　施設の老朽化に伴い平成22年度から実施しているリニ

ューアル工事に要する費用について、占有面積に応じて

定められた負担割合等に基づいた負担を行う。

総務費 総務管理費 交通安全費

事務事業名 違法駐車防止対策事業

予算書Ｐ.

予算額 674

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

一般財源 674

684

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 10 

　違法駐車等防止条例に基づき、重点地域を中心に啓発活動を実施します。

事務事業名 大宮ソニック市民ホール管理運営事業 予算額 57,492

前年度予算額

予算書Ｐ. 諸収入 13,200総務費 総務管理費 生活文化施設費

一般財源 44,292

前年度予算額 86,323

増減 △ 28,831 

11,197

46,295

＜事業の目的・内容＞

　ソニックシティビル内に設置している大宮ソニック市民ホールの管理運営を指
定管理者が行い、市民文化の向上及び市民相互の交流の促進を図ります。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

スクール ロ形

第１集会室 90席 54席

第２集会室 111席 54席

第３集会室 111席 54席

第４集会室 90席 54席

定員
施設区分 開設年

昭和63年
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

16款

22款

-

＜主な事業＞

１　文化センター等文化会館の管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

・安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

　(1)　文化センターの管理運営

　(2)　市民会館うらわの管理運営

　(3)　市民会館おおみやの管理運営

　(4)　市民会館いわつきの管理運営

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　プラザイースト及びプラザウエストの管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

・安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

　(1)　プラザイーストの管理運営

　(2)　プラザウエストの管理運営

総務費 総務管理費 生活文化施設費

事務事業名 文化会館管理運営事業

予算書Ｐ.

予算額 591,483

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

使用料及び手数料 7,426

国庫支出金 13,768

615,712

諸収入 9,444

＜事業の目的・内容＞

一般財源 560,845

増減 △ 24,229 

　指定管理者制度により文化会館各館の管理運営を委託し、市民文化の向上を図
ります。

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 547,571

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 92,592総務費 総務管理費 生活文化施設費

諸収入 2,181

一般財源 452,798

前年度予算額 545,991

増減 1,580 

221,850

148,253

102,021

119,359

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度によりプラザイースト外1施設の管理運営を委託し、市民のコ
ミュニティ活動及び市民文化の向上を図ります。

221,191

326,380
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１　盆栽四季の家の管理運営

　盆栽四季の家の管理運営を行うとともに、利用者の安

心・安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　恭慶館・氷川の杜文化館の管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

・安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

　(1)　恭慶館の管理運営

　(2)　氷川の杜文化館の管理運営

予算額 4,536

使用料及び手数料 295

財産収入 49

事務事業名 盆栽四季の家管理運営事業

4,723

諸収入 42

＜事業の目的・内容＞

一般財源 4,150

増減 △ 187 

　盆栽四季の家の管理運営を行い、市民の憩い及び相互の交流の場を提供しま
す。

事務事業名 恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業 予算額 47,480

前年度予算額

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 43総務費 総務管理費 生活文化施設費

諸収入 33

一般財源 47,404

前年度予算額 47,427

増減 53 

総務費 総務管理費 生活文化施設費予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

4,536

47,480

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により恭慶館・氷川の杜文化館の管理運営を委託し、伝統文化
の普及・伝承及び市民文化の向上を図ります。

局/部/課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 18款

-

＜主な事業＞

１　収蔵品展、企画漫画展、市民漫画展等の開催

　収蔵品展は北沢楽天の業績や収蔵資料を紹介する。企

画漫画展は魅力ある｢現代漫画｣を紹介する。市民漫画展

は漫画作品の公募展で、漫画文化の裾野を広げる事業と

して実施する。また、漫画教室等を開催する。

２　施設の維持管理

　清掃・機械警備等の業務委託、施設修繕等を実施す

る。

 平成24年度企画漫画展｢石ノ森章太郎の萬画ワールド｣

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　プラザノースの管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

・安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

△ 3,584 

　指定管理者制度によりプラザノースの管理運営を委託し、市民のコミュニティ
活動及び市民文化の向上を図ります。

一般財源 795,662

前年度予算額 859,002

増減

使用料及び手数料 54,632

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 5,124

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

事務事業名 プラザノース管理運営事業 予算額 855,418

前年度予算額 15,676

△ 575 増減

予算額 15,101

14,781

財産収入

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

　日本近代漫画の先駆者である北沢楽天などの漫画関係資料の収集、保管及び管
理を行うとともに、企画漫画展、市民漫画展、漫画教室等を通じて、漫画文化の
振興、市民文化の向上を図ります。

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費 320

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

5,849

9,207

事務事業名 漫画会館管理運営事業

局/部/課

855,418
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 -

＜主な事業＞

１　ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア 850

　ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェアに参加・協力し、啓

発品の配布等を行い、鉄道文化の振興及び普及啓発を図

る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 -

＜主な事業＞

１　振興計画(アクションプラン)推進・支援 ３　資料写真撮影

　平成23度に作成した(仮称)岩槻人形会館振興アクショ 　展示を予定する所蔵資料について、データベース用の

ンプランを、実行性のあるものにするため、各プロジェ 写真を撮影する。

クト担当課の進捗管理を行うとともに、人形会館への回

遊性実現のための検討を行う。 ４　講演会の開催

　(仮称)岩槻人形会館整備の周知を図るため、人形文化

２　所蔵品展の開催 に造詣の深い有識者による講演会を実施する。

　本市が所蔵する人形資料等について、広報・ＰＲを図

るため展示会を開催する。

前年度予算額 48,417

増減 △ 23,721 

＜事業の目的・内容＞

　日本人形を中心とした展示のほか、各種の事業を展開することにより、本市の
特色である人形文化の振興を図るとともに、観光振興、産業振興にも寄与する施
設として(仮称)岩槻人形会館を整備します。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費 一般財源 24,696

増減 0 

事務事業名 （仮称）岩槻人形会館整備事業 予算額 24,696

　本市の代表的な文化の一つである鉄道文化の振興及び普及啓発を図るため、Ｊ
Ｒおおみや鉄道ふれあいフェアへの参加協力を行います。

前年度予算額 850

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費 一般財源 850

事務事業名 鉄道文化振興事業 予算額 850

1,672

3,638

＜事業の目的・内容＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 14目 15款

18款

20款

22款

-

＜主な事業＞

１　美術館施設の運営 ３　特別展や企画展、盆栽講座などの実施

　運営委員会や評価委員会及び海外広報専門部会の開 　資料等の通常展示をはじめ、特別展、企画展及び盆栽

催、観覧券やミュージアムガイドなどの印刷、情報機器 講座などを実施する。また、学校や鉄道博物館との連携

などの賃借、受付業務などの施設運営を行う。 事業を実施する。

２　美術館施設の維持管理

　清掃、警備、盆栽の育成管理などの業務委託や施設修

繕、盆栽展示環境の改善などの施設維持管理を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

87 2款 1項 15目 -

＜主な事業＞

１　イベントへの参加

　国内友好都市で開催されるお祭り等のイベントに参加

し交流を深める。

[参考]イベント一覧(平成25年度参加予定)

前年度予算額 2,169

増減 △ 10 

＜事業の目的・内容＞

　国内友好都市(福島県南会津町・新潟県南魚沼市・千葉県鴨川市・群馬県みなか
み町)と、市民参加によるイベントや、｢浦和まつり｣｢農業祭｣｢区民まつり｣などに
おける物産品の販売等を通じて多様な交流の促進を図ります。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 市民保養施設費 一般財源 2,159

事務事業名 国内交流推進事業 予算額 2,159

前年度予算額 86,963

増減 14,342 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 4,556

　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、国内外に向け発信するとともに、大宮盆栽村や周辺地域を訪れる
人々に対し、世界に誇る盆栽の銘品に触れ合う機会を提供し、盆栽の楽しみ方や
技を紹介するなど、盆栽文化の振興・活用や観光振興の拠点施設として、大宮盆
栽美術館の管理、運営を行います。

繰入金 1,000

諸収入 482

一般財源 84,515

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/大宮盆栽美術館

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費 使用料及び手数料 10,752

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 101,305

45,704

33,490 22,111

都市名 主なイベント名

　福島県南会津町 　会津田島祇園祭

　新潟県南魚沼市 　南魚沼市雪まつり

　千葉県鴨川市 　シーフェスタ

　群馬県みなかみ町 　みなかみ夏まつり
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

87 2款 1項 15目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　保養施設の管理運営 [参考]保養施設の概要

　施設の管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者

の安心・安全の観点から必要な修繕等を行う。

　(1)　ホテル南郷

　(2)　六日町山の家

　(3)　新治ファミリーランド

　(4)　見沼ヘルシーランド

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　さいたま市スポーツ振興審議会の開催 486

　スポーツの振興に関する重要事項について、調査審議

し、これらの事項に関して建議する。

△ 20,484 

22,228

164,736前年度予算額

増減

1,744一般財源

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

＜事業の目的・内容＞

市民保養施設費

7

2,864

諸収入

1,744

49,874

14,640

78,436

195,061一般財源

＜事業の目的・内容＞

スポーツ企画事業

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

総務費 企画費

41,000

スポーツ企画費

事務事業名

197,932予算額

使用料及び手数料

保養施設管理運営事業

市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

総務管理費

　福島県南会津町に設置しているホテル南郷等の保養施設の管理運営を指定管理
者が行い、市民の健康の増進及びレクリエーションの促進を図ります。

33,196 

予算額

増減

前年度予算額

　生涯スポーツの振興及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを推進するた
め、さいたま市スポーツ振興まちづくり計画に基づき、諸施策の展開を図るとと
もに、計画の進行管理を行います。

施設区分 所在地 開設年

　ホテル南郷 　福島県南会津町 昭和63年

　六日町山の家 　新潟県南魚沼市 昭和49年

　新治ファミリーランド 　群馬県みなかみ町 平成13年

　見沼ヘルシーランド 　埼玉県さいたま市 昭和62年
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　サッカーのまちづくり推進協議会補助金

　サッカーを核としたスポーツのまちづくりを推進する

ための補助金をさいたま市サッカーのまちづくり推進協

議会へ交付する。

　さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会における

主な事業

　(1)　さいたま市高校選抜サッカー選手団海外派遣

　(2)　サッカー指導者講習会

　(3)　軟式野球教室

　(4)　浦和レッズレリーフの設置

　(5)　大宮アルディージャレリーフの設置

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　さいたまシティカップ開催事業

　さいたまシティカップ開催にかかる補助金をさいたま

市サッカーのまちづくり推進協議会へ交付する。

7,299

予算額 7,299

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業

予算書Ｐ. 一般財源総務費 企画費 スポーツ企画費

＜事業の目的・内容＞

7,218

増減 81 

事務事業名 さいたまシティカップ開催事業 予算額 40,700

　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、Ｊリーグチームの浦和
レッズ・大宮アルディージャと連携するなど、諸事業を展開します。

前年度予算額

予算書Ｐ. 一般財源 40,700総務費 企画費 スポーツ企画費

前年度予算額 40,000

増減 700 

＜事業の目的・内容＞

　本市のスポーツの核である、サッカーを活用したまちづくりを一層推進するた
めに、海外の強豪クラブチームを招き、国際親善試合の開催に努めるとともに、｢
サッカーのまちさいたま｣にふさわしいシティカップを開催します。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

7,000

40,000
さいたまシティカップ実績一覧（平成１９年度～平成２２年度）
平成１９年度
 日時：平成１９年７月１７日(火)
 対戦：浦和レッズｖｓマンチェスター・ユナイテッド
 会場：埼玉スタジアム２００２　　 入場者数：58,716人

平成２０年度
 日時：平成２０年７月３１日(木)
 対戦：浦和レッズｖｓＦＣバイエルン・ミュンヘン
 会場：埼玉スタジアム２００２　 　入場者数：27,292人

平成２１年度
 日時：平成２２年２月１３日(土)
 対戦：大宮アルディージャｖｓ水原サムスン・ブルーウイングス
 会場：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮　 入場者数：6,053人

平成２２年度
 日時：平成２３年２月２０日(日)
 対戦：大宮アルディージャｖｓ浦和レッズ
 会場ＮＡＣＫ５スタジアム大宮　　 入場者数：11,362人

平成２２年度さいたまシティカップ

浦和駅西口伊勢丹浦和店前
浦和レッズレリーフ

大宮駅東口高島屋大宮店前
大宮アルディージャレリーフ
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　スポーツ・クリニックの開催 336

　民間企業や大学の協力を得て、スポーツに関する技術

の向上や、知識の習得を図るための講習会を開催する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 16款

23款

‐

＜主な事業＞

１　多目的広場の整備 [参考]市全体の整備箇所数(H24・25予定)

　親子や友達など多世代にわたり、気軽に身近なスポー 　(1)　未利用地を活用した多目的広場の整備

ツを楽しむことができる広場の整備を行う。 　　　 H23(3か所) H24(8か所) H25(2か所)

　スポーツ振興課分 　(2)　都市公園内のグラウンド等の個人への開放

　(1)　委託料 　　　 H23(17公園)

　(2)　工事請負費(1か所) 　(3)　民有地を活用した多目的広場の整備

　　見沼区蓮沼299-1外 　　　 H23(1か所)　　　　　　H25(1か所)

　(4)　公園内の一角にスポーツもできる広場を整備

　　　 H23(4か所) H24(4か所)

　(5)　農業関連施設へのスポーツもできる多目的広場

　　　 の整備

　　　 H23(3か所)

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

予算額 336

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

事務事業名 産学官連携スポーツ振興事業

一般財源 336

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 393

　企業、大学、本市のそれぞれが提供可能な資源・財産等を融合させることによ
り、効率的・効果的なスポーツ振興を図ります。

増減 △ 57 

予算額 23,942

国庫支出金 5,040

市債 7,800

一般財源 11,102

＜事業の目的・内容＞

　市有未利用地、市有農業施設、民有地などを活用した、スポーツもできる多目
的広場を整備するとともに、市民に身近な公園内の一角にボール遊びなどスポー
ツもできる広場を整備します。また、都市公園内のグラウンド等の運動施設に個
人利用ができる開放日を設け、だれもが気軽にスポーツができる機会を増やしま
す。 前年度予算額 81,428

増減 △ 57,486 

総務費 企画費 スポーツ企画費予算書Ｐ.

22,113

総務費 企画費 スポーツ企画費

事務事業名 多目的広場整備事業

　平成２３年度の様子：

　　中学校体育指導教員を対象にした柔道の実技研修
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 18款

22款

-

＜主な事業＞

１　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う。

２　八王子スポーツ施設管理運営費補助金

　八王子スポーツ施設管理運営の補助金を交付する。

　           ＜八王子スポーツ施設＞

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　管理運営費

　安全・安心して利用してもらうため、清掃等を委託す

る。

　美園臨時グラウンド 他10か所

　　　＜美園臨時グラウンド＞

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

総務費 企画費 スポーツ企画費

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

予算書Ｐ.

局/部/課

予算額 11,812

財産収入 50

諸収入 1

14,605

一般財源 11,761

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 2,793 

　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。

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 8,267

前年度予算額

予算書Ｐ. 一般財源 8,267総務費 企画費 スポーツ企画費

前年度予算額 8,041

増減 226 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

10,982

＜事業の目的・内容＞

　市が管理する未利用地等の暫定的な活用の一環として、市民のスポーツ・レク
リエーション活動の場所の提供を図るため、臨時グラウンドとして開放します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 15款

16款

18款

22款

-

＜主な事業＞

１　体育館の管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

　記念総合体育館 他4館

２　施設の耐震化

　耐震化の必要な施設について順次、計画的に改修を進

める。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 15款

-

＜主な事業＞

１　大宮武道館の管理運営

　管理運営を指定管理者が行うとともに、利用者の安心

安全の観点から必要な点検、修繕等を行う。

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により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。

局/部/課

予算額 515,016

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

事務事業名 体育館管理運営事業

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

374,582

財産収入 930

＜事業の目的・内容＞

諸収入 1

増減 140,434 

　指定管理者制度により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。

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 48,300

一般財源 497,409

前年度予算額

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 200総務費 企画費 スポーツ企画費

一般財源 48,100

前年度予算額 56,420

増減 △ 8,120 

総務費 企画費 スポーツ企画費予算書Ｐ. 15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 99,800

一般財源

財産収入 930

諸収入 1

397,609

使用料及び手数料 734

国庫支出金 15,942

浦和西体育館 平成２５年度 平成２６年度

[今後の耐震化予定]

大宮体育館 平成２５年度 平成２７年度

与野体育館 平成２４年度 平成２５年度

施設名 耐震設計 耐震工事

浦和駒場体育館 平成２５年度 平成２６年度
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　既存施設の改修及び修繕

　既存施設の安全面を重視した改修、修繕を行う。

２　学校体育施設開放事業交付金の交付

　学校体育施設開放事業の運営を自主的に行う開放運営

委員会に対し、その運営費として交付金を交付する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 18款

-

＜主な事業＞

１　スポーツ推進委員活動事業 ４　総合型地域スポーツクラブ支援事業 213

　市主催事業においてスポーツ推進委員の活用を図るほ 　総合型地域スポーツクラブへの支援策の検討、認知度

か、資質向上のための研修会の実施等を行う。 向上のための広報等を行う。

２　体育賞表彰事業 ５　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 　体育協会やレクリエーション協会など、市内のスポー

ツ振興に功績のあった者を表彰する。 ツ・レクリエーションの振興を目的に活動する団体に補

助金を交付する。

３　市民体育大会開催事業

　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する。

＜事業の目的・内容＞

　生涯スポーツ全般に関する事業であり、指導者の養成及びその資質の向上、事
業の実施・奨励、団体の育成及びその資質の向上、事故防止、技術水準の向上等
を行います。
　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。

1,355

総務費 企画費 スポーツ企画費

事務事業名 学校体育施設開放事業

予算書Ｐ.

予算額 75,010

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

国庫支出金 5,252

市債 40,400

20,451

一般財源 29,358

＜事業の目的・内容＞

増減 54,559 

　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。

事務事業名 生涯スポーツ振興事業 予算額 79,368

前年度予算額

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

予算書Ｐ. 財産収入 2,403総務費 企画費 スポーツ企画費

一般財源 76,965

前年度予算額 82,124

増減 △ 2,756 

9,455

7,657

局/部/課

63,424

6,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ ３　フルマラソン検討委員会運営業務

　開催事業 　フルマラソン開催にかかる検討委員会の運営を行う。

　市民が友好都市である南会津町の豊かな自然の中を、

2日間にわたり歩き、親睦を深めながら健康増進を図

る。

２　さいたまシティマラソン開催事業

　市民の自己実現と健康増進に対する意識向上に資する

とともに、本市のＰＲの場としてハーフマラソンと3km

の2部門での大会を開催する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 22款

＜主な事業＞

１　スポーツ拠点づくり推進事業

　財団法人地域活性化センターの助成を受け、全日本選

抜高等学校パワーリフティング選手権大会を、種目団体

とともに開催する。

＜事業の目的・内容＞

　地域再生に向けた取組みとして、小・中・高校生が参加するスポーツの拠点を
つくることでスポーツの振興と地域の再生を図ります。

総務費 企画費 スポーツ企画費

事務事業名 スポーツイベント事業

予算書Ｐ.

予算額 87,580

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

一般財源 87,580

76,350

＜事業の目的・内容＞

増減 11,230 

　生涯スポーツの振興を図るため、多くの市民の参加ができるスポーツイベント
を開催し、市民のスポーツへの意識の向上と健康・体力の増進を促します。

事務事業名 各種競技大会事業 予算額 4,000

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課

予算書Ｐ. 諸収入 4,000総務費 企画費 スポーツ企画費

前年度予算額 4,000

増減 0 

1,300
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

91 2款 2項 3目 18款

19款

20款

22款

-

＜主な事業＞

１　マッチングファンド制度による助成事業の実施 ３　市民活動及び協働に関する意識啓発 786

　 　市民を対象として市民活動や協働事業の情報を効果的

　地域の課題を解決するための市民活動に対して、基金 に発信するために(仮称)市民活動記者事業を実施する。

を活用した助成事業を実施する。 また、職員を対象とした研修を実施する。

２　市民活動推進委員会の運営 ４　ＮＰＯ法人の認証等事務の実施 568

　市民活動及び協働の推進に関する必要な事項の調査審 　ＮＰＯ法人の認証及び認定、法人への指導監督等、所

議や、マッチングファンド事業の審査等を行うための市 轄庁としての事務を実施する。

民活動推進委員会を開催する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

91 2款 2項 3目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　市民活動サポートセンターの管理運営 　市民活動サポートセンターの概要

　市民活動サポートセンターを指定管理者と協働管理運 　(設置目的)

営を行う。 　　市民活動を支援し、その活性化を図るための拠点施

　設

　(設置場所)

　　複合公共施設｢コムナーレ｣9階

　(施設の概要)

　　市民活動団体の情報や資料の閲覧コーナー

　　会議や打合せができるスペース

　　印刷作業室

　　多目的展示コーナー等

＜事業の目的・内容＞

　市民活動サポートセンターの管理運営を指定管理者と協働で行い、市民活動を
支援し、その活性化を図ります。

57,828

総務費 企画費 市民活動推進費

事務事業名 市民活動等支援事業

予算書Ｐ.

8,250

予算額 22,421

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

財産収入 3

寄附金 4,250＜事業の目的・内容＞

諸収入 1

事務事業名 市民活動サポートセンター管理運営事業 予算額 57,828

2,047

前年度予算額

繰入金

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 1,250総務費 企画費 市民活動推進費

諸収入 216

一般財源 56,362

17,778

増減 △ 3,999 

　市民活動に対して助成するマッチングファンド事業の実施、市民活動推進委員
会の開催、市民活動及び協働の意識啓発のための情報発信及び職員研修、ＮＰＯ
法人の認証等の事務を行い、市民活動及び協働の推進を図ります。

一般財源 9,917

26,420

前年度予算額 58,128

増減 △ 300 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 1目 15款

16款

17款

22款

-

＜主な事業＞

１　住民基本台帳法改正に伴うシステム改修 ３　区民課窓口（一部）業務委託

　住民基本台帳法改正に伴い、平成25年7月8日から外国 　平成24年度から開始した、10区の窓口申請パッケージ

人住民を対象に住民基本台帳ネットワークの運用が開始 工房及び2区の証明書請求受付・交付窓口の民間委託に

されるため、住民記録システム等について、法改正に対 ついて、2区での試行結果を基に、証明書請求受付・交

応するための改修を行う。 付窓口の委託化を全区に拡大し、区民課窓口業務の民間

委託を推進する。

２　除籍システム統合化

　合併前の旧市の状況から、除籍等のデータについて、

管理の状況が異なるため、これを統合化し、一元的に管

理を行うことで市民サービスの向上と事務の効率化を図

る。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　町字界変更(三室南宿地区) 【参考】町字界変更対象地区　位置図

　さいたま市三室南宿土地区画整理事業の施行地区及び

その周辺(緑区大字三室・松木一丁目の各一部)につい

て、区画整理の換地処分に合わせ町字界の変更を行うた

め、住民記録システムの改修等を行う。

２　街区表示板、街区案内板等の交換・修繕

　住居表示実施地区において、電柱や壁面等に設置して

いる街区表示板や街区案内板に汚れや破損等が発生した

場合、交換や修復を行う。

194,946

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

事務事業名 戸籍住民基本台帳事務事業

予算書Ｐ.

予算額 472,431

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

使用料及び手数料 245,882

国庫支出金 4,918

508,290

県支出金 275

＜事業の目的・内容＞

諸収入 31

前年度予算額

事務事業名 住居表示事業 予算額 21,883

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 一般財源 21,883総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

前年度予算額 9,001

増減 12,882 

29,642

増減 △ 35,859 

　行政サービスや社会生活の基礎となる、戸籍や住民基本台帳等に関する事務を
正確かつ迅速に行い、市民サービスの向上を目指します。

一般財源 221,325

46,970

13,091

＜事業の目的・内容＞

　住所の表示を土地の地番を利用したものから、地番と切り離した分かりやすい
住所の表示に切り替え、街区表示板等の設置・維持管理を行います。
　また、区画整理の完了等により町名や町字界を変更する場合、その手続を行い
ます。

8,060
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　自動交付機の維持管理

　各区役所及び公共施設に計16台設置している自動交付

機について、機械警備、監視業務及び維持管理を行う。

２　コンビニ交付サービスの周知及び維持管理

　全国のコンビニエンスストアにおいて各種証明書等が

取得できるコンビニ交付サービスを市民へ周知するた

め、チラシ作成等を行うとともに、維持管理を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　各種証明書等発行

　各区区民課、課税課及び郵便局に専用の行政ＦＡＸを

設置し通信を行うことで、郵便局において各種証明書等

を発行する。

２　廃止局の原状回復

　取扱いを廃止する45局について、備品や電気設備等の

撤去を行い、原状回復を行う。

予算額 29,059

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

事務事業名 自動交付機維持管理事業

一般財源 29,059

10,108

＜事業の目的・内容＞

増減 18,951 

　自動交付機及びコンビニ交付サービスの維持管理経費です。

事務事業名 郵便局証明書等発行事務事業 予算額 29,309

前年度予算額

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 一般財源 29,309総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

前年度予算額 10,785

増減 18,524 

予算書Ｐ.

8,653

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

4,494

20,406

24,815

＜事業の目的・内容＞

　日本郵便株式会社との協定により、さいたま市内の郵便局に住民票などの証明
書等発行事務を委託し、市民サービスの向上を目指します。
　なお、取扱郵便局数を見直し、前年度までの72局のうち45局での取扱いを廃止
し、27局での取扱いを継続させるため、今年度については、廃止局の原状回復、
継続局の機器更改等を実施します。

- 135 -



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 2目 15款

22款

-

＜主な事業＞

１　施設の運営及び維持管理

　16か所の支所及び9か所の市民の窓口の運営、施設の

保守や修繕等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 22款

-

＜主な事業＞

１　さいたま市区政概要(平成25年度版)の作成

　さいたま市の区関連情報をとりまとめた冊子｢さいた

ま市区政概要｣を作成する。

前年度予算額 268,028

増減 △ 247,998 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,903

　区行政の拠点である区役所の現況や区行政の変遷についての情報提供等を行い
ます。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区政総務費 諸収入 18,127

2,834 

事務事業名 区役所管理事業 予算額 20,030

　区役所から離れた地域の市民の方の利便を図るため、支所及び市民の窓口にお
いて、各種行政サービスを提供します。

一般財源 12,440

増減

使用料及び手数料 100,984

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 943

前年度予算額 111,533

予算額 114,367

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 総務費 戸籍住民基本台帳費 支所費

事務事業名 支所等管理運営事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 -

＜主な事業＞

１　区役所環境マネジメントシステム推進事業

　初期研修・環境監査員養成研修・環境監査員フォロー

アップ研修を行い、各区役所での環境負荷の低減を目指

した活動を支援する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目 23款

-

＜主な事業＞

１　大宮区役所新庁舎設計の実施 ４　基本計画のリーフレット印刷

　概要を定めた基本計画に基づき、大宮区役所新庁舎の 　区民に説明するための、基本計画のリーフレットの印

基本・実施設計を行う。 刷を行う。

２　県大宮合同庁舎に係る調査の実施

　県大宮合同庁舎解体工事に必要な、地質調査や事前周

辺家屋調査を行う。

３　大宮区役所別館改修工事の実施

　県大宮合同庁舎の機能を維持するため、大宮区役所別

館への移転に必要な改修工事を行う。

前年度予算額 0

増減 皆増 

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 683,588

　大宮区役所については、市民・職員の安全確保、防災拠点としての耐震性確
保、ライフサイクルコストなどを総合的に検討した結果、建て替えの方針が決
まったことから、新庁舎の基本・実施設計の実施、また整備に必要な調査等を実
施します。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室/大宮区役所新庁舎建設準備室

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区政総務費 市債 122,100

事務事業名 大宮区役所新庁舎整備事業 予算額 805,688

1,831

増減 △ 323 

＜事業の目的・内容＞

　地域の拠点である各区役所において、環境マネジメントシステムを運用し、区
民との協働を推進しながら、職員一人ひとりが環境の保全を意識し、地域におけ
る環境負荷の低減を図ります。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区政総務費 一般財源 1,508

事務事業名 区役所環境マネジメントシステム推進事業 予算額 1,508

1,508
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 -

＜主な事業＞

１　区ガイドマップ等作成事業(10区役所)

　転入された方などに区の案内図、公共施設、関係事業

所、イベント等の市民生活に必要となる情報を提供し、

区民満足度の向上を図る。

前年度予算額 7,715

増減 △ 1,395 

＜事業の目的・内容＞

　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するため、各区と
の連携の強化を図ります。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費 一般財源 6,320

事務事業名 区まちづくり推進事業 予算額 6,320
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