
１．主な現状と課題

市民・スポーツ文化局　平成２４年度　局運営方針(案)

　休日の区役所窓口の開設や電話による日曜消費生活相談など、市民のニーズや
ライフスタイルに合わせて市民サービスの向上を図ってきましたが、今後は防犯
対策の推進、消費者相談の充実、市民と行政との協働によるまちづくりの推進、
また、ストレスの多い現代社会において心の健康・リフレッシュのためのスポー
ツ・レクリエーション活動、市民がより生き生きと心豊かに暮らせるまちづくり
のための総合的かつ持続的な文化芸術の振興、窓口等サービス内容の更なる充実
など、市民・スポーツ文化局の各施策にはこれまで以上に期待が高まっていくこ
とが想定されます。

（１）刑法犯認知件数の減少
　安心・安全な生活環境を実現するためには、防犯上の課題として第一に、刑法犯
認知件数を減らしていく必要があります。刑法犯認知件数の減少は、「犯罪が起こ
りにくい」印象を高めるとともに、犯罪不安感の緩和にも繋がります。
　刑法犯認知件数を減らしていくためには、全体の中で多く占める犯罪（自転車
盗）や、身近な脅威となる犯罪（ひったくりや侵入窃盗）、犯罪が多発する地域
（繁華街）に対し対策を強化していくことが課題となっています。

九都県市人口千人あたりの刑法犯認知件数
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（２）犯罪弱者への対応強化
　子どもを犯罪から守るために、これまで
も子どもの生活・行動範囲である学校施
設・保育所・通学路等において、事件を未
然に防ぐための対策を進めてきましたが、
子どもに対する声かけ事案認知件数からみ
ると、子どもを対象とした犯罪の件数が増
えているといえます。
　このことからも、防犯の啓発活動、パト
ロール活動等の地域における防犯力を強化
するなど、今後より一層の対策の推進が必
要となります。

子どもに対する声かけ事案認知件数
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相談件数

平成２２年度　年代別相談件数

相談内容別件数

(３）消費者相談のうち増加傾向にある
　　６０歳以上の方及び２０歳未満の
　　若者に対する啓発強化
　　　６０歳以上で消費活動に意欲的
　　な方に多い相談は、「株」いわゆ
　　る未公開株等の金融商品関係で、
　　訪問販売・電話勧誘等の相談とと
　　もに上位を占めています。
　　　また、２０歳未満の若者では、
　　デジタルコンテンツに対する相談
　　が増えています。
   〔啓発強化〕
　　　 ・包括支援センター等福祉部門
　　　 　との連携
　　　 ・出前講座の活用等ＰＲ事業の
       　強化
　　　 ・事業者指導の強化
       ・教育委員会と連携した消費者
    　   教育教材の作製
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契約当事者年代別件数の推移
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（４）多重債務者問題
　　多重債務者問題は自殺等
　の不幸な事件が生じる場合
　があり、必ず解決に向け弁
　護士に相談する事が大切で
　す。
　　・弁護士会との連携による
　　　相談状況の把握
　　・相談員によるフォロー
　　　アップの推進
　　・解決策がある事の周知及
　　　び消費者教育の強化
　

商品・サービス
1 デジタルコンテンツ 1,277 件 1,365 件
2 フリーローン・サラ金 496 件 653 件
3 不動産貸借 574 件 523 件
4 工事・建築 255 件 365 件
5 相談その他 344 件 322 件
6 商品一般 484 件 287 件
7 四輪自動車 146 件 151 件
8 プロパンガス 146 件 128 件
9 株 70 件 108 件
10 修理サービス 100 件 96 件

Ｈ22年度Ｈ21年度

※商品・サービスの順位はＨ22年度の相談順位です。
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（５）スポーツ・レクリエーション活動の場の充実
　スポーツに関する市民意識調査によると、スポーツを行う時に利用する施設は、
「公共の施設」が最も高い割合となっており、市民のスポーツ活動の場所として市
のスポーツ施設が活用されているといえます。
　しかし、本市のスポーツ施設の設置状況に満足している人の割合が全体の２割程
度にとどまっているという現状であり、効率的・効果的な管理・運営が必要となり
ます。

【スポーツを行うときに利用する場所】
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（資料：スポーツに関する市民意識調査<平成22年>）

【市内スポーツ施設の設置状況に対する満足度】

(n=2,236)
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（資料：スポーツに関する市民意識調査<平成21年>）
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（６）多彩なプログラムの提供
　スポーツに関する市民意識調査によると、現在、スポーツ活動に満足している
人の割合は27.0%となっており、より一層の活発なスポーツ活動を行いたいと考え
る市民が多くいます。
　また、スポーツを行わない人の理由では、「きっかけがない」を理由とした回
答も多く、スポーツ活動のきっかけとなる機会やプログラムの提供が求められて
います。

【スポーツ活動に対する満足度について】
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（資料：スポーツに関する市民意識調査<平成22年>）

（資料：スポーツに関する市民意識調査<平成15年、22年>）
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（７）文化芸術都市の創造
　市民意識調査によると、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１２．４％であり、決して高い割合にあるとはいえないため、
「文化芸術都市創造条例」に基づく施策の展開が必要とな　ります。

（８）地域資源を活用した施設の整備・運営
　本市の特色ある文化資源を活用し、文化振興や産業振興、観光振興に寄与するた
めには、人形や盆栽等さいたま市の地域資源を活用した施設の整備及び施設運営の
充実が求められています。

（９）区役所等窓口サービスの充実
　社会経済状況などの変化に伴い、区民ニーズも多様化している状況にあって、区
役所においては限られた財源・人材を効率的に活用し、区役所窓口業務の委託化、
（仮称）郵送センターの設置など、区役所等窓口サービスの継続的な向上を図るこ
とが求められています。

（10）明るい区役所づくり
　区役所の窓口サービスに関するアンケート調査結果から、区役所で改善してほし
いこととして、「接客、勤務態度、案内サービス、職場の雰囲気」に関することが
多いことがわかりました。
　そこで、職員の窓口及び電話応対のスキルアップを図り、さらなる窓口サービス
の向上につなげる必要があります。

（11）各区の個性を生かしたまちづくり
　区役所では、市民の日常生活に密着したサービスを行うとともに、市民参加によ
るまちづくりを総合的に推進しているところです。
　区役所がこのような役割を今後も果たしながら、さらに特色あるまちづくりを進
めていくためには、区の地域特性などを踏まえた事業を、より積極的に企画･推進し
ていくことが求められています。

（12）自治会への支援強化
　少子・高齢化の進行など社会環境の変化が、地域社会にもさまざまな影響を与
え、コミュニティの希薄化による高齢者の孤独死など痛ましい事故が社会問題化し
ています。
　このような地域社会が抱える問題などは、行政や個人の力では解決できるもので
はなく、地域に密着した活動を行う自治会への期待は大きくなっています。
　地域の絆をはぐくみ、地域で支えあう社会の構築を促進する観点から、自治会の
加入促進の方策や財政的な支援の拡充が必要となります。

（13）（仮称）浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備
　浦和美園駅周辺において、今後見込まれる人口の増加に伴い、生活支援・地域福
祉の向上等に資する、地域の交流活動がなされる拠点施設の形成が必要となりま
す。

-104-



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 24年度 23年度 説明

1 総 地域防犯活動団体への 16,160 14,300 地域防犯活動の促進を図るため、自主防犯活

し 助成事業 (16,160) (14,300) 動団体に対し、活動経費の一部を助成

行 〔交通防犯課〕

（２）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 24年度 23年度 説明

2 総 消費生活相談高度化事 900 800 多重債務等専門的な相談事例に対応できるよ

業 (50) (50) う、弁護士からの助言や専門相談会の開催、

〔消費生活総合セン 各センターでの弁護士待機による相談の実施

　ター〕

3 総 消費生活講座、セミナ 894 939 地区公民館講座・学校・福祉関係者の研修等

ーの実施 (450) (495) 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〕

4 総 消費者啓発事業 12,800 23,001 効果的な媒体を活用した相談窓口の周知

〔消費生活総合セン (0) (31)

　ター〕

○○○･･･

○○○･･･

○○○･･･

○安心で安全な住みよい地域社会を実現するため、地域防犯活動を支援するとともに
市、警察署、自主防犯組織との連携を図ります。
○市民が、商品購入などに際し、適正な契約が行えるよう消費生活に係る情報を提供
し、消費者の自立支援を図るとともに、被害の未然防止のための啓発活動や被害者を
迅速に救済するための消費生活相談を実施し、市民の消費生活における安心・安全の
向上を確保します。
○さいたま市スポーツ振興まちづくり計画に基づき、生涯スポーツの振興とともにス
ポーツを活用した総合的なまちづくりを推進します。
○文化芸術都市を創造するために、文化芸術都市創造条例に基づく計画の策定を進めま
す。
　また、人形や盆栽等さいたま市の地域資源を活用した施設の整備及び施設運営の充実
を図ります。
○区役所における市民満足度の更なる向上を図ります。
○地域の絆をはぐくみ、地域で支えあう社会の構築を促進する観点から、自治会加入促
進の方策や財政的な支援の拡充を図ります。
○浦和美園駅周辺地域の賑わいの創出とともに、安心して暮らすことができるまちの形
成に向けて、東口駅前に複合公共施設を整備します。

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（３）スポーツ・レクリエーション活動の場を充実します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

5 し 多目的広場整備事業 81,428 160,500 市有未利用地、大学施設などを活用した、ス

総 〔スポーツ企画課〕 (20,754) (15,141) ポーツもできる多目的広場を整備

（４）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 24年度 23年度 説明

6 総 スポーツ振興まちづく 3,104 2,704 さいたま市スポーツ振興まちづくり計画に基

し り推進事業 (3,104) (2,704) づく、諸施策の展開及び計画の進行管理

〔スポーツ企画課〕

7 総 さいたまシティマラソ 75,000 72,320 市民の自己実現と健康増進に対する意識向上

行 ン事業 (75,000) (72,320) に資するとともに、本市のＰＲの場として、

協 〔スポーツ振興課〕 市民に運営参加を促すシティマラソンの開催

及びフルマラソンの実施に向けての検討

（５）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 24年度 23年度 説明

8 総 さいたま市文化芸術都 4,917 5,510 文化芸術都市創造条例に基づき、審議会や市

市創造計画策定事業 (4,917) (5,510) 民等の意見を取り入れながら、文化芸術都市

〔文化振興課〕 創造計画の策定に着手

9 新 アートフェスティバル 10,000 0 地域における市民の自主的なアートフェステ

総 支援事業 (10,000) (0) ィバルを支援

し 〔文化振興課〕

10 総 ジュニアソロコンテス 5,183 6,000 小学生・中学生による管楽器・打楽器のソロ

し トの実施 (5,183) (6,000) コンテストを実施

〔文化振興課〕

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（６）人形や盆栽等さいたま市の地域資源を活用した施設の整備及び施設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 24年度 23年度 説明

11 総 (仮称)岩槻人形会館整 48,417 477,805 (仮称)岩槻人形会館の建設について、地元か

備事業 (48,417) (77,105) らの要望を踏まえた検討及び人形文化振興に

〔文化施設建設準備 向けた各種の事業を実施

　室〕

12 総 大宮盆栽美術館管理運 86,963 100,347 盆栽その他の盆栽文化の資料等収集、情報発

営事業 (69,204) (82,996) 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

　

（７）市民満足度の高い区役所窓口を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

13 新 区役所窓口業務委託化 53,819 0 区民課窓口業務に民間力を活用し、限られた

し 〔区政推進室〕 (53,819) (0) 人的資源の有効活用を図るとともに、経費も

行 節減

14 新 (仮称)郵送センターの 45,235 0 10区区民課で行われている住民票の写し等の

し 設置 (45,235) (0) 郵送請求に係る事務を一か所に集約し、委託

行 〔区政推進室〕 化を進めることにより業務効率を向上

15 行 戸籍住民基本台帳事業 99,562 12,381 コンビニエンスストアにあるキオスク端末を

(コンビニ交付) (99,549) (12,381) 使って、住民票の写し等の各種証明書を発行

〔区政推進室〕

（８）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)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

16 行 区役所の窓口応対向上 0 0 区役所各課の窓口対応などについて、ＯＪＴ

事業 (0) (0) などを充実し、また人材育成課との連携によ

〔区政推進室〕 る接遇研修を実施し、引き続き明るい区役所

づくりを推進

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（９）区民との協働による個性を生かしたまちづくり推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

17 新 Ｊリーグチーム練習場 3,149 0 区内にＪリーグチーム練習場が新設されるこ

総 活用事業 (3,149) (0) とを活用した街づくりを行うため、練習場周

〔西区くらし応援室・ 辺の道路の愛称を公募・決定・周知するとと

　コミュニティ課〕 もに、街頭フラッグ等を製作し、区内各所に

設置

18 新 ヒヤリハットマップ 756 0 関係団体の協力のもと、区内小学校を対象に

総 北区版作成事業 (756) (0) 学区ごとの交通・防犯における危険箇所の情

〔北区くらし応援室〕 報を載せた北区版ヒヤリハットマップを作成

し、当該校の全児童に配布するとともに区Ｈ

Ｐで公開

19 新 大宮二十景啓発事業 1,395 0 大宮二十景を大宮区のシンボルとして定着さ

総 〔大宮区コミュニティ (1,395) (0) せるための絵葉書を作成・販売し、また、案

　課〕 内看板を設置することにより、大宮二十景を

区内外の方々にＰＲ

20 新 見沼区の花絵画展 366 0 ｢区の花｣の啓発事業として、小中学生を対象

総 〔見沼区コミュニティ (366) (0) とした絵画展を行い、その後、絵画を区報な

し 　課〕 どに載せ周知

21 総 バラのまち中央区アー 3,600 3,600 中央区の特徴である高い文化・芸術性を活か

トフェスタ事業 (3,600) (3,600) した魅力あるまちづくりを目指し、３コンサ

〔中央区コミュニティ ート(蔵のまち、Ｌｏｖｅ＆Ｐｅａｃｅ、区

　課〕 民)とキャンドルアートを区民と協働で開催

22 総 埼玉大学との交流事業 172 309 地域の知的財産である埼玉大学と桜区民との

〔桜区コミュニティ (172) (309) より一層の交流を深めるため、同大教授等を

　課〕 講師として招く講演会を開催

23 総 浦和区健康まつり事業 1,380 1,386 浦和区民の｢心と体の健康について考える機

〔浦和区保健センタ (1,380) (1,386) 会｣となるような体験型の健康まつりを開催

　ー〕

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

24 総 区の花を活かしたまち 2,028 1,575 花いっぱい運動を行っている団体、区内の小

し づくり事業 (2,028) (1,575) 中学校、保育園、幼稚園等へ｢ヒマワリ｣の栽

〔南区コミュニティ 　 培を依頼

　課〕 新区役所周辺で｢ヒマワリ｣を栽培

来庁者(転入者)に｢ヒマワリ｣の種を配布

25 新 緑区の花・木・鳥展 403 0 全区において制定した区の花(緑区において

総 〔緑区コミュニティ (403) (0) は木・鳥も併せて制定)を緑区民に周知し一

し 　課〕 層の親しみをもってもらうことを目的に｢緑

区の花・木・鳥展｣を開催

26 総 城下町岩槻歴史散策事 2,084 2,084 代々受け継がれた数多くの文化・伝統がある

業 (2,084) (2,084) 岩槻区固有の魅力を広く市の内外に発信し観

〔岩槻区総務課観光経 光客を誘致する目的で区内の神社仏閣、史

　済室〕 跡、季節の行事を巡るほか、老舗料亭での食

事、人形製作等、岩槻の文化を体験してもら

う事業

（１０）自治会への財政的な支援の拡充を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

27 拡 自治会運営補助金 266,092 190,600 自治会活動を支援するため、単位自治会への

〔コミュニティ推進 (266,092) (190,600) 運営補助金を1世帯あたり500円から700円に

　課〕 増額

28 拡 コミュニティ施設特別 78,601 71,174 大規模な自治会集会所の建設に対する補助金

整備事業補助金 (78,601) (71,174) の上限額を増額

〔コミュニティ推進

　課〕

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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（１１）浦和美園駅前に複合公共施設を整備します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

No 区分 事業名 24年度 23年度 説明

29 (仮称)浦和美園駅東口 40,000 5,000 施設整備に向けて地質調査及び基本設計を実

駅前複合公共施設整備 (40,000) (5,000) 施

事業

〔コミュニティ推進

　課〕

３．行財政改革への取組

(１)　市民の利便性の向上及び窓口業務の負担の軽減

　　①　住民票等各種証明書の発行について、コンビニエンスストアにあるキオスク端末を活

　　　用した交付を行い、市民の利便性の向上及び窓口業務の負担の軽減を図ります。

　　　

(２)　民間力の活用による経費の縮減

　　①　区民課窓口業務に民間力を活用し、限られた人的資源の有効活用を図るとともに、経

　　　費を節減します。

　　②　10区区民課において、区ごとに受付及び交付していた各種証明書の郵送による請求を

　　　（仮称）郵送センターに集約し、委託化を進めることにより事務の効率化と経費節減を

　　　図ります。

　　③　民間力を活用した『効果的、効率的な管理運営』と『利用者の満足度の向上』を図る

　　　ため、六日町山の家は指定管理者による管理運営を行います。

(３)　既存事業の見直しによるコスト削減の取組

千円

　　①　ＩＳＯ１４００１の認証更新を行わず、独自の環境マネジメントシステムによる環境

　　　配慮活動を推進することとしたため、委託費の見直しを行います。

　　②　道路照明灯調査・改修設計業務の見直しを行い、経費を縮減します。

　　③　これまで行ってきた消費生活講座等について外部講師ではなく職員や消費生活相談員

　　　が講師を行う講座を増やすことにより、経費を節減します。

　　④　産学官連携スポーツ振興事業における実施内容(回数等)の見直しにより、経費の削減

　　 を行います。

　　⑤　事業の実施主体を各競技団体へ引き継ぐこととし、スポーツ教室事業を廃止します。

　　⑥　フリーカルチャービレッジインさいたま新都心については、さいたま市誕生１０周年

　　　記念事業として実施しましたが、一定の目的を達成したため、事業を終了します。

既存事業の見直しによるコスト削減額 204,731

〔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　　し … しあわせ倍増プラン２００９事業
　　　　　 行 … 行財政改革推進プラン２０１０事業　　防 … 防災、環境・エネルギー対策　　高 … 高齢者支援　　子 … 子育て支援
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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

　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　男女共同参画の啓発事業 　(2)　民間緊急一時避難施設を運営する団体に対し

　(1)　男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画 　　て、その事業を支援するため、補助金を交付する。

　　社会情報誌を年2回市内全戸に配布し、市民の意識

　　啓発を行う。

　(2)　施策の立案や実施にあたり、男女共同参画に配

　　慮するよう、職員を対象とした研修を実施するとと

　　もに、職員ハンドブックを作成し、配布する。

２　ＤＶ及びデートＤＶの防止

　(1)　関係機関相互の情報交換と意思疎通の円滑化を

　　図るため、ドメスティック・バイオレンス防止対

　　策関係機関連携会議を定期的に開催する。

　多種・多様化する市民からの相談に対して、各区役所において専門相談を設
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。

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

＜事業の目的・内容＞

広報広聴費

2,975

151

財産収入

20,323

23,532前年度予算額

一般財源

諸収入

19,571

2,602

事務事業名

23,449予算額

国庫支出金

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

△ 83 増減

18,033

予算書Ｐ. 総務費

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

男女共同参画推進事業 予算額 18,918

885総務管理費 男女共同参画推進費

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

前年度予算額 21,700

△ 2,782 増減

　男女共同参画のまちづくり条例や第２次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て推進基盤の整備及び男女共同
参画のための環境整備並びにあらゆる分野における男女共同参画を推進します。
　また、配偶者等の暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画に基づき、Ｄ
Ｖの防止をはじめ被害者の自立に向けた支援を行います。
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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及

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

悩み相談、また、専門家による法律・健康相談等、女性 社会についての学習機会を提供するため、講座・講演会

のための総合的な相談を実施する。 を開催する。

２　情報収集・提供事業 ４　団体活動・交流支援事業

　男女共同参画の推進のために図書・行政資料等を収集 　男女共同参画推進団体で組織される協議会が企画、運

・提供する。また、市民参画によりセンター広報誌を発 営する｢女・男フェスタさいたま｣の開催を支援する。ま

行し、主催講座・講演会等の情報を発信する。 た、団体間の交流に向けたネットワークづくりの支援を

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

事務事業名 男女共同参画推進センター等管理運営事業

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

予算額 33,041

増減

使用料及び手数料 866

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 7,331

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 男女共同参画推進費

前年度予算額 33,718

△ 677 

23,676 7,432

828 1,105

　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。

諸収入 390

一般財源 24,454

事務事業名 防犯対策事業 予算額 30,958

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. 総務費 総務管理費 自治振興費 一般財源 30,958

＜事業の目的・内容＞

　安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するため、警察等関係機関と連携の
もと、広報啓発活動を通じて市民の防犯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を行います。

前年度予算額 32,598

増減 △ 1,640 

3,798 【高砂防犯ステーションの活用状況(浦和区)】

27,160
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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　自治会支援 ２　区民会議の充実

　自治会への支援を強化するため、自治会加入促進を図 　区民会議の協議内容や提言内容を広く市民に周知する

るとともに、単位自治会運営補助金及び大規模集会所建 ため、10区区民会議の報告会を開催

設補助金を増額する。

　(1)　地域住民の相互理解と融和を図るとともに、住

　　 みよい豊かな地域社会の形成に資するため、自治

　 　会の運営費を一部補助

　(2)　地域住民の自助、連帯意識を醸成するため、自

　　 治会集会所の建設や増改築修繕に対する経費を一

　　 部補助

　(3)　自治会加入促進を支援するため、さいたま市自

　　 治会連合会と連携して啓発リーフレット等を作成

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 15款

22款

23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 ６　武蔵浦和コミュニティセンターの供用開始

【武蔵浦和コミュニティセンター(8階・9階)】

２　東大宮コミュニティセンター外3施設の管理運営

３　コミュニティセンターいわつき外2施設の管理運営

４　南浦和コミュニティセンター外5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

528366,666

171,491

28,527

223,533 347,423

225,872

161,912

前年度予算額 1,781,776

増減 △ 512,362 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 2,109

　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。

市債 17,800

一般財源 1,100,078

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. 総務費 総務管理費 自治振興費 使用料及び手数料 149,427

事務事業名 南浦和コミュニティセンター外１８施設管理運理事業 予算額 1,269,414

前年度予算額 296,099

増減 82,966 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 378,725

　地域住民によるコミュニティ組織の健全なる発展を支援することにより、地域
社会の発展や市民の福祉の向上を図ります。また、行政とコミュニティ組織との
連携による市民協働参加型社会の推進を図ります。

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. 総務費 総務管理費 自治振興費 諸収入 340

事務事業名 自治振興事業 予算額 379,065
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 -

＜主な事業＞

１　施設整備に向けて地質調査及び基本設計を実施す

　る。

　[参考]

　　・所在地　　　浦和東部第二特定土地区画整理事業

　　　　　　　　　地内94街区2画地

　　・敷地面積　　約4,700㎡

　　・導入機能案　地域交流機能、行政サービス機能、

　　　　　　　　　生涯学習機能、教育支援機能、防災

　　　　　　　　　機能ほか

（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

　コムナーレ内の清掃、設備保守、施設修繕等を行う。

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。

　

＜事業の目的・内容＞

　浦和美園駅周辺地域の賑わいの創出とともに、安心して暮らすことができるま
ちの形成に向けて、浦和美園駅東口駅前に複合公共施設を整備します。

前年度予算額

予算額 40,000

40,000

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 コムナーレ管理運営調整事業

予算書Ｐ.

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

総務費 総務管理費

予算額 190,064

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市民活動支援室

増減

一般財源 190,064

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 自治振興費

前年度予算額 198,176

△ 8,112 

　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ます。

自治振興費 一般財源

増減 35,000 

5,000

(仮称)浦和美園駅東口駅前複
合公共施設整備予定地

整備予定地
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

83 2款 1項 11目 17款

22款

‐

＜主な事業＞

１　消費生活相談員の資質の向上 ３　高齢者及び若年者への消費者啓発 

　消費者行政活性化補助金を活用して、消費生活相談員 　消費者行政活性化補助金を活用し、市内映画館や商業

の自主的な研修会を開催するほか、国や県が主催する研 施設の大型ビジョンでの啓発ＣＭの上映を行う。また、

修会へ参加する等して、消費生活相談員の資質の向上を 若者を対象とした啓発用ＤＶＤを作製し、出前講座等で

図る。　 使用する等して、啓発を行う。

　また、悪質商法に対する注意喚起ポスターを作成し、

２　消費生活相談の充実 市内の医療機関等へ掲示し、高齢者への注意喚起を図

　消費者行政活性化補助金を活用して、相談者からの相 る。

談に対して弁護士からアドバイスを受ける他、月1～2回

センターへ常駐し、相談者に対して、弁護士が直接対応

する等して、消費生活相談の充実を図る。

　

（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業務 ４　ジュニアソロコンテスト

　さいたま市文化芸術都市創造条例に基づく、文化芸術 　小学生・中学生による管楽器・打楽器のソロコンテス

都市創造計画の策定を進める。 トを実施する。

２　さいたま市文化芸術都市創造審議会の開催 ５　市民ギャラリー事業

　文化芸術都市創造に関して、審議会を開催する。 　庁舎東側広場内の市民ギャラリーを貸出す。

３　さいたま市文化芸術都市創造条例啓発フォーラム

　事業

　さいたま市文化芸術都市創造条例の周知を目的とした

フォーラムを開催する。

270 12,030

前年度予算額 42,799

△ 22,457 

20,342

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 一般財源

　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。

事務事業名 文化行政推進事業

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

自治振興費

事務事業名 消費者行政推進事業 予算額 86,291

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

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 自治振興費 県支出金 27,518

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 265

　消費生活相談員の研修会を実施する等、消費生活相談の更なる資質の向上を図
ります。また、弁護士から相談員へのアドバイスや、相談者から弁護士に直接相
談する機会を設ける等、消費生活相談の充実を図ります。さらに、増加傾向にあ
る若年者・高齢者の消費者トラブルを未然に防止するため、若年者・高齢者を対
象とした啓発事業の強化を図ります。

一般財源 58,508

前年度予算額 100,299

増減 △ 14,008 

予算額 20,342

増減

670
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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　さいたま市文化財産等取得基金積立金

　さいたま市文化財産等取得基金を運用管理する。

　[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。 　・名曲コンサート負担金

　・プライマリーコンサート負担金

２　さいたま市民文化祭 　・アートフェスティバル補助金

　さいたま市民文化祭リーフレットを作成する。 　・さいたま市文化協会補助金

　・子ども文化祭実行委員会補助金

　・さいたま市展実行委員会補助金

　・市民音楽祭実行委員会補助金

　・さいたま市文化事業補助金

　・さいたまシティオペラ補助金

増減

財産収入

増減

11,275 

　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、文化芸術の都市づくりを推進します。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

自治振興費

事務事業名 文化財産等取得基金積立金

35,411

前年度予算額 26,522

150

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 37,647

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 自治振興費

1,297

△ 336 

事務事業名 文化芸術振興事業 予算額 37,797

　本市の文化芸術振興のため、美術品の取得の他、本市の魅力ある資源である｢5
つの文化｣に関連した文化財産等を取得するために設置された｢さいたま市文化財
産等取得基金｣の運用管理を行います。

前年度予算額

＜事業の目的・内容＞

予算額 961

財産収入 961予算書Ｐ. 総務費 総務管理費

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

文化財産等取得基金残高の推移 (単位　円)
年度 新規積立 運用利子積立 取崩 年度末残高
20 100,000 1,656,372 10,499,340 334,264,657
21 80,000 1,375,201 8,084,000 327,635,858
22 100,000 627,236 5,869,186 322,493,908
23 100,000 1,297,000 3,000,000 320,890,908
24 0 961,000 3,000,000 318,851,908

＊平成22年度以前は決算額。平成23年度は2月補正後の予算額、平成24年度は当初予算額の見込み。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 12目 -

＜主な事業＞

１　交通災害共済掛金の還付

　平成19年度以前の交通災害共済の過年度会費について

還付を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 12目 22款

-

＜主な事業＞

　交通安全の普及に関する啓発活動を行う。

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

　各種交通安全団体への補助を行う。

　さいたま市交通指導員服装点検の模様

11,822

0 

1

総務費 総務管理費 交通安全費

＜事業の目的・内容＞

交通災害共済還付事業

予算書Ｐ.

局/部/課

1予算額

増減

前年度予算額

1一般財源

市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

予算額 71,607

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

事務事業名 交通安全推進事業

事務事業名

　平成19年度末をもって終了した交通災害共済事業について、交通災害共済加入
申込書を市外転出した後に納付した市民に対し、還付請求権のある平成24年度ま
で還付を行います。

諸収入 49

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 71,558

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 交通安全費

１  交通安全啓発事業 2,489

57,296

　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 73,043

増減 △ 1,436 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 12目 -

＜主な事業＞

　・道路照明灯の設置　

　・ＬＥＤ道路照明灯　1,000灯

３　交通安全施設設置維持管理事業

　・道路照明灯の電気料の支払いなどの維持管理

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

85 2款 1項 12目 -

＜主な事業＞

　各種イベントにおいて啓発品を配布する。

481,106

　・道路反射鏡及び路面表示などの設置

２　道路反射鏡等設置事業 105,000

742,926

交通安全費

事務事業名 交通安全施設設置及び維持管理事業 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

一般財源 742,926予算書Ｐ. 総務費

増減 △ 63,055 

前年度予算額 805,981

前年度予算額

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 交通安全費

734

増減 △ 50 

一般財源 684

予算額 684

１　啓発活動事業 200

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

事務事業名 違法駐車防止対策事業

　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。

156,820

　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　道路照明灯設置事業

＜事業の目的・内容＞

総務管理費
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（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　リニューアル工事に係る負担金

　老朽化に伴うビルのリニューアル工事が平成22年度か

ら平成25年度まで実施され、所有割合に応じた負担を行

う。

（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　文化会館各館の管理運営

　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

236,208

114,021

　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。

諸収入

使用料及び手数料

148,498

前年度予算額 583,704

増減 32,008 

9,013

一般財源 590,963

7,922

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

国庫支出金 7,814＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費

13,200

86,323

　市民文化の向上及び市民相互の交流を促進するため、ソニックシティビル内に
大宮ソニック市民ホールを設置し、その管理運営等を指定管理者が行います。

＜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/市民総務課

事務事業名 大宮ソニック市民ホール管理運営事業

予算書Ｐ. 諸収入総務費 生活文化施設費

74,552

増減 △ 4,643 

局/部/課

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 615,712

90,966

一般財源

前年度予算額

総務管理費

73,123

114,585
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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

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

（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　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修繕等を行う。

326,012

予算額 545,991

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 97,562

諸収入 2,077

　指定管理者制度によりプラザイースト及びプラザウエストの管理運営を委託
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 446,352

前年度予算額 551,191

増減 △ 5,200 

事務事業名 盆栽四季の家管理運営事業 予算額 4,723

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 使用料及び手数料 347

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 37

　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。

一般財源 4,339

前年度予算額 3,484

増減 1,239 

＜事業の目的・内容＞

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 プラザイースト外１施設管理運営事業

219,979
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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

22款

‐

＜主な事業＞

１　恭慶館及び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

（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を紹介する作品や収蔵して

いる資料を展示する。

　企画漫画展は｢現代漫画｣を漫画家の協力を得て、魅力

あふれる漫画文化を紹介する。

　市民漫画展は漫画作品の公募展で、漫画の親しみやす

さを活かし、漫画文化の裾野を広げるため実施する。

２　施設の維持管理

　清掃・警備等の業務委託、施設修繕等を実施する。

平成23年度企画漫画展｢漫画で描く!さ・い・た・まカルチャー展｣

前年度予算額 68,142

増減 △ 52,466 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 15,100

　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。

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 財産収入 576

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 15,676

前年度予算額 47,433

増減 △ 6 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 30

　指定管理者制度により恭慶館及び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。

一般財源 47,350

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 使用料及び手数料 47

事務事業名 恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業 予算額 47,427
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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

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等を行う。

（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

　｢ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア｣へ参加・協力を

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。

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 850

増減 0 

　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、｢
ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア｣へ参加協力を行います。

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 850

事務事業名 鉄道文化振興事業 予算額 850

前年度予算額 849,374

増減 9,628 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 4,708

　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 799,738

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 使用料及び手数料 54,556生活文化施設費

事務事業名 プラザノース管理運営事業 予算額 859,002
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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　支援組織づくりへのサポート等 ４　埋蔵文化財資料整理

　(仮称)岩槻人形会館を支援する組織づくりをサポート 　建設予定地で発掘した埋蔵文化財について、平成23年

するとともに、その準備のため立ち上げた支援組織準備 度に引き続き、整理・記録保存を行う。

会で行う活動(ＰＲ・イベント等)を支援する。

２　周辺環境詳細検討

　(仮称)岩槻人形会館振興アクションプランに基づき、

周辺環境整備(案内・誘導サイン等)の詳細検討を行う。

３　所蔵品展・講演会の開催

　本市が所蔵している人形資料の展示会を行うとともに

これに関連した講演会を実施する。

（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の開催、観覧券やミュージア 　資料等の通常展示をはじめ、特別展(年度1回)、企画

ムガイドなどの印刷、情報機器などの賃借、受付業務委 展及び盆栽講座などを実施する。また、学校や鉄道博物

託などの施設運営を行う。 館との連携事業を実施する。

２　美術館施設の維持管理

　清掃、警備、植栽管理などの業務委託、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。

3,700

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課文化施設建設準備室

事務事業名 （仮称）岩槻人形会館整備事業

前年度予算額 100,347

増減 △ 13,384 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 4,067

　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し、
国内外に向け発信するとともに、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 69,204

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 12,210

477,805

増減 △ 429,388 

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 86,963

　日本人形を中心とした展示のほか、調査・研究をはじめとする各種の事業を展
開することにより、本市の特色ある文化資源である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拠点施設として(仮称)岩槻人形会館を整備します。

前年度予算額

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 生活文化施設費 一般財源 48,417

予算額 48,417

30,718

31,280 24,965

<継続費>

23
24
計

事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

0

43,000

年度

17,200 0 0
25,800 0 0

43,000 0 0 0

25,800
0 17,200
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（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

　各友好都市で開催されるお祭り等のイベントに参加し

友好都市との交流を深める。

（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

　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)　ホテル南郷の管理運営等

　(2)　新治ファミリーランドの管理運営等

　(3)　見沼ヘルシーランドの管理運営等

64,811

6,064

＜事業の目的・内容＞

　本市の国内友好都市(南会津町、南魚沼市、鴨川市、みなかみ町)と市民参加に
よるイベントや、｢うらわまつり｣｢農業祭｣｢区民まつり｣などにおける物産品の販
売等により各分野での多様な交流の推進を図ります。

総務費 総務管理費 市民保養施設費

事務事業名 保養施設管理運営事業

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

事務事業名 国内交流推進事業 予算額 2,169

市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

予算書Ｐ. 一般財源 2,169総務費 総務管理費 市民保養施設費

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 224,382

　市民の健康の増進及びレクリエーションの促進、また市民の健康の維持・増進
を図ることを目的とすると共に、その管理運営を指定管理者が行います。

増減 △ 59,646 

161,040

諸収入 92

予算額

一般財源

使用料及び手数料 3,604

局/部/課

164,736

前年度予算額 2,170

増減 △ 1 

79,776
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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　六日町山の家施設の管理運営

　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修繕等を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 -

＜主な事業＞

１　駒場スタジアムリニューアルオープン記念イベント ３　ＮＡＣＫ５スタジアム大宮改修事業

　開催業務 　ＮＡＣＫ５スタジアム大宮において、Ｊリーグクラブ

　陸上競技場、サッカー場として多くの市民に親しまれ ライセンス制度の実施に伴い、施設基準(観客席の椅子

てきた駒場運動公園陸上競技場の改修工事の完了にあわ 席10,000席以上、記者席80席以上)を満たすために必要

せたオープニング記念イベントを開催する。 な席の増設を行う。

２　さいたま市スポーツ振興審議会の開催

　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。

＜事業の目的・内容＞

  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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 22,228

事務事業名 スポーツ企画事業 予算額 22,228

前年度予算額 94,655

増減 △ 21,448 

増減 20,960 

前年度予算額 1,268

予算額 73,207

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/六日町山の家

事務事業名 六日町山の家管理運営事業

予算書Ｐ. 総務費 総務管理費 市民保養施設費

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 107

　六日町山の家施設の管理運営及び、市民の保養並びにレクリエーションの場と
してのサービス提供を行います。また、イベントを企画し実施いたします。

一般財源 73,062

使用料及び手数料 38
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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  

　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。

　[参考]

　　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

　　　・さいたま市高校選抜サッカー選手団海外派遣

　　　・サッカー指導者講習会

　　　・軟式野球教室

　　　・浦和レッズレリーフの設置

　　　・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。

前年度予算額 40,000

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　本市のＰＲやサッカーのまちづくりを一層推進するため、海外の強豪クラブ
チームを招聘した国際親善試合を開催します。ワールドカップ開催等により海外
強豪クラブの招聘が困難な年度については、市民参加型となる、浦和レッズ・大
宮アルディージャ戦等を開催します。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 40,000

事務事業名 さいたまシティカップ開催事業 予算額 40,000

前年度予算額 7,615

増減 △ 397 

＜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、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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 7,218

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 7,218

7,200

40,000

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

平成22年度さいたまシティカップ

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
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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　さいたまスポーツセミナーの開催      　

　(財)さいたま市体育協会と連携し、産学官の資源・財

産を融合させ、スポーツに関する理論と実践・競技力向

上・健康増進のためのセミナーを開催する。

２　スポーツリーダーズ・クリニックの開催  

　大学や民間企業、競技団体等の協力を得て、指導者資

質の向上を図るための実技講習会を開催する。

（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]

　親子や友達など多世代にわたり、気軽に身近なスポー 　　市全体の整備予定箇所数

ツを楽しむことができる広場の整備を行う。 　　　・未利用地を活用した多目的広場の整備

　[スポーツ企画課分] 　　　　 H23(4か所)　　H24(7か所)

　　・委託料 　　　・都市公園内のグラウンド等の個人への開放

　　・工事(4か所) 　　　　 H23(16公園)

　　　　北区奈良町90-11 　　　・民有地を活用した多目的広場の整備

　　　　北区日進町3-120 　　　　 H23(1か所)

　　　　中央区本町東4-608-1 　　　・公園内の一角にスポーツもできる広場を整備

　　　　岩槻区本町4-2442-2 　　　　 H23(3か所)　　H24(5か所)

　　　・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(2か所)

事務事業名 多目的広場整備事業

＜事業の目的・内容＞

243

81,428

3,378

＜事業の目的・内容＞

75,450

160,500

増減 △ 79,072 

市債 36,500

　市有未利用地、市有農業施設、民有地、大学施設などを活用した、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。

一般財源 20,754

前年度予算額

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 国庫支出金 24,174

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算額 81,428

前年度予算額 649

増減 △ 256 

　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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 393

事務事業名 産学官連携スポーツ振興事業 予算額 393

150
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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

‐

＜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。

（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。

前年度予算額 2,693

増減 5,348 

＜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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 8,041

280 

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 8,041

　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
理運営の補助金交付します。

前年度予算額 14,325

増減

財産収入 54

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 14,551

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

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 14,605

-128-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

89 2款 2項 2目 15款

16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。

　(1)　浦和駒場体育館

　(2)　大宮体育館

　(3)　与野体育館

　(4)　浦和西体育館

　(5)　記念総合体育館

（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。

前年度予算額 58,060

増減 △ 1,640 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 56,222

　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
設備、管理運営の充実に向けた、きめ細かな点検、修繕等を行います。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 使用料及び手数料 198

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 56,420

前年度予算額 420,535

増減 △ 45,953 

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 3,971

　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
設備、管理運営の充実に向けた、きめ細かな点検、修繕等を行います。

一般財源 369,907

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ企画課

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費 使用料及び手数料 704

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 374,582
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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　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

　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。

7,024

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費

1,499

6,178

65,718

283

　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。 前年度予算額 87,939

増減 △ 5,815 

財産収入 2,403

一般財源 79,721

予算額 82,124

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

8,991

事務事業名 生涯スポーツ振興事業

9,460

前年度予算額 166,323

増減 △ 145,872 

＜事業の目的・内容＞

　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。

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. 総務費 企画費 スポーツ企画費 一般財源 20,451

事務事業名 学校体育施設開放事業 予算額 20,451
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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　フルマラソン開催影響調査

　開催事業 　フルマラソンを開催した際の経済波及効果及び市民生

　市民が友好都市である南会津町の豊かな自然の中を、 活等への影響を調査する。

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。

さいたまシティマラソン

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

91 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。

全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会

1,350

5,000

△ 1,000 

＜事業の目的・内容＞

　地域再生に向けた取り組みとして、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。

増減

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. 総務費 企画費 スポーツ企画費 諸収入 4,000

事務事業名 各種競技大会事業 予算額 4,000

　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。

前年度予算額 73,670

増減 2,680 

一般財源 76,350

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 総務費 企画費 スポーツ企画費

予算額 76,350

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 スポーツイベント事業
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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

-

＜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 ２　市民活動推進委員会の運営

　市民活動及び協働の推進に関する必要な事項の調査審

　地域の課題を解決するための市民活動に対する基金を 議や、マッチングファンド事業の審査等を行うための市

活用した助成事業の実施 民活動推進委員会の開催

　[参考] ３　｢新しい公共｣に関する意識啓発

　市民を対象とした｢新しい公共｣に関するフォーラムの

開催及び職員を対象とした協働に関する研修の実施

４　ＮＰＯ法人の認証等事務の実施

  ＮＰＯ法人の認証及び認定並びに法人への指導監督

等、所轄庁としての事務の実施

（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を指定管理者と協働管理運

営を行う。

前年度予算額 23,491

財産収入 3

予算額 26,420

寄附金

予算書Ｐ. 総務費 企画費 市民活動推進費

　市民の資源と市の一般財源を原資とする基金を活用し、市民活動に対して助成
するマッチングファンド制度による助成事業を実施します。また、本市の市民活
動のあり方等についての市長の諮問を協議するために、市民活動推進委員会を開
催するとともに｢新しい公共｣の意識啓発のためのフォーラムや協働の促進のため
の職員研修を行います。さらに、ＮＰＯ法人の所轄庁として認証等の事務を行い
ます。

繰入金 10,250

一般財源 11,917

増減

市民活動推進費 使用料及び手数料 1,250

予算額 58,128

　市民活動の支援及びその活性化を図ることを目的に、指定管理者制度により市
民活動サポートセンターの管理運営を実施します。

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 204

予算書Ｐ. 総務費 企画費

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市民活動支援室

事務事業名 市民活動サポートセンター管理運営事業

△ 121 

一般財源

前年度予算額 58,249

増減

56,674

＜事業の目的・内容＞

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市民活動支援室

事務事業名 市民活動等支援事業

1,345

833

2,929 

20,745

2,059

4,250

マッチングファンド一般助成事業(平成23年度実績)

(1)地域観光活性化を主目的とするレンタサイクル事業
(2)さいたまパパ・スクール　第2期
(3)青少年のコミュニケーション能力育成と居場所づくり
(4)見沼たんぼの自然観察及び調査
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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等に伴うシステム改修 ３　コンビニエンスストアでの各種証明書の発行事業

　

　外国人住民を住民基本台帳の適用対象とする等の改正 　平成24年11月を目途に、コンビニエンスストアにある

を行う、住民基本台帳法の改正法が平成24年7月までに キオスク端末を使って、住民票の写し等の各種証明書を

施行予定であることから、住民基本台帳システム他関係 発行できるようにする。また、利用促進に向け、住民基

システムについて法改正に対応するための改修を行う。 本台帳カードの普及策を講じる。

２　除籍簿等電算化事業 ４　(仮称)郵送センターの開設

　現在、紙のまま保存されている除籍簿等を電子データ 　10区区民課において、区ごとに受付及び交付していた

化し、システムから証明発行できるよう、セットアップ 各種証明書の郵送による請求を、(仮称)郵送センターに

を行う。 集約し、一括して事務を行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

93 2款 4項 1目 -

＜主な事業＞

１　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、街区案内板及び電柱や壁  

面等に設置している街区表示板に、汚れや破損等が発生  

した場合、交換や修復を行う。  

 

 

 

　

45,235

8,265

予算書Ｐ.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

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.

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

予算額 508,290

使用料及び手数料 235,359

国庫支出金 31,698

県支出金 300

＜事業の目的・内容＞

240,920

諸収入 13

一般財源

　行政サービスの基礎となる戸籍、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。

前年度予算額 500,504

増減 7,786 

予算額 9,001

99,562

＜事業の目的・内容＞

総務費 戸籍住民基本台帳費

32,119

戸籍住民基本台帳費

事務事業名 住居表示事業

一般財源 9,001

増減 △ 26,848 

　住所の表示を土地の地番を利用したものから、地番と切り離したわかりやすい
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、その手続きを行
います。

前年度予算額 35,849
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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　各区役所及び公共施設に計16台設置している証明書  

　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　南区役所移転に伴い、自動交付機監視装置の移設・  

　設定を行う。

（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、通信を行うことで各種証明書を発行する。  

 

２　南区役所移転に伴い、行政ＦＡＸの移設・設置を行  

　う。

　自動交付機の維持管理経費です。

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 郵便局証明書等発行事務事業

予算書Ｐ.

9,478

630

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 自動交付機維持管理事業

予算書Ｐ.

予算額 10,108

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

一般財源 10,108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 9,877

増減 231 

予算額 10,785

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

一般財源 10,785

11,854

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 1,069 

　郵便局株式会社との協定により、さいたま市内72郵便局に住民票などの証明書
発行事務を委託し、これをもって市民サービスの向上を目指すものです。

前年度予算額

10,659

126
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 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及び施設 　

の保守や修繕等を行う。

２　市民の窓口の設置　

　岩槻駅前に移転した岩槻区保健センターの元の建物を 　

活用し、平成24年5月に市民の窓口を設置する。 　

　

 

　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 1目

＜主な事業＞

１　中央区役所耐震化事業 ４　太陽光発電設備設置事業

　中央区役所(本館)の耐震改修工事を実施する。 　見沼区役所・緑区役所に太陽光発電設備を設置する。

２　見沼区役所駐輪場整備事業 ５　区役所窓口の休日開設(通年実施)

　見沼区役所庁舎西側に駐輪場を整備する。 　平成24年5月から、原則毎月最終日曜日に、区役所窓

口を開設する。繁忙期(4月と3月)は、月2回開設する。

３　南区役所庁舎移転事業 　・4月　第1土曜日・第1日曜日

　南区役所庁舎を武蔵浦和駅第1街区内に建設される 　・3月　最終土曜日・最終日曜日

公益施設棟へ移転する。

　・庁舎移転業務

　・旧庁舎解体費用等

総務費 区政振興費 区政総務費

事務事業名 区役所管理事業

予算書Ｐ.

事務事業名 支所等管理運営事業 予算額 111,533

予算書Ｐ. 使用料及び手数料 108,292総務費 戸籍住民基本台帳費 支所費

諸収入 943

一般財源 2,298

前年度予算額 126,713

増減 △ 15,180 

予算額 1,932,552

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

3,241,955

＜事業の目的・内容＞

増減 △1,309,403

　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。

前年度予算額

1,920

＜事業の目的・内容＞

　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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

109,613

314,928

20,969

85,660

332,940

15款

16款

18款

22款

23款

‐

市債 317,300

一般財源 1,477,937

財産収入 687

諸収入 43,517

使用料及び手数料 6,512

国庫支出金 86,599
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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・内部環境監査員養成研修・内部環境監査員

フォローアップ研修などの各種研修を行い、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 2目 ‐

＜主な事業＞

１　区民満足度アップ経費

　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

＜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。

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 区まちづくり推進事業

予算書Ｐ.

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 1,831

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 1,831総務費 区政振興費 区政総務費

前年度予算額 4,561

増減 △ 2,730 

予算額 190,000

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

一般財源 190,000

＜事業の目的・内容＞

1,831

190,000

増減 △ 4,110 

　区民会議等との連携を図り、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。

前年度予算額 194,110
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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　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・Ｊリーグチーム練習場活用事業

　・子育てしやすいまちづくり推進事業

　・健康増進コーナー設置事業

　・アジサイ写真展の開催

　・花と緑のまちづくり推進事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費 　・ヒヤリハットマップ作成事業

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・大宮アルディージャ区民感謝デー参加事業

　・北区の花デザインニューシャトル車体広告掲載事業

　・花と緑のまちづくり推進事業

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 北区まちづくり推進事業

予算書Ｐ.

4,352

事務事業名 西区まちづくり推進事業 予算額 163,669

局/部/課 西区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 一般財源 163,669総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

予算額 195,055

局/部/課 北区役所/区民生活部/総務課

一般財源 195,055

208,319

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 13,264 

　区民会議等との連携を図り、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。

前年度予算額

135,989

23,328

前年度予算額 170,836

増減 △ 7,167 

5,855 173,920

15,280

【子育てしやすいまちづくり推進事業】

【北区民まつり】

-137-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

95 2款 5項 2目 22款

‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・大宮区公共サイン整備事業

　・大宮二十景啓発事業

　・花と緑のまちづくり推進事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・コミュニティバスの有効活用事業

　・見沼区の花絵画展

　・花と緑のまちづくり推進事業

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 見沼区まちづくり推進事業

予算書Ｐ.

24,532

事務事業名 大宮区まちづくり推進事業 予算額 127,413

局/部/課 大宮区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 諸収入 302総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

一般財源 127,111

予算額 166,675

局/部/課 見沼区役所/区民生活部/総務課

一般財源 166,675

187,488

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 20,813 

　区民会議等との連携を図り、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。

前年度予算額

5,119 97,762

前年度予算額 137,178

増減 △ 9,765 

4,618 149,673

12,384

【大宮二十景啓発事業】

【見沼区ふれあいフェア(小中学生絵画展)】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・バラのまち中央区アートフェスタ事業

　・アートストリート事業

　・花づくり事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・子育て支援ネットワーク会議推進事業

　・区民ふれあいコンサート事業

　・区民ふれあいまつり事業

　・埼玉大学との交流事業

　・桜区サクラソウ講習会

　・花と緑ふれあい事業

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 桜区まちづくり推進事業

予算書Ｐ.

31,054

事務事業名 中央区まちづくり推進事業 予算額 135,389

局/部/課 中央区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 一般財源 135,389総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

予算額 135,937

局/部/課 桜区役所/区民生活部/総務課

＜事業の目的・内容＞

一般財源 135,937

前年度予算額 145,124

増減 △ 9,187 

　区民会議等との連携を図り、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。

3,413 100,922

前年度予算額 144,288

増減 △ 8,899 

4,386 111,027

20,524

【バラのまち中央区アートフェスタ事業(蔵のまちコンサート)】

【桜区ロビーコンサート(埼玉大学生によるアカペラライブ)】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費 　・ヒヤリハットマップ通学路点検に基づく交通安全

　　対策事業

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・区作品展事業

　・浦和区健康まつり事業

　・防犯のまちづくり推進事業

　・浦和区の花デザインＰＲ事業

　・花とみどりの豊かなまちづくり推進事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・区の花を活かしたまちづくり事業

　・花と緑のまちづくり推進事業

△ 9,011 

　区民会議等との連携を図り、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。

増減

一般財源 199,326

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 208,337

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

事務事業名 南区まちづくり推進事業

区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名 浦和区まちづくり推進事業 予算額 149,861

局/部/課 浦和区役所/区民生活部/総務課

予算書Ｐ. 一般財源 149,861総務費

予算書Ｐ. 総務費 区政振興費 区民まちづくり推進費

局/部/課 南区役所/区民生活部/総務課

前年度予算額 160,388

増減 △ 10,527 

25,692

予算額 199,326

5,137 119,032

6,310 172,674

20,342

【健康まつり】

【南区ふるさとふれあいフェア】
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・緑区の花・木・鳥展

　・花と緑のまちづくり推進事業

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

97 2款 5項 2目 ‐

＜主な事業＞

１　まちづくり基本経費 ３　区民満足度アップ経費

　区民会議、市民活動ネットワークや区長マニフェスト 　道路、交通安全施設の緊急修繕等に要する経費

策定等に要する経費

２　まちづくり事業経費

　区民と協働して行う特色ある事業に要する経費

　・区民まつり事業

　・まちかど雛めぐり事業

　・ひなまつりふれあいコンサート事業

　・城下町岩槻歴史散策事業

　・花と緑のまちづくり推進事業

前年度予算額 199,203

増減 △ 11,583 

局/部/課 岩槻区役所/区民生活部/総務課

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 187,620

事務事業名 岩槻区まちづくり推進事業 予算額 187,620

前年度予算額 176,428

増減 △ 11,074 

局/部/課 緑区役所/区民生活部/総務課

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 165,354

事務事業名 緑区まちづくり推進事業 予算額 165,354

5,716 140,398

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

19,240

5,406 164,272

17,942

＜事業の目的・内容＞

　区民会議等との連携を図り、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。

【緑区かかしランド】

【ひなまつりふれあいコンサート】
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