
（６）市民・スポーツ文化局 
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 79

予算書Ｐ. 81

予算書Ｐ. 81

予算書Ｐ. 83

　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。

32,566 

前年度予算額 32,728 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 B

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額

市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

市長

査定区分 B

32,624 

30,445 防犯対策事業 予算額事務事業名

30,445 

30,445 

増減 △ 2,179 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 32,685 

前年度予算額 18,394 

増減 △ 5,955 

事務事業名 男女共同参画推進センター等管理運営事業 予算額 32,566 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

款/項/目

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」や「第３次さいたま市男女共同参画のまち
づくりプラン」に基づき、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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

2款 総務費/1項 総務管理費/10目 男女共同参画推進費 33,107 

＜事業の目的・内容＞ 32,566 

事務事業名 住民相談事業 予算額 23,894 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 B

　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。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/6目 広報広聴費 24,077 

＜事業の目的・内容＞ 23,894 

23,894 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 C

前年度予算額 23,472 

増減 422 

事務事業名 男女共同参画推進事業 予算額 12,439 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/男女共同参画課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/10目 男女共同参画推進費 16,063 

＜事業の目的・内容＞ 12,439 

12,439 

増減 △ 162 

局/部/課

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

査定区分 B

査定の考え方

款/項/目

既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

コムナーレ管理運営調整事業

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

予算額 181,726 

前年度予算額

2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費

181,726 

181,469 

増減 257 

要求

財政局長

市長

＜事業の目的・内容＞ 181,726 

185,307 

市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課

1,934,602 

増減

前年度予算額 1,224,199 

増減 22,258 

2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費

増減 545,816 

予算額 1,932,714 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　「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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

事務事業名

前年度予算額 1,386,898 

36,965 

430,290 

1,305,953 

＜事業の目的・内容＞ 1,246,457 

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 予算額 1,246,457 

B

局/部/課

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

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

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費

前年度予算額 393,143 

市長

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

1,932,714 

1,932,714 

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

款/項/目

　浦和美園駅周辺では、集合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。

1,246,457 

査定区分 B

＜事業の目的・内容＞

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 446,119 

430,290 

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 予算額 430,108 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長＜事業の目的・内容＞

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

638 市長

〔要求と査定経過〕

要求

事務事業名 交通安全推進事業 予算額 79,796 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

<特記事項>
　文化芸術都市の創造に関する施策を総合的に推進するため、従来の「文化行政推進
事業」、「文化芸術振興事業」、「鉄道文化振興事業」を統合しました。

57,728 　市民からの消費生活相談に適切に対応するため、研修参加による消費生活相談員の
資質の向上、弁護士など専門家の意見を取り入れた消費生活相談の充実を図ります。ま
た、増加傾向にある高齢者の被害への対応をはじめ、受講者特性に合わせた消費生活
講座・セミナーや、消費者団体と協働した事業を開催するなど、消費者教育・消費者啓発
を推進します。

57,728 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 658 

＜事業の目的・内容＞ 638 

査定区分 B

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 B

79,796 

前年度予算額 71,576 

増減 8,220 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/12目 交通安全費 81,404 

＜事業の目的・内容＞ 79,796 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

財政局長

市長

査定区分 B

　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の普及を図ります。

前年度予算額 953 

局/部/課

前年度予算額 55,248 

増減 39,464 

94,712 

款/項/目

市民・スポーツ文化局/市民生活部/消費生活総合センター 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 65,285 

＜事業の目的・内容＞

△ 5,673 

事務事業名

前年度予算額 63,401 

増減

638 事務事業名

消費者行政推進事業 予算額 57,728 

局/部/課

2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 110,623 

事務事業名 文化芸術都市創造事業 予算額 94,712 

文化財産等取得基金積立金 予算額

財政局長

市長

査定区分 B

〔要求と査定経過〕

要求

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課 

＜事業の目的・内容＞

増減 △ 315 

102,577 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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積立てを行いま
す。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 83

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

予算額 11,394 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

款/項/目

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 637,853 

局/部/課

市長

査定区分 D

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　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、文化センター、市民会館うらわ、市民会館おおみや、市民会館いわつきについて、
指定管理者制度による管理運営を行います。

前年度予算額 591,483 

増減 46,370 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長 11,394 

査定区分 A

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

　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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 1,493,749 

＜事業の目的・内容＞ 637,853 

637,853 

△ 46,098 

2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 11,394 

＜事業の目的・内容＞ 11,394 

前年度予算額 57,492 

増減

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 A

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

　違法駐車等防止条例に基づき、諮問に応じて協議会を開催するとともに、交通安全
キャンペーンなどにおいて、違法駐車防止の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

事務事業名 違法駐車防止対策事業 予算額 454 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/12目 交通安全費 454 

＜事業の目的・内容＞ 454 

454 

査定区分 B

前年度予算額 674 

増減 △ 220 

市長 1,328,434 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/交通防犯課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/12目 交通安全費 1,605,710 

＜事業の目的・内容＞ 1,328,434 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

前年度予算額 1,005,636 

増減 192,151 

　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。

事務事業名 交通安全施設設置及び維持管理事業 予算額 1,197,787 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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、恭慶館及び氷川の杜文化館について、指定管理者制度による管理運営を行いま
す。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 C

　漫画会館について、適切な管理運営を行うとともに、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、保管及び管理を行います。
　また、企画漫画展、市民漫画展、漫画教室等を通じて、漫画文化の振興を図り、市民
文化の発展に寄与することを目的とします。

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 15,489 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 23,578 

48,925 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 4,591 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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、指定管理者制度による管理運営を行い
ます。

＜事業の目的・内容＞ 15,489 

15,489 

前年度予算額 15,101 

増減 388 

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

前年度予算額 4,536 

増減 △ 270 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　市民の憩い及び相互の交流の場を提供するため、盆栽四季の家について、適切な管
理運営を行います。

〔要求と査定経過〕

要求

前年度予算額 47,480 

増減 1,445 

事務事業名 恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業 予算額 48,925 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 48,899 

＜事業の目的・内容＞ 48,925 財政局長

市長

査定区分 A

査定区分 B

前年度予算額 547,571 

増減 52,137 

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 599,708 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 614,560 

＜事業の目的・内容＞ 599,708 

599,708 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 B

〔要求と査定経過〕

要求

＜事業の目的・内容＞ 4,266 

4,266 

財政局長

市長

事務事業名 盆栽四季の家管理運営事業 予算額 4,266 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 85

予算書Ｐ. 87

財政局長

市長

査定区分 A

　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。

款/項/目

＜事業の目的・内容＞ 107,678 

107,678 

△ 1,388 

＜事業の目的・内容＞

事務事業名

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

財政局長

市長

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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、展示会や講座を数多く開催することで、盆栽文化を国内外に発信すると同時に、
盆栽の楽しみ方や技を広く紹介します。また、大宮盆栽村の拠点施設でもある盆栽美術
館の管理・運営を行うとともに、平成29年に本市での開催が決定した世界盆栽大会に向
けて、広く情報を発信します。

〔要求と査定経過〕

事務事業名 国内交流推進事業 予算額 2,166 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/15目 市民保養施設費 2,166 要求

増減

2,166 

2,166 

前年度予算額 2,159 

増減 7 

2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 538,218 

＜事業の目的・内容＞ 23,308 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

前年度予算額 24,696 

増減

前年度予算額 101,305 

6,373 

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 107,678 

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

款/項/目

市長 23,308 

査定区分 E

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　本市の特色ある人形文化の振興を図るため、日本人形を中心とした展示や講座などを
実施するとともに、観光振興等にも寄与する(仮称)岩槻人形会館を整備します。

〔要求と査定経過〕

要求2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 131,958 

事務事業名 プラザノース管理運営事業 予算額 870,800 

査定区分 B

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長 870,800 　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事業契約に基づく指定管理者により管理運営を行いま
す。

前年度予算額 855,418 

増減

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 873,187 

＜事業の目的・内容＞ 870,800 

15,382 

（仮称）岩槻人形会館整備事業 予算額 23,308 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 87

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. -

1,398 

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

2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

〔要求と査定経過〕

要求

前年度予算額 7,299 

増減 9,576 

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 16,875 

局/部/課

市長 1,398 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　さいたま市スポーツ振興まちづくり計画に基づく事業を実施します。また、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調査検討を進めます。

事務事業名 スポーツ企画事業 予算額

事務事業名 保養施設管理運営事業 予算額 192,987 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/市民生活部/市民総務課 〔要求と査定経過〕

＜事業の目的・内容＞ 1,398 財政局長

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/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 17,275 

＜事業の目的・内容＞ 16,875 

16,875 

前年度予算額 1,744 

増減 △ 346 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/15目 市民保養施設費 207,898 

＜事業の目的・内容＞ 192,987 

要求

財政局長

1,722 

市長 192,987 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

査定の考え方 予算化を見送りました。

款/項/目

前年度予算額 197,932 

増減 △ 4,945 

　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。

事務事業名 さいたまシティカップ開催事業 予算額 0 

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 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 80,000 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 0 

市長 0 

査定区分 E

前年度予算額 40,700 

増減 △ 40,700 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

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

348 

前年度予算額 8,267 

増減 △ 1,178 

7,089 

C

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　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。

市長

査定区分

前年度予算額 11,812 

増減 △ 182 

　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 大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業 予算額 11,630 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 12,020 

＜事業の目的・内容＞ 11,630 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長 11,630 

査定区分

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

B

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 7,089 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 9,533 

＜事業の目的・内容＞ 7,089 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

　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。

前年度予算額 23,942 

増減 △ 8,005 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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、誰もが気軽にスポーツができる機会を増やします。

事務事業名 多目的広場整備事業 予算額 15,937 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 18,653 

＜事業の目的・内容＞ 15,937 

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

348 

市長 15,937 

査定区分 B

要求

財政局長

市長

査定区分 A

前年度予算額 336 

増減 12 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 348 

＜事業の目的・内容＞ 348 

〔要求と査定経過〕

事務事業名 産学官連携スポーツ振興事業 予算額

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 527,689 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 558,288 

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 48,300 

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額

前年度予算額 75,010 

増減 △ 55,887 

　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、既存の夜間照明設備を中心に開放施設のメンテナンス、修繕を行っています。

査定区分

前年度予算額 79,368 

増減 △ 2,142 

事務事業名 生涯スポーツ振興事業 予算額 77,226 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 78,321 

＜事業の目的・内容＞ 77,226 

77,226 

B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分

＜事業の目的・内容＞ 19,123 

19,123 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

＜事業の目的・内容＞ 48,300 

48,300 

査定区分 C

B

527,689 

527,689 

〔要求と査定経過〕

要求

48,300 

財政局長

市長　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。

前年度予算額 515,016 

増減 12,673 

増減 0 

要求

財政局長

市長

事務事業名 学校体育施設開放事業 予算額 19,123 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 19,160 

〔要求と査定経過〕

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 65,168 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 91

予算書Ｐ. 91

前年度予算額

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

前年度予算額 87,580 

増減 △ 6,190 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/3目 市民活動推進費 59,377 

＜事業の目的・内容＞ 58,548 

58,548 

要求

財政局長

市長

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　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 

増減 720 

前年度予算額 22,421 

増減 △ 1,349 

予算額 58,548 

＜事業の目的・内容＞ 4,000 

4,000 

査定区分 A

B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

　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。

事務事業名 市民活動等支援事業 予算額 21,072 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/3目 市民活動推進費 24,322 

＜事業の目的・内容＞ 21,072 

21,072 

事務事業名 市民活動サポートセンター管理運営事業

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

4,000 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 4,000 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

査定区分

前年度予算額 4,000 

増減 0 

　地域再生に向けた取組として、小学生～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。

事務事業名 各種競技大会事業 予算額

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

事務事業名 スポーツイベント事業 予算額 81,390 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 82,839 

＜事業の目的・内容＞ 81,390 

81,390 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 93

予算書Ｐ. 93

予算書Ｐ. 93

予算書Ｐ. 93

C

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　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。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長 25,632 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

　日本郵便株式会社との協定により、さいたま市内の27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。

400,699 

前年度予算額

郵便局証明書等発行事務事業

増減 △ 3,677 

事務事業名

25,632 

28,330 

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

前年度予算額 29,309 

前年度予算額 29,059 

増減 △ 2,004 

査定区分

事務事業名 自動交付機維持管理事業 予算額 27,055 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/4項 戸籍住民基本台帳費/1目 戸籍住民基本台帳費 41,760 

＜事業の目的・内容＞

予算額 25,632 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/4項 戸籍住民基本台帳費/1目 戸籍住民基本台帳費 25,854 

＜事業の目的・内容＞

21,883 

事務事業名 住居表示事業 予算額 9,147 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/4項 戸籍住民基本台帳費/1目 戸籍住民基本台帳費 87,480 

＜事業の目的・内容＞ 9,603 

前年度予算額 472,431 

増減 △ 71,732 

〔要求と査定経過〕

要求

増減 △ 12,736 

査定区分 E

28,330 

査定区分 B

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長 9,603 　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
示に切り替えるとともに、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。

財政局長

市長　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。

事務事業名 戸籍住民基本台帳事務事業 予算額 400,699 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/4項 戸籍住民基本台帳費/1目 戸籍住民基本台帳費 409,251 

＜事業の目的・内容＞ 400,699 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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（一般会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 95

予算書Ｐ. 95

予算書Ｐ. 95

予算書Ｐ. 97

D

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　区役所窓口総合サービスの向上を図ることにより、市民満足度を高めます。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

前年度予算額

〔要求と査定経過〕

増減 6,404 

査定区分

査定区分

6,320 

事務事業名 区まちづくり推進事業 予算額 12,724 

査定区分

前年度予算額 20,030 

増減

479,175 

＜事業の目的・内容＞ 391,508 

391,508 

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

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

〔要求と査定経過〕

要求

款/項/目

市長 12,724 

前年度予算額 805,688 

増減 △ 802,712 

D

査定の考え方 事業手法、実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

　大宮区役所庁舎については、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、
整備に必要な業務を実施します。

〔要求と査定経過〕

要求

財政局長

市長

＜事業の目的・内容＞ 164,694 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/2目 区民まちづくり推進費 21,880 

＜事業の目的・内容＞ 12,724 

要求

財政局長

B

371,478 

　旧岩槻区役所庁舎は、耐震性に劣る建物であり平成24年1月の移転以降閉鎖されてい
る状況であるため、速やかに解体し、安全面の確保を図ります。

事務事業名 区役所管理事業 予算額 391,508 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費

財政局長

市長

事務事業名 支所等管理運営事業 予算額 164,442 

局/部/課 市民・スポーツ文化局/区政推進室

款/項/目 2款 総務費/4項 戸籍住民基本台帳費/2目 支所費 169,298 

2款 総務費/5項 区政振興費/1目 区政総務費 6,584 

＜事業の目的・内容＞ 2,976 

2,976 

査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

事務事業名 大宮区役所新庁舎整備事業 予算額 2,976 

前年度予算額 114,367 

増減 50,075 

　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。

164,694 市長

査定区分 B

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。
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