
スポーツ文化局　平成２９年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

少子高齢社会の到来、価値観の変容と多様化、地域のつながりの希薄化、国際化

の進展等、本市を取り巻く環境が急激に変化し、多くの課題を抱える現代社会にお

いては、市民の健康増進や生きがいづくりに貢献し、地域に深い絆を形成すること

にも寄与するスポーツと文化芸術の果たす役割が、ますます重要なものとなってい

ます。

平成28年8月、9月に行われたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに

おける日本選手の活躍により、平成32年の東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催に向けて、国内のスポーツに対する機運が高まっており、また、平成28

年9月から12月にかけて、本市において初めての国際芸術祭「さいたまトリエン

ナーレ２０１６」を開催し、市内において文化芸術に親しみやすい環境を創出しま

した。

こうした背景のもと、スポーツ環境を整備することや、地域の文化資源を活用す

ること等により、市民がスポーツや文化芸術に親しむ機会が増えることを通じて、

生活にゆとりと潤いをもたらし、地域に活力を生み出すことが求められています。

さらに、シンボリックな大会やイベントを開催することにより、国内外に向けて市

の魅力を発信し、地域経済の活性化にも寄与することで、スポーツや文化芸術を活

用した健康で心豊かな活力あるまちづくりを推進する必要があります。

（１）スポーツ環境の整備

市民が健康で心豊かな生活を送

ることができるよう、身近な場所

で気軽にスポーツを楽しむことが

できる多目的広場の整備や、体育

館、武道館の修繕等、スポーツ環

境の整備を進める必要があります。
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【市有未利用地を活用した多目的広場の整備数（累計）】
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（２）スポーツ実施率の向上

市民（成人）の週１回以上のス

ポーツ実施率をみると、右のグラ

フのとおり上昇していますが、本

市の数値目標（70％）には及ばな

い状況です。

平成32年の東京オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催が

近づくにつれて、スポーツへの関

心が高まりつつある中、スポーツ

環境の整備とともに、市民参加型

のスポーツイベントや教室等を開

催することで、市民の自主的なス

ポーツ参加を促す必要があります。
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（３）「スポーツのまち さいたま」の

実現

女子マラソン日本代表選考競技会

を兼ねる国際女子マラソンと、市民

参加のフルマラソン等を同時開催す

る「さいたま国際マラソン」や、世

界最高峰の自転車競技大会「ツール

・ド・フランス」の名を冠したレー

スの開催など、大規模スポーツイベ

ントを開催することにより、スポー

ツの振興はもとより、地域経済の活

性化を図り、「スポーツのまち さ

いたま」の実現に向けて、国内外に

アピールする必要があります。 【さいたま国際マラソン】

【ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム】

（４）文化芸術都市の創造
「生き生きと心豊かに暮らせる文

化芸術都市」を創造するために、
「文化芸術都市創造計画」（平成26
年3月策定）に基づく各種施策を総合
的かつ計画的に実施する必要があり
ます。

（５）人形文化の振興

本市の特色ある地域資源である人

形を活用し、人形文化の振興を図る

とともに、観光振興等にも寄与する

ため、人形文化の拠点施設として

（仮称）岩槻人形博物館の整備を進

める必要があります。

【大宮盆栽美術館】

【(仮称)岩槻人形博物館 外観イメージ】

【文化芸術都市創造計画】

（６）盆栽文化の振興

本市の特色ある地域資源である盆

栽を活用し、盆栽文化の振興を図る

とともに、観光振興等への寄与、さ

いたま国際盆栽アカデミー事業のた

め、大宮盆栽美術館の運営の充実を

図る必要があります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）スポーツ・レクリエーション活動の場の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

1 総振多目的広場整備事業 16,045 27,304 市有未利用地を活用したスポーツもできる多

創生〔スポーツ振興課〕 (6,145) (9,804) 目的広場を整備

2 体育館管理運営事業 390,722 449,251 利用者が安全で使いやすい体育館になるよう

〔スポーツ振興課〕 (346,130) (402,671) 管理運営を実施

3 総振学校体育施設開放事業 15,397 17,208 市立小・中学校の体育施設を学校教育に支障

創生〔スポーツ振興課〕 (15,397) (17,208) のない範囲で希望団体に開放

（２）スポーツに親しむことができるよう、多彩なプログラムを提供します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

4 さいたま市・南会津町 1,745 1,745 世代・地域を越えた交流及び健康・体力づく

たていわ親善ツーデー (1,745) (1,745) りを図るために、友好都市である南会津町と

マーチ事業 の親善事業として開催

〔スポーツ振興課〕

5 総振さいたまシティカップ 40,000 0 海外強豪クラブを招へいし、本市をホームタ

開催事業 (40,000) (0) ウンとする浦和レッズまたは大宮アルディー

〔スポーツ振興課〕 ジャとの国際親善試合を開催

6 総振スポーツコミッション 53,187 38,974 全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援や

成長推進事業 (53,187) (38,974) ウォーキング大会の開催等を実施する「さい

創生〔スポーツ振興課〕 たまスポーツコミッション」を支援

スポーツ環境を整備することや、地域の文化資源を活用すること等により、市民がス
ポーツや文化芸術に親しむ機会を増やすとともに、シンボリックな大会やイベントを開催
することで、都市としての魅力を高め、地域経済の活性化にも取り組むことにより、健康
で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現と、「生き生きと心豊かに暮らせる文化
芸術都市」の創造を目指します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）大規模イベントの開催により、健康で活力ある「スポーツのまち　さいたま」を目指し

　　ます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

7 総振さいたま国際マラソン 270,264 280,264 フルマラソンを中心とした市民マラソンとオ

成長開催事業 (270,264) (280,264) リンピック等の女子マラソン代表選考レース

創生〔スポーツイベント を併せた「さいたま国際マラソン」を開催

課〕 し、市民のスポーツに対する意欲・関心を高

めるとともに本市の都市イメージを国内外に

発信

（４）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

9 文化芸術都市創造補助 28,441 37,524 文化団体等が主体的に行う文化芸術活動を促

金等の交付 (28,441) (37,524) 進するための補助金等を交付

〔文化振興課〕

10 ジュニアソロコンテス 2,043 1,808 公益財団法人さいたま市文化振興事業団と連

トの実施 (2,043) (1,808) 携し、小学生及び中学生を対象とした、管楽

〔文化振興課〕 器・打楽器・コントラバスの独奏コンテスト

を実施

（５）さいたま市の地域資源である人形を活用した施設の整備を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

11 総振（仮称）岩槻人形博物 257,546 91,423 本市の特色ある人形文化の振興を図るため、

成長館整備事業 (85,246) (87,423) 日本人形を中心とした展示や講座などを実施

〔文化施設建設準備 するとともに、観光振興等にも寄与するため

室〕 （仮称）岩槻人形博物館を整備

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（６）さいたま市の地域資源である盆栽を活用した施設の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 29年度 28年度 説明

12 総振大宮盆栽美術館管理運 124,549 142,594 盆栽その他の盆栽文化の資料等収集、情報発

成長営事業 (92,899) (116,283) 信を行うとともに、盆栽文化の振興・活用及

創生〔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

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業

-122-



３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

スポーツ振
興課

さいたま市スポーツ
アドバイザーの活動
の見直し

平成27年度の実績を基に、スポーツアドバイザーの
活動を見直すことで、予算額を縮小する。

△ 120

スポーツ振
興課

総合型地域スポーツ
クラブリーフレット
作成の見直し

総合型地域スポーツクラブＰＲ支援の一つとして、
市内小学校児童・保護者に対する一斉ＰＲに取り組
んだ結果、周知を図ることができたため、予算額を
縮小する。

△ 300

大宮盆栽美
術館

広報物等の印刷部数
の見直し

観覧券やミュージアムガイド、及びクリアファイル
などのミュージアムグッズの印刷部数について、平
成27年度の実績を基に見直しを行い、予算額を縮小
する。

△ 1,591

大宮盆栽美
術館

通信運搬費の見直し
平成27年度実績を基に、郵便料金及び切手購入費の
見直しを行い、予算額を縮小する。

△ 400
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 85 19款

-

＜主な事業＞

１ 28,441 ４ 19,469 

２ 4,585 

３ 2,043 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 85 19款

＜主な事業＞

１ 679 [参考] 基金構造イメージ

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 670,819 

増減

679 予算額文化芸術都市創造基金積立金

　公益財団法人さいたま市文化振興事業団との連携により、小
学生及び中学生を対象とした管楽器・打楽器・コントラバスの
独奏コンテストを実施します。

前年度予算額

財産収入 150 

一般財源 54,388 

その他文化芸術都市創造補助金等の交付

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

　文化団体等が主体的に行う文化芸術活動を促進するための
「文化芸術都市創造補助金」や、「第１６回さいたま市美術展覧
会」の開催に向けた実行委員会への負担金等を交付します。

　アート作品の管理、市内の事業所へアーティストを派遣し市
民等の創造活動を支援する「アーティスト・オン・サイト」事業、
「さいたま市民文芸」の発刊や市民ギャラリーの貸出し、鉄道の
まち大宮鉄道ふれあいフェアへの参加協力等を実施します。

事務事業名

名曲コンサート・プライマリーコンサート

ジュニアソロコンテスト

文化芸術都市創造事業 予算額 54,538 

　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。

事務事業名

＜事業の目的・内容＞

スポーツ文化局/文化部/文化振興課 局/部/課

△ 616,281 

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

款/項/目

101,202 

増減 △ 100,523 

2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費

文化芸術都市創造基金への積立て
　文化芸術都市創造に関する寄附金の受入れ及び、本基金を
金融機関に預け入れることにより生じた預金利子を積み立てま
す。

　文化芸術都市創造の取組を安定的かつ継続的に進めるため、市民や企業等からの寄
附金等の受け皿となる基金に積立てを行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 16款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 565,214 ４ 3,201 

２ 8,556 

３ 49,155 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 16款

19款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 542,160 

２ 1,002,642 

３ 1,220 

75,356 

　文化センター外壁及び舞台機構改修等に関する設計、市民
会館うらわターボ冷凍機修繕及び市民会館いわつき非常照明
用直流電源装置更新修繕を行います。また、各施設におい
て、緊急修繕が発生した際に迅速に対応します。

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 1,546,022 
局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

　プラザイーストの中規模修繕工事を行います。
　また、各施設において、緊急修繕が発生した際に迅速に対
応します。

備品購入
　利用者の利便性の向上のため、液晶プロジェクターやホワイ
トボードなどの必要な備品を購入します。

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を実施
します。

　利用者の利便性の向上のため、平台や電動スクリーンなどの
必要な備品を購入します。

市民会館おおみや管理運営実施計画策定等

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 12,175 

　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。

諸収入 6,058 

＜特記事項＞

　プラザイーストの中規模修繕工事を実施します。 前年度予算額 593,958 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額

備品購入等

3,771 

市債 18,700 

一般財源 585,422 

施設修繕等事業

952,064 

施設管理運営事業

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

626,126 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 2,546 

　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。

繰入金 248,039 

諸収入 2,319 

市債 744,000 

一般財源 473,762 

増減

2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料

　大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業
による施設建築物への機能移転を予定している市民会館おお
みやに係る管理運営実施計画を策定します。

施設管理運営事業

前年度予算額 597,290 

増減 28,836 

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を実施
します。

施設修繕等事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 19款

21款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 56,913 

２ 112,764 

３ 100

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 19款

-

＜主な事業＞

１ 12,259 

２ 5,465 

３ 2,284 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 財産収入 201 

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を実施
します。

施設修繕等事業
　氷川の杜文化館の中規模修繕工事を行います。

備品購入

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 20,008 

　氷川の杜文化館の中規模修繕工事を実施します。 前年度予算額 57,190 

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

諸収入 54 

市債 84,400 

一般財源

増減 112,587 

施設管理運営事業

56,899 

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 28,223 

＜特記事項＞

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 169,777 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 財産収入 650 

　利用者の利便性の向上のため、備品としてマイクを購入しま
す。

前年度予算額 16,940 

増減 3,068 

施設管理運営事業

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 19,358 

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

　利用者が安心安全かつ快適に利用できるよう、適切な管理運
営を行います。

展示事業
　北沢楽天ほかの作品を展示する収蔵品展や、現代漫画作品
を紹介する企画漫画展を開催します。

公募漫画作品展の開催、漫画講座の開催
　公募漫画作品展（「北沢楽天漫画大賞」）や、子どもを対象と
した漫画講座（「漫画教室」）を行い、漫画文化体験の機会を提
供していくことで次代の漫画文化の担い手を育成します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 569,756 ４ 71,104 

２ 338,636 

３ 2,268 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 21款

24款

-

＜主な事業＞

１ 233,942 [参考]

２ 7,472 

３ 16,132 

プラザノース管理運営事業 予算額 981,764 
局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 57,979 

前年度予算額 892,369 

増減 89,395 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課文化施設建設準備室

　ＰＦＩ事業契約により、平成20年度から平成34年度までの15年
間割賦で施設の設計及び建設費を支出します。

維持管理運営モニタリング支援事業
　ＰＦＩ事業契約に基づき、外部機関によるモニタリングを実施し
ます。

事務事業名 （仮称）岩槻人形博物館整備事業 予算額 257,546 

施設管理運営事業 その他

＜事業の目的・内容＞

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 繰入金 2,000 

＜事業の目的・内容＞

財産収入 389 

　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。

諸収入 5,442 

一般財源 917,954 

市債 170,300 

事務事業名

　指定管理者による施設の管理運営及び各種文化事業を実施
します。

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

サービス購入料

85,246 

　人形をはじめとした所蔵資料の調査、修復、保存管理、広報
掲載用や資料台帳・データベース用の写真撮影等を実施しま
す。また、収蔵品管理台帳システムの整備を行います。

所蔵品展の開催及び開館準備その他
　（仮称）岩槻人形博物館の広報・ＰＲ活動の一環として、所蔵
品展の開催及び開館準備のための業務を実施します。

　「人形のまち」として知られる岩槻で、育まれ受け継がれてきた伝統ある人形文化の振興
を図るため、人と人形の歴史を調査・研究し、その成果を展示等を通じて広く公開すること
で、人々の人形への親しみを醸成し、人形文化を未来へと継承し、魅力ある資源である人
形文化の拠点施設を整備します。

一般財源

所蔵資料の管理

＜特記事項＞

　（仮称）岩槻人形博物館について、DB方式（設計施工一括発注方式）により整備を進
め、建物の建設工事を開始します。

前年度予算額 91,423 

増減 166,123 

施設整備の実施
　ＤＢ事業（実施設計＋建設工事）、展示実施設計等を実施し
ます。

(仮称)岩槻人形博物館 外観イメージ
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 32,015 [参考]

２ 27,960 

３ 64,574 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 21款

-

＜主な事業＞

１ ４ 1,745 

２ ５ 3,900

３ 38,444 ６ 125

＜特記事項＞

諸収入 6,480 

一般財源 92,899 

　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大宮盆栽美
術館の管理・運営を行うとともに、平成29年4月に本市で開催する世界盆栽大会を記念し
た特別展の開催と、さいたま国際盆栽アカデミーを開講し、盆栽文化の振興を図ります。

繰入金 3,000 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/大宮盆栽美術館

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 使用料及び手数料 12,473 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 9,697 

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 124,549 

　世界盆栽大会記念特別展の開催、及び、さいたま国際盆栽アカデミーを開講します。 前年度予算額 142,594 

増減 △ 18,045 

　特別展、企画展及び盆栽講座などを実施します。また、盆栽
や盆栽文化に関する資料等を収集し、国内外に向けて発信
し、世界に誇る盆栽の名品にふれあう機会を提供するほか、盆
栽文化を学ぶさいたま国際盆栽アカデミーを開講します。

　美術館の基本的な運営事項について審議・助言を得る運営
委員会の開催、観覧券やミュージアムガイドなどの印刷、情報
機器などの賃借、受付業務などの施設運営を行います。

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、
盆栽展示環境の維持などの施設維持管理を行います。

特別展や企画展、盆栽講座などの実施

施設の管理運営

　さいたま市スポーツ振興まちづくり計画の進行管理及び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各種事業を行います。

事務事業名 スポーツ企画事業 予算額 51,600 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 繰入金 3,900 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 47,700 

　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します。

　世代・地域を越えた交流及び健康・体力づくりを図るため、友
好都市である南会津町において、2日間にわたるハイキング等
を開催します。

（仮称）さいたまスポーツシューレ構想の策定 オリンピック・パラリンピック強化指定選手奨励金交付事業

　本市のスポーツの拠点として、新たな交流創出に貢献する施
設となる「（仮称）さいたまスポーツシューレ」の整備に向けて、
「（仮称）さいたまスポーツシューレ構想」を策定します。

　本市のスポーツ振興及びスポーツに関する市民意識の醸成
を図るため、本市在住のオリンピック・パラリンピック強化指定選
手等に対し奨励金を交付します。

大宮けんぽグラウンド活用事業 高齢者健康スポーツ教室の開催
　市民がスポーツをする環境をより充実させるための民間施設
の活用方策の一つとして、大宮けんぽグラウンド（西区二ツ宮）
の空区画を借り上げ、市民利用のほか、イベントや大会等を開
催することにより、市民スポーツの振興を図ります。

　生涯スポーツの振興を図るため、大学や民間企業等の資源・
財産等を活用した、産学官連携による高齢者向けの健康ス
ポーツ教室を開催します。

＜特記事項＞

　平成29年度から大宮けんぽグラウンド活用事業を開始し、更なる市民スポーツの振興を
図ります。

前年度予算額 10,502 

増減 41,098 

さいたま市スポーツ振興審議会の開催その他 さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ事業

「盆栽ワークショップ」開催風景
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 -

＜主な事業＞

１ 7,000 [参考]

２ 44 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 24款

-

＜主な事業＞

１ 14,742 [参考]市有未利用地等を活用した多目的広場の整備数

２ 1,303 

三角公園前ひろば（岩槻区）

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 6,145 

　市が所有する未利用地等を活用した「スポーツもできる多目的広場」を整備することによ
り、身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる機会を増やします。また、「ス
ポーツもできる多目的広場整備事業ガイドライン」に基づき、管理運営団体とともに目的の
達成に向けた管理運営を実施します。

　市が所有する未利用地等を活用した「スポーツもできる多目
的広場」を整備することにより、キャッチボールやドッジボール
など、誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる機会を増やし
ます。

　　　　(H28年度末15か所)

27,304 

増減 △ 11,259 

多目的広場の整備

＜事業の目的・内容＞

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

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 7,044 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 7,044 

前年度予算額 7,023 

増減 21 

サッカーのまちづくり推進事業

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 市債

　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、サッ
カーのまちづくり推進協議会へ補助金を交付し、高校選抜サッ
カー選手団海外派遣、浦和レッズ・大宮アルディージャレリー
フの設置、サッカー指導者講習会等を実施します。

その他
　Ｊリーグチームのホームタウンである自治体等との連絡調整を
図るため、Ｊリーグ関係自治体等連絡協議会に出席します。

予算額 16,045 

9,900 

事務事業名 多目的広場整備事業

前年度予算額

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

大宮アルディージャレリーフ

（大宮駅東口高島屋前）

浦和レッズレリーフ

（浦和駅西口伊勢丹前）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 19款

-

＜主な事業＞

１ 370 [参考]

２ 11,035 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 91 19款

-

＜主な事業＞

１ 9,911 [参考]　臨時グラウンド一覧表

予算額

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 11,331 

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
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

11,405 

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

　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。

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

前年度予算額 12,088 

増減 △ 683 

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

八王子スポーツ施設管理運営

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 9,902 

　市が管理する未利用地等を暫定的に活用して、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。

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 9,911 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 9 

　多くの市民が安全で安心な臨時グラウンドを利用できるよう、
定期的な現地の確認と除草、清掃等を実施します。
・田島臨時グラウンド　外8か所

前年度予算額 9,229 

増減 682 

臨時グラウンドの管理運営

番号 名称 所在地

1 田島臨時グラウンド 桜区田島10-1855

2 美園臨時グラウンド 緑区大門2822-1

3 長宮臨時グラウンド 岩槻区長宮26

4 上野臨時テニスコート 岩槻区上野38-2

5 本宿臨時テニスコート 岩槻区本宿184

6 江川グラウンドゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

7 江川ターゲットバードゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

8 西原運動広場 岩槻区西原3955

9 北宿ゲートボール場 緑区大字三室字北宿2368-1 ほか

八王子スポーツ施設

番号 名称 所在地

1 田島臨時グラウンド 桜区田島10-1855

2 美園臨時グラウンド 緑区大門2822-1

3 長宮臨時グラウンド 岩槻区長宮26

4 上野臨時テニスコート 岩槻区上野38-2

5 本宿臨時テニスコート 岩槻区本宿184

6 江川グラウンドゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

7 江川ターゲットバードゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

8 西原運動広場 岩槻区西原3955

9 北宿ゲートボール場 緑区大字三室字北宿2368-1 ほか

八王子スポーツ施設
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 16款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 390,722 [参考]　体育館の指定管理者一覧

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 47,078 [参考]　大宮武道館の指定管理者

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 13,707 

　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。

諸収入 1 

市債 30,500 

一般財源 346,130 

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 390,722 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 使用料及び手数料 384 

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

　　（指定管理期間：平成26年4月1日から平成30年3月31日）

前年度予算額 449,251 

増減 △ 58,529 

体育館の管理運営

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 1,506 

　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。

諸収入 1 

一般財源 45,376 

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 47,078 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 使用料及び手数料 195 

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

　　（指定管理期間：平成26年4月1日から平成30年3月31日）

前年度予算額 53,697 

増減 △ 6,619 

大宮武道館の管理運営

大宮武道館

施設名 指定管理者

浦和駒場体育館 埼玉シミズ・浦和スポーツクラブ JV

大宮体育館 株式会社日産クリエイティブサービス

与野体育館
住友不動産建物サービス・住友不動産エスフォル
タ・毎日興業共同事業体

浦和西体育館 埼玉シミズ・レッズランド JV

記念総合体育館
住友不動産建物サービス・住友不動産エスフォル
タ・毎日興業共同事業体

施設名 指定管理者

大宮武道館
毎日興業株式会社・特定非営利活動法人さいたまス
ポーツクラブ共同事業体
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 9,597 

２ 5,800 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 19款

21款

-

＜主な事業＞

１ 7,573 ４ 2,227 

２ 1,491 ５ 64,567 

３ 6,500 ６ 246 

＜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。
　また、老朽化が進む既存施設の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行います。

事務事業名 学校体育施設開放事業 予算額 15,397 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 15,397 

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

既存施設の維持管理
　既存施設の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行いま
す。

前年度予算額 17,208 

増減 △ 1,811 

学校体育施設開放運営委員会の運営

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 980 

　生涯スポーツの振興を図るため、各種事業の実施・奨励、団体の育成及びその資質の
向上に向けた取組、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。

一般財源 79,221 

事務事業名 生涯スポーツ振興事業 予算額 82,604 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入 2,403 

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

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

体育賞表彰事業 各スポーツ団体への補助事業
　本市を拠点に活動し優秀な成績を収めた選手、スポーツ振
興に功績のあった者を表彰します。

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

市民体育大会・シニアスポーツ大会開催事業 その他
　広く市民がスポーツに親しみ、理解を深め、健康増進を図る
ことを目的に各種目の大会を開催します。

　大会出場のため表敬に訪れた選手に対し、記念品等を授与
します。

前年度予算額 78,194 

増減 4,410 

スポーツ推進委員活動事業 総合型地域スポーツクラブ支援事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 19款

＜主な事業＞

１ 98

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 53,187

＜特記事項＞

　スポーツコミッション事業に係る（公社）さいたま観光国際協会への補助対象経費を観光
団体運営補助事業より移管しました。

前年度予算額 38,974

増減 14,213 

スポーツコミッション事業
　スポーツを通じた交流人口を増やし、スポーツ振興と地域経
済の活性化を図るため、大規模なスポーツ大会等の誘致支援
や「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」を開催します。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 53,187

＜事業の目的・内容＞

スポーツコミッション推進事業 予算額 53,187事務事業名

前年度予算額

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 財産収入

事務事業名 スポーツ振興基金積立金 予算額 98 
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 

98 

＜事業の目的・内容＞

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

　全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援を行うとともに、自主企画のイベントの開催
等を実施する「さいたまスポーツコミッション」を支援します。

98 

増減 0 

スポーツ振興基金への積立て
　スポーツ振興に関する施策の推進に係る寄附金等を受け入
れるとともに、本基金を金融機関に預け入れることにより生じた
預金利子を積み立てます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 40,000

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 270,000 

２ 264 

　さいたまスーパーアリーナや駒場運動公園を主会場として、
市内幹線道路などをコースに、市民マラソンや国際女子マラソ
ンを開催します。

　さいたま国際マラソン開催事業に係る旅費や消耗品費などの
事務処理経費を支出します。

　さいたまシティカップ開催に係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します。

さいたま国際マラソン開催事業 予算額 270,264 

　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて、フルマラソンを中心とした市民マラソンとオ
リンピック等の女子マラソン代表選考レースを併せた「さいたま国際マラソン」を開催し、市
民のスポーツに対する意欲・関心を高めるとともに本市の都市イメージを国内外に発信し
ます。

増減

事務処理経費

△ 10,000 

さいたま国際マラソン開催事業

事務事業名

前年度予算額

＜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、海外の
強豪クラブチームを招き、本市をホームタウンとするＪリーグチームとの対戦による国際親善
試合「さいたまシティカップ」を開催します。

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 270,264 

＜事業の目的・内容＞

[参考]

280,264 

事務事業名 さいたまシティカップ開催事業 予算額 40,000
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 40,000

前年度予算額 0

増減 皆増 

さいたまシティカップの開催

（代表チャレンジャーの部）

（親子ランの部）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 4,000 

4,000 予算額国際自転車競技大会民間移行推進事業事務事業名

＜事業の目的・内容＞

4,000 一般財源2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費款/項/目

スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課局/部/課

　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて開催している自転車を活用したまちづくりの
シンボルとなる国際自転車競技大会「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」について、
平成３１年度以降の大会実施主体を民間へ移行するための検討を行います。

　国際自転車競技大会「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウ
ム」について、平成３１年度以降の大会実施主体を民間へ移行
するための検討を行います。

国際自転車競技大会民間移行推進事業

皆増 増減

0 前年度予算額
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