
（６）スポーツ文化局
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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. 87

予算書Ｐ. 87

事務事業名 文化芸術都市創造事業 予算額 54,538 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 670,819 

増減 △ 616,281 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 82,315 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 54,538 

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 文化芸術都市創造基金積立金 予算額 679 

　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。

市長 54,538 

査定区分 C

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 679 

　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。

市長 679 

査定区分 E

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 100,879 

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 626,126 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 101,202 

増減 △ 100,523 

査定の考え方 実施時期等を精査しました。

前年度予算額 597,290 

増減 28,836 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 2,275,267 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 627,009 

査定の考え方 実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

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 

　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。

市長 627,009 

査定区分 E

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 1,546,553 

　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。

市長 1,546,553 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 1,585,823 

前年度予算額 593,958 

増減 952,064 

査定の考え方 実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

〔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. 87

予算書Ｐ. 87

予算書Ｐ. 87

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 169,777 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 57,190 

増減 112,587 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 170,056 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 170,056 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 20,008 

　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。

市長 170,056 

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 20,008 

　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。

市長 20,008 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 20,980 

事務事業名 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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 16,940 

増減 3,068 

査定の考え方 実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

前年度予算額 892,369 

増減 89,395 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 981,764 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 981,764 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 （仮称）岩槻人形博物館整備事業 予算額 257,546 

　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。

市長 981,764 

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 258,124 

　「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。

市長 258,124 

査定区分 B

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 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 273,248 

前年度予算額 91,423 

増減 166,123 

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。

〔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. 91

予算書Ｐ. 91

予算書Ｐ. 91

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 124,549 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/大宮盆栽美術館 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 142,594 

増減 △ 18,045 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 要求 155,584 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 124,549 

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 スポーツ企画事業 予算額 51,600 

　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。

市長 124,549 

査定区分 B

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 60,424 

　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。

市長 60,424 

査定区分 E

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 642,163 

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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 10,502 

増減 41,098 

査定の考え方 事業手法、実施時期等事業内容を精査しました。

前年度予算額 7,023 

増減 21 

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

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 7,044 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 多目的広場整備事業 予算額 16,045 

　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。

市長 7,044 

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 16,045 

　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。

市長 16,045 

査定区分 D

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 33,262 

前年度予算額 27,304 

増減 △ 11,259 

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. 91

予算書Ｐ. 91

予算書Ｐ. 93

予算書Ｐ. 93

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 11,405 

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 12,088 

増減 △ 683 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 11,405 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 11,405 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 9,911 

　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。

市長 11,405 

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 9,911 

　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。

市長 9,911 

査定区分 A

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 9,911 

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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 9,229 

増減 682 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

前年度予算額 449,251 

増減 △ 58,529 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 505,710 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 390,722 

査定の考え方 実施時期・箇所等事業内容を精査しました。

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 47,078 

　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。

市長 390,722 

査定区分 C

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 47,078 

　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。

市長 47,078 

査定区分 C

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 63,710 

前年度予算額 53,697 

増減 △ 6,619 

査定の考え方 実施時期等を精査しました。

〔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

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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 17,208 

増減 △ 1,811 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 17,297 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 15,397 

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 生涯スポーツ振興事業 予算額 82,604 

　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。

市長 15,397 

査定区分 B

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 82,604 

　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。

市長 82,604 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 92,205 

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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 78,194 

増減 4,410 

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。

前年度予算額 98 

増減 0 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 10,119 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 98 

査定の考え方 実施時期等を精査しました。

事務事業名 スポーツコミッション推進事業 予算額 53,187 

　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。

市長 98 

査定区分 E

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 32,094 

　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。

市長 32,094 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/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 35,574 

前年度予算額 38,974 

増減 14,213 

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. -

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 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 0 

増減 皆増 

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

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 40,000 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 さいたま国際マラソン開催事業 予算額 270,264 

　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。

市長 40,000 

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 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。

市長 270,264 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課 〔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 280,264 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 273,980 

前年度予算額 280,264 

増減 △ 10,000 

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 所管局の要求どおり計上しました。

事務事業名 国際自転車競技大会開催事業 予算額 0 

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課 〔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 283,980 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 273,980 

　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて、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」の開催経費を補助し、
本市のスポーツ振興や地域経済の活性化を図るとともに都市イメージを国内外に発信しま
す。

市長 273,980 

査定区分 B

財政局長 273,980 

市長

前年度予算額 285,740 

増減 △ 285,740 

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。また、予算計上時期を精査しました。

補正予算書Ｐ.11

＜補正の目的・内容＞
　２０１７ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの開催にあたり、必要となる経費について
補正を行うものです。

＜事業の目的・内容＞
　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて、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」の開催経費を補助し、
本市のスポーツ振興や地域経済の活性化を図るとともに都市イメージを国内外に発信しま
す。

273,980 

査定区分 A

補正前予算額 －

事務事業名 国際自転車競技大会開催事業 補正額 273,980 

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課 〔要求と査定経過〕

〔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

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課 〔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 5,000 

事務事業名 国際自転車競技大会民間移行推進事業 予算額 4,000 

前年度予算額 0 

増減 皆増 

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。

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 4,000 

　「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。

市長 4,000 

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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