
（６）スポーツ文化局
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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. 89

予算書Ｐ. 89

前年度予算額 1,546,022 

増減 △ 927,378 

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 プラザイースト外１施設管理運営事業 予算額 618,644 

714,189 

査定区分 D

618,644 

　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 618,644 

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 628,642 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 626,126 

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 1,229,742 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 714,189 

　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

増減 88,063 

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。

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 714,189 

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 679 

増減 △ 247 

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。

事務事業名 文化芸術都市創造基金積立金 予算額 432 

77,032 

査定区分 B

432 

　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 432 

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 100,432 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

事務事業名 文化芸術都市創造事業 予算額 77,032 

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 54,538 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 91,005 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 77,032 

　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

増減 22,494 

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. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

予算書Ｐ. 89

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。

事務事業名 文化施設整備事業 予算額 4,071,925 

894,676 

査定区分 B

4,071,925 

　耐震対策、バリアフリー対応、老朽化といった課題を抱える市民会館うらわ及
び市民会館おおみやを浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業及び大宮駅
東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業として建設される複合ビルにそ
れぞれ機能移転し、リニューアルを図るものです。

市長 4,071,925 

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 4,085,887 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 981,764 

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 897,362 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 894,676 

　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

増減 △ 87,088 

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 プラザノース管理運営事業 予算額 894,676 

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 20,008 

増減 △ 3,890 

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 漫画会館管理運営事業 予算額 16,118 

58,324 

査定区分 A

16,118 

　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 16,118 

査定区分 C

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 21,544 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 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 要求 58,324 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 58,324 

　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

増減 △ 111,453 

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 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 58,324 

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〕

〔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. 93

予算書Ｐ. 93

前年度予算額 7,044 

増減 13 

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 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 7,057 

24,765 

査定区分 C

7,057 

　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 7,057 

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 7,407 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 3,623 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 35,280 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 25,997 

　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

増減 12,842 

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。

事務事業名 スポーツ企画事業 予算額 16,465 

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 124,549 

増減 △ 12,059 

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 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 112,490 

1,212,947 

査定区分 C

112,490 

　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、盆栽文化を学ぶさいた
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 112,490 

査定区分 B

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〕

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 129,346 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 257,546 

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 1,802,681 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 1,212,947 

　「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

増減 955,401 

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。

事務事業名 （仮称）岩槻人形博物館整備事業 予算額 1,212,947 

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課岩槻人形博物館開設準備室 〔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。

-45-



（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. 95

前年度予算額 390,722 

増減 △ 36,112 

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 体育館管理運営事業 予算額 354,610 

10,802 

査定区分 B

356,819 

　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 354,610 

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 435,754 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 15,713 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 10,804 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 10,802 

　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

増減 360 

査定の考え方 所要額を精査しました。

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 16,073 

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 11,405 

増減 174 

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 大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業 予算額 11,579 

7,224 

査定区分 E

11,579 

　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 11,579 

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 11,579 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 16,045 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 71,198 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 7,224 

　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

増減 △ 8,821 

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。

事務事業名 多目的広場整備事業 予算額 7,224 

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〕

〔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. 95

前年度予算額 98 

増減 941 

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 スポーツ振興基金積立金 予算額 1,039 

85,108 

査定区分 B

1,039 

　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 1,039 

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 1,089 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 88,249 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 90,320 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 85,108 

　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

増減 △ 3,141 

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 85,108 

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 15,397 

増減 △ 1,767 

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 学校体育施設開放事業 予算額 13,630 

41,514 

査定区分 B

13,630 

　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、老朽化が進む既存設備の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行いま
す。

市長 13,630 

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 13,630 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 47,078 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 44,754 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 41,514 

　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

増減 △ 5,564 

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 武道館管理運営事業 予算額 41,514 

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〕

〔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. 95

前年度予算額 270,264 

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。

事務事業名 さいたま国際マラソン開催事業 予算額 260,264 

12,543 

査定区分 A

260,264 

　「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 260,264 

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 260,344 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 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 12,543 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 12,543 

　平成31年9月に日本で開催されるラグビーワールドカップ2019 大会において、
公認チームキャンプ地として、世界のトップチームを受け入れることにより、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り、本市の都市イ
メージを国内外に発信します。

市長

増減 皆増 

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 ラグビーワールドカップキャンプ地整備事業 予算額 12,543 

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 42,332 

増減 13,182 

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。

事務事業名 スポーツシューレ等施設整備事業 予算額 55,514 

83,193 

査定区分 C

55,514 

　市民の体力向上及び健康増進を図り、気軽にスポーツを楽しむことのできるス
ポーツ施設を拡充し、新たな交流を創出するスポーツ拠点を整備するとともに、
東京２０２０大会への気運醸成を図ります。

市長 55,514 

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 60,604 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 56,036 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 104,312 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 83,193 

　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。
　また、「さいたまスポーツコミッション」を法人化し、更なる活動の充実・体
制の強化を図ります。

市長

増減 29,902 

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 スポーツコミッション推進事業 予算額 85,938 

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〕

〔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款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 19,378 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 4,000 

増減 12,588 

査定の考え方 実施期間等事業内容を精査しました。

16,588 

　「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団体等へ移行
するための検討を行います。

市長 16,588 

査定区分 B

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 16,588 

273,980 

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〕

前年度予算額 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 274,073 

＜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

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。

事務事業名 国際自転車競技大会開催事業 予算額 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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