
スポーツ文化局　平成３０年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

少子高齢化の進行、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32年の東京２０２０大会の開催に向けて、国内のスポーツに対する気運が

高まっており、また、平成29年4月には、28年ぶりに世界盆栽大会が本市におい

て開催され、本市の特色ある地域の文化芸術資源である盆栽を国内外に対してア

ピールしました。

こうした背景のもと、スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術資源を

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等により、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。

（２）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

できる多目的広場や（仮称）さい

たまスポーツシューレの整備、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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（１）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。

東京２０２０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

「スポーツのまち さいたま」の実現

のため、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

転車ロードレース「ツール・ド・フラン

ス」の名を冠したイベントの開催など、

大規模スポーツイベントを開催すること

で、スポーツの振興はもとより、地域経

済の活性化を図る必要があります。

また、平成31年9月に開催されるラグ

ビーワールドカップ2019 大会に向け、

市民のスポーツに対する関心を高め、

「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ための整備を

進める必要があります。

さらに、「さいたまスポーツコミッシ

ョン」の活動の充実・体制の強化と、

「さいたまクリテリウム」の実施主体の

民間団体等への移行を進める必要があり

ます。

【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

施するとともに同計画の重点プロジェク

トであるさいたま国際芸術祭の2020年開

催に向けた準備を進める必要があります。

また、市民会館おおみやの機能移転を

実施し、文化会館機能、コミュニティ機

能等を備えた新たな施設の整備を進める

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、平成31年

度末の開館に向け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

めていく必要があります。 【(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】

【さいたま国際マラソン】
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【大宮盆栽美術館】

（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 30年度 29年度 説明

1 新規 女子スポーツ競技力向 700 0 市内の女子小・中学生を対象に、プロ・アマ

総振 上事業 (700) (0) トップスポーツチームの選手・コーチ等の指

成長 〔スポーツ振興課〕 導を受けられる機会を提供

創生

2 拡大 スポーツコミッション 85,938 56,036 全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援や

総振 推進事業 (85,938) (56,036) ウォーキングイベントの開催等を実施する

倍増 〔スポーツ振興課〕 「さいたまスポーツコミッション」を支援す

成長 るとともに、法人化を推進

創生

（２）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 30年度 29年度 説明

3 総振 多目的広場整備事業 7,224 16,045 市有未利用地を活用したスポーツもできる多

成長 〔スポーツ振興課〕 (7,219) (6,145) 目的広場（1か所）の整備に着手

創生

4 拡大 スポーツシューレ整備 4,963 3,888 新たな交流を創出するスポーツ拠点として

総振 事業 (4,963) (3,888) 「（仮称）さいたまスポーツシューレ」を開

成長 〔スポーツ振興課〕 設

創生

（３）大規模イベントの開催等により、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 30年度 29年度 説明

5 新規 ラグビーワールドカッ 12,543 0 練習グラウンドの芝等の整備及びゴールポス

総振 プキャンプ地整備事業 (12,543) (0) トの設置に係る費用の一部を補助

創生 〔スポーツ振興課〕

スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術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
催すること等により、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で、
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次期実施計画事業
 倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 30年度 29年度 説明

6 総振 さいたま国際マラソン 260,264 270,264 フルマラソンを中心とした市民マラソンとオ

創生 開催事業 (260,264) (270,264) リンピック等の女子マラソン代表選手選考レ

〔スポーツイベント ースを併せた「さいたま国際マラソン」を開

課〕 催

7 総振 国際自転車競技大会開 273,980 0 自転車を活用したまちづくりのシンボルとな

成長 催事業 (273,980) (0) る国際自転車競技大会｢ツール・ド・フラン

創生 〔スポーツイベント スさいたまクリテリウム｣の開催経費を補助

課〕

（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 30年度 29年度 説明

8 拡大 さいたま国際芸術祭開 21,400 0 さいたま国際芸術祭の開催（2020年予定）に

総振 催準備事業 (21,400) (0) 向けて、開催計画及び広報戦略の策定経費を

倍増 〔文化振興課〕 負担

成長

9 拡大 （仮称）市民会館おお 4,065,876 0 大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地

みや整備事業 (1,016,576) (0) 再開発事業に伴い、市民会館おおみやの機能

〔文化振興課〕 を移転し、文化会館機能・コミュニティ機能

等を備えた新たな施設を整備

（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 30年度 29年度 説明

10 拡大 （仮称）岩槻人形博物 1,212,947 257,546 本市の特色ある人形文化の振興を図るため、

総振 館整備事業 (202,647) (85,246) 日本人形を中心とした展示や講座などを実施

倍増 〔岩槻人形博物館開設 するとともに、観光振興等にも寄与するため

成長 準備室〕 （仮称）岩槻人形博物館を整備

（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 30年度 29年度 説明

11 総振 大宮盆栽美術館管理運 112,490 124,549 盆栽文化の振興・活用及び観光振興のための

倍増 営事業 (86,084) (92,899) 拠点施設として、盆栽及び盆栽文化に係る資

成長 〔大宮盆栽美術館〕 料等の収集・展示等施設の運営を行うととも

創生 に、さいたま国際盆栽アカデミーのコースを

拡充

〔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次期実施計画事業
 倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．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
一般事務・局内OA関係
消耗品費の縮小

近年の実績を勘案して、必要となる消耗品を精査し、予算額を
縮小する。

△ 101

スポーツ振興課 修繕費の縮小
近年の実績を勘案して、学校体育施設開放事業に係る設備修
繕について、予算額を縮小する。

△ 1,787

スポーツイベント
課

負担金の縮小 大会組織委員会への負担金の見直しにより予算額を縮小する。 △ 10,000

文化振興課 市民文芸報償費の縮小 委員謝礼について、近年の実績を勘案して、予算額を縮小する。 △ 5

文化振興課
寄附感謝状筆耕料の縮
小

寄附感謝状筆耕料について、過年度実績を勘案して、必要経費
を見直すことで、予算額を縮小する。

△ 18

文化振興課
審議会・意見交換会
会場使用料の縮小

会場として使用する部屋、駐車場使用料、会場使用機材等を
見直すことで、予算額を縮小する。

△ 98

文化振興課 印刷製本費の縮小
記録保存用写真プリント、イベント用チラシ等の印刷部数を見直
すことで、予算額を縮小する。

△ 221

文化振興課 通信運搬費の縮小
電話料、郵送料等の通信運搬費について、過年度実績を勘案
し必要経費を精査することで、予算額を縮小する。

△ 31

文化振興課 保険料の縮小
動産保険について、過年度実績から必要経費を見直すことで、予
算額を縮小する。

△ 21

岩槻人形博物
館開設準備室

印刷製本費の縮小
プレイベントのチラシ、ポスター等について、内容を見直すことで、印
刷に係る予算額を縮小する。

△ 552

岩槻人形博物
館開設準備室

報償費の縮小
開設準備委員会の開催時期等を見直すことにより予算額を縮小
する。

△ 132

岩槻人形博物
館開設準備室

消耗品の縮小
近年の実績を勘案して、必要となる消耗品を精査し、予算額を
縮小する。

△ 152

岩槻人形博物
館開設準備室

使用料の縮小
会場として使用する部屋、駐車場使用料、会場使用機材等を
見直すことで、予算額を縮小する。

△ 40

大宮盆栽美術
館

印刷製本費の縮小
美術館ＰＲ用のポスター、チラシの印刷部数等を見直すことで、予
算額を縮小する。

△ 572

大宮盆栽美術
館

光熱水費の縮小
近年の実績を勘案して、必要となる光熱水費を精査し、予算額
を縮小する。

△ 504

大宮盆栽美術
館

通信運搬費の縮小
近年の実績を勘案して、必要となる切手購入費等を精査し、予
算額を縮小する。

△ 128

大宮盆栽美術
館

手数料の縮小
近年の実績を勘案して、必要となる施設維持手数料等を精査
し、予算額を縮小する。

△ 135

大宮盆栽美術
館

委託料の縮小
盆栽管理業務委託につき、組織体制を強化することで、予算額
を縮小する。

△ 5,000

大宮盆栽美術
館

使用料の縮小
近年の実績を勘案して、周辺施設とのシャトルバス借上台数や借
用資料等を精査し、予算額を縮小する。

△ 1,621

大宮盆栽美術
館

賃借料の縮小 賃借する機器類を精査することで、予算額を縮小する。 △ 60
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 19款

-

＜主な事業＞

１ 30,601 ４ 2,043

２ 21,400 ５ 18,403

３ 4,585

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 19款

20款

＜主な事業＞

１ 432 [参考] 基金構造イメージ

 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)を開催し、小・中学校等においては、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。

文化芸術都市創造補助金等の交付 ジュニアソロコンテスト
 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17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。

 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。

さいたま国際芸術祭開催準備 その他

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3403、3406（一部）

 2020年春の「さいたま国際芸術祭」開催に向け、開催
計画及び広報戦略を策定します。

 アート作品の管理、事業所へアーティストを派遣し市
民等の活動を支援する「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、鉄道ふれあいフェアへの参加協力等を実施します。

名曲コンサート・プライマリーコンサート

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 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 財産収入 150

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 76,882

 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＞

 国際芸術祭の開催に向け、準備に着手しました。 前年度予算額 54,538

増減 22,494 

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/11目 自治振興費 財産収入

事務事業名 文化芸術都市創造基金積立金 予算額 432

前年度予算額 679

増減 △ 247 

332

＜事業の目的・内容＞ 寄附金 100

 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。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3404

文化芸術都市創造基金への積立て
 文化芸術都市創造事業に対して受け入れた寄附金や、
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. 89 16款

19款

23款

24款

-

＜主な事業＞

１ 566,189

２ 146,200

３ 1,800

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 583,367 ４ 16,909

２ 15,566

３ 2,802

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 3,239

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 714,189

前年度予算額 626,126

増減 88,063 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 10,194

 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 4,324

市債 105,900

一般財源 590,532

施設修繕等事業
 文化センター外壁改修工事及び昇降機改修工事を行い
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。

備品購入等

施設管理運営事業
 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。

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 91,920

 利用者の利便性の向上のため、長机やプロジェクター
などの必要な備品を購入します。

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 618,644

＜特記事項＞

 プラザイーストの中規模修繕工事が終了しました。 前年度予算額 1,546,022

増減 △ 927,378 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 5,647

 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。

諸収入 2,231

一般財源 518,846

施設修繕等事業
 プラザウエストの総合操作盤修繕及び操作用蓄電池交
換修繕を行います。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。

備品購入

施設管理運営事業 下水道事業受益者負担金
 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。

 プラザウエストを対象として下水道事業受益者負担金
を支出します。

 利用者の利便性の向上のため、長机やワイヤレスアン
プなどの必要な備品を購入します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 58,324 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 19款

-

＜主な事業＞

１ 7,513

２ 6,579

３ 2,026

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 349 

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 58,324

＜特記事項＞

 氷川の杜文化館の中規模修繕工事が終了しました。 前年度予算額 169,777

増減 △ 111,453 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 65 

 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。

一般財源 57,910 

施設管理運営事業
 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。

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 105

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 16,118

前年度予算額 20,008

増減 △ 3,890 

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 16,013

 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。

資料展示・デジタルアーカイブ化事業
 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。また、歴史・
文化的価値の高い楽天の漫画資料を活用するため、デジ
タルアーカイブ化を実施します。

公募漫画作品展の開催、漫画講座の開催

施設管理運営事業
 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。

 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. 89 16款

23款

-

＜主な事業＞

１ 484,450 ４ 68,897

２ 338,953

３ 2,376

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 24款

-

＜主な事業＞

１ 6,049

２ 4,065,876

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 59,777

事務事業名 プラザノース管理運営事業 予算額 894,676

前年度予算額 981,764

増減 △ 87,088 

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 5,812

 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。

一般財源 829,087

施設管理運営事業 その他
 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。

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 市債 3,049,300

 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 文化施設整備事業 予算額 4,071,925

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,022,625

 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。

サービス購入料
 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

公共床取得費
 大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事
業において建設される複合ビルに、市民会館おおみやを
機能移転させるための公共床取得費を支出します。

基本構想策定等
 再開発ビルに移転を予定している（仮称）市民会館う
らわの基本構想の策定を行います。

＜特記事項＞

 前年度の公共床取得費（市民会館おおみや）に係る予算については、補正予算
（第８号）に計上しています（1,324,508千円）。

前年度予算額 0

増減 皆増 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 21款

24款

-

＜主な事業＞

１ 1,182,331

２ 15,440

３ 15,176

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 89 16款

19款

21款

23款

-

＜主な事業＞

１ 30,948 ４ 10,956

２ 26,993

３ 43,593

展示会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
て展示会を開催するとともに、ロゴ制作等の開館準備業
務を実施します。

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

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＞ 市債 1,008,300

 「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 202,647

事務事業名 （仮称）岩槻人形博物館整備事業 予算額 1,212,947

＜特記事項＞

 （仮称）岩槻人形博物館の建設工事を引き続き行うとともに、展示製作を開始
します。

前年度予算額 257,546

増減 955,401 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3407

施設整備の実施 [参考]
 建設工事及び展示実施設計に基づく展示製作を実施し
ます。

所蔵資料の管理
 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。

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 112,490
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 12,100

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 6,809

 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。

繰入金 3,000

諸収入 4,497

一般財源 86,084

特別展や企画展、盆栽講座などの実施
 特別展、企画展及び盆栽講座などを実施します。ま
た、盆栽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触れる機会を提供します。

前年度予算額 124,549

増減 △ 12,059 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3408（一部）

施設の管理運営
 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。

 さいたま国際盆栽アカデミーの運営を行います。新た
に、在住外国人向け初級コース及び中級コースを開講
し、アカデミーの拡充を図ります。

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。

さいたま国際盆栽アカデミーの運営

(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. 93 -

＜主な事業＞

1 8,236 4 125

2 7,404

3 700

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 -

＜主な事業＞

１ 7,000 [参考]

２ 57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。

 女子スポーツの競技力向上のため、市内の女子小中学
生を対象として、プロ・アマトップスポーツチームの選
手・コーチ等から指導を受けられる機会を提供します。

 スポーツの振興に関する事項について調査・審議し、
これらの事項に関して建議します。

 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。

スポーツチーム連携地域経済等活性化事業

 地元のプロ・アマトップスポーツチームと連携した地
域経済等活性化事業として、2018FIFAワールドカップロ
シアの開催に伴い、パブリックビューイング等のイベン
トを実施します。

前年度予算額 7,044

増減 13 

7,057

＜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。

女子スポーツ競技力向上事業

 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。

＜特記事項＞

 大宮けんぽグラウンド活用事業外2事業に係る経費について、スポーツシューレ
等施設整備事業及び生涯スポーツ振興事業へ移管しました。

前年度予算額 3,623

増減 12,842 

さいたま市スポーツ振興審議会の開催その他 高齢者健康スポーツ教室

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3309（一部）、5109（一部）

事務事業名 スポーツ企画事業 予算額 16,465
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 16,465

＜事業の目的・内容＞

局/部/課

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

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 7,057

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3308、3309（一部）

サッカーのまちづくり推進事業
 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、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等
を実施します。

浦和レッズレリーフ

（浦和駅西口伊勢丹前）

大宮アルディージャレリーフ

（大宮駅東口髙島屋前）
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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 5,921 [参考]

２ 1,303

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 19款

-

＜主な事業＞

１ 394 [参考]

２ 11,185

16,045

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課

八王子スポーツ施設管理運営
 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。

5

＜事業の目的・内容＞

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

前年度予算額

事務事業名 多目的広場整備事業 予算額 7,224

前年度予算額 11,405

増減 174 

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。

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 11,508

 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。

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

増減 △ 8,821 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3302（一部）

多目的広場の整備
 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」1か所の整備のため、設計業務等を実施し
ます。

 

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。

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 71

一般財源 7,219

 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。

三角公園前ひろば（岩槻区小溝）

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 19款

-

＜主な事業＞

１ 16,073 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 16款

19款

23款

-

＜主な事業＞

１ 354,610 [参考] 

事務事業名 臨時グラウンド事業 予算額 16,073

＜特記事項＞

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

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 16,064

 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。

 田島臨時グラウンドに係る維持管理経費について、公有財産管理事業から移管
しました。

前年度予算額 15,713

増減 360 

臨時グラウンドの管理運営
 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7か所

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 354,610
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 377 

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 18,027 

 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 2 

一般財源 336,204 

前年度予算額 390,722 

増減 △ 36,112 

体育館の管理運営
 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

 

名称 所在地

田島臨時グラウンド 桜区田島10-1855

美園臨時グラウンド 緑区大門2822-1

長宮臨時グラウンド 岩槻区長宮26

上野臨時テニスコート 岩槻区上野38-2

本宿臨時テニスコート 岩槻区本宿184

江川グラウンド ゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

江川ターゲッ ト バード ゴルフ場 岩槻区岩槻6869-2

西原運動広場 岩槻区西原3955

臨時グラウンド一覧表

体育館の指定管理者

（指定管理期間:平成30年4月1日～平成35年3月31日）

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 日産・エヌテック共同事業体

与野体育館
ダンロップスポーツウェルネス・クリーン工房共同事
業体

浦和西体育館 埼玉シミズ・レッズランド共同事業体

サイデン化学アリーナ
（記念総合体育館）

スポーツのまち　さいたまパートナーズ
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 16款

19款

-

＜主な事業＞

１ 41,514 [参考] 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 9,617

２ 4,013

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

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 186 

＜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。

一般財源 39,822 

前年度予算額 47,078 

増減 △ 5,564 

大宮武道館の管理運営
 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。

 

事務事業名 学校体育施設開放事業 予算額 13,630
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 13,630

＜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、老朽化が進む既存設備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 15,397 

増減 △ 1,767 

学校体育施設開放運営委員会の運営
 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
 既存設備の安全面を重視したメンテナンス、修繕を行
います。

大宮武道館

大宮武道館の指定管理者
（指定管理期間：平成30年4月1日～平成35年3月31日）

施設名 指定管理者

大宮武道館 株式会社サイオー
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 19款

21款

-

＜主な事業＞

１ 5,474 ４ 364 

２ 1,582 ５ 64,084 

３ 6,700 ６ 6,904 

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 19款

20款

＜主な事業＞

１ 1,039

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3305（一部）

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。

 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。

前年度予算額 98

増減 941 

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 39

事務事業名 スポーツ振興基金積立金 予算額 1,039

＜事業の目的・内容＞ 寄附金 1,000

増減 △ 3,141 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞

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

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 3,602 

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 5,380 

3301、3305（一部）

 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 76,126 

 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。

 たていわ親善ツーデーマーチの開催や、国際大会で優
秀な成績を収めた選手へのスポーツ表彰、オリンピッ
ク・パラリンピック強化指定選手への奨励金等の交付な
どを行います。

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
 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

＜特記事項＞

 さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ事業外1事業に係る経費につ
いて、スポーツ企画事業から移管しました。

前年度予算額 88,249 
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 53,738

２ 32,200

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 4,963 ４ 16,000 

２ 34,505

３ 46

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

＜特記事項＞

 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。

＜事業の目的・内容＞

13,182 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3302（一部）、3303

スポーツシューレ整備事業 バスケットコート整備事業
 本市のスポーツ拠点として、新たな交流創出に貢献す
る「（仮称）さいたまスポーツシューレ」の構築を行い
ます。

 市民が気軽にバスケットボールを楽しむことができる
機会を増やすとともに、東京２０２０大会への気運醸成
を図るため、バスケットコートを整備します。

大宮けんぽグラウンド活用事業
 大宮けんぽグラウンド（西区二ツ宮）のうち2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。

次世代型スポーツ施設誘致・整備事業

 大宮けんぽグラウンド活用事業に係る経費について、スポーツ企画事業から移
管しました。

前年度予算額 42,332

増減

 スポーツ観戦やイベント開催による採算を重視した、
安定的な運営が可能で行政負担の少ない次世代型スポー
ツ施設を誘致するための調査・検討を行います。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 1306（一部）、2407（一部）、3306、3307

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。

スポーツコミッション法人化推進事業
 公益社団法人さいたま観光国際協会に対し補助金を交
付し、スポーツコミッションを法人化するとともに、ス
ポーツコミッション事業の移管に向けた準備を行いま
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 55,514

＜事業の目的・内容＞

 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。

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 85,938

事務事業名 スポーツコミッション推進事業 予算額 85,938

 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金につ
いて、観光団体運営補助事業から移管しました。

前年度予算額 56,036

増減 29,902 

＜特記事項＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 12,420

２ 123

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 260,000

２ 264

＜事業の目的・内容＞

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

 「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。

前年度予算額 270,264

増減 △ 10,000 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3312

さいたま国際マラソン開催事業 [参考]
 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。

事務処理経費
 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。

練習グラウンドの整備
 練習グラウンドを公認チームキャンプ地ガイドライン
に適合させるため、芝等の整備及びゴールポストの設置
に係る費用の一部に対し、補助金を交付します。

2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 一般財源 260,264

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

気運醸成・ＰＲの実施
 ラグビーワールドカップ2019 大会の開催を広く市民に
周知するとともに、大会気運の醸成を図るための、啓発
物品製作に必要な備品及び消耗品を購入します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3310

前年度予算額 0

増減

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

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

皆増 

＜事業の目的・内容＞

 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。

（代表チャレンジャーの部）

（親子ランの部）

-132-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 270,000

２ 3,240

３ 740

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 -

＜主な事業＞

１ 14,820

２ 1,768旅費
 国際自転車競技大会民間移行推進事業に係る旅費を支
出します。

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 273,980

0

増減 皆増 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3311（一部）

 「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。

国際自転車競技大会開催事業 [参考]
 世界最高峰の自転車ロードレース「ツール・ド・フラ
ンス」の名を冠したイベント「ツール・ド・フランスさ
いたまクリテリウム」を開催します。

諸調整経費
 国際自転車競技大会の開催にあたり、権利元の企業と
の諸調整などを行います。

273,980

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課

事務事業名 国際自転車競技大会開催事業 予算額

国際自転車競技大会民間移行推進
 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。

前年度予算額 4,000

増減 12,588 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3311（一部）

＜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。

予算額 16,588
局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課

事務事業名 国際自転車競技大会民間移行推進事業

事務処理経費
 国際自転車競技大会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。

＜特記事項＞

 前年度の当該事業に係る予算については、補正予算（第１号）に計上していま
す（273,980千円）。

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 一般財源 16,588

（2017年大会の様子）

（市内交流会の様子）
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