
（６）スポーツ文化局
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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. 91

事務事業名 文化芸術都市創造事業（文化振興課） 予算額 73,319 

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 56,940 

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 82,902 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 73,362 

　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 16,379 

事務事業名 文化芸術都市創造事業（国際芸術祭開催準備室） 予算額 169,666 

73,362 

査定区分 B

169,666 

　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 169,666 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/国際芸術祭開催準備室 〔要求と査定経過〕

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 169,673 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

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 259 

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 326,207 

増減 △ 156,541 

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

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 要求 259 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 259 

　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

増減 △ 157 

259 

査定区分 A

前年度予算額 416 

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 1,021,199 

増減 △ 404,694 

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 文化会館管理運営事業 予算額 616,505 

616,505 

　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、指定管理者による管理運営を行います。

市長 616,505 

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 627,121 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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. 91

予算書Ｐ. 91

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 603,033 

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 613,098 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 603,033 

　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、指定管理者による管
理運営を行います。

市長

増減 7,424 

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 59,130 

603,033 

査定区分 B

59,130 

　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、指定管理者に
よる管理運営を行います。

市長 59,130 

査定区分 A

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 59,130 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 595,609 

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 14,489 

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 58,870 

増減 260 

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

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 14,724 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 14,662 

　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

増減 241 

14,662 

査定区分 B

前年度予算額 14,248 

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 906,663 

増減 8,348 

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 プラザノース管理運営事業 予算額 915,011 

915,011 

　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事業契約及び指定管理者による管理
運営を行います。

市長 915,011 

査定区分 A

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 915,011 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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. 91

予算書Ｐ. 95

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 4,003,488 

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 4,012,671 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 4,012,550 

　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について、それぞれ浦和駅西口南高砂地区第一種市街地
再開発事業、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
される複合ビルに機能移転し、リニューアルを図ります。

市長

増減 △ 3,742,539 

事務事業名 岩槻人形博物館管理運営事業 予算額 128,992 

4,012,550 

査定区分 B

131,723 

　「人形のまち」として知られる岩槻で、人形文化の振興を図るため、岩槻人
形博物館において、人と人形の歴史を調査・研究し、その成果について展示等
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
来へと継承することを目的に、人形文化の拠点施設の管理運営を行います。

市長 131,723 

査定区分 B

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/岩槻人形博物館開設準備室 〔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 135,035 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 7,746,027 

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業 予算額 157,581 

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 512,760 

増減 △ 383,768 

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、会計年度任用職員給与の改定を踏まえ、所要額を計上しました。

財政局長

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 158,257 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 157,997 

　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、展覧会や講座を開催することで、盆栽文化を国内外に発信
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運営し、盆栽文
化の振興を図ります。

市長

増減 23,910 

157,997 

査定区分 B

前年度予算額 133,671 

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 89,415 

増減 △ 85,737 

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 スポーツ企画事業（スポーツ振興課） 予算額 3,678 

3,678 

　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事業を行いま
す。
　また、庁内調整、部内調整及び課内事務の遂行に当たり、必要な庶務を行い
ます。

市長 3,678 

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 3,678 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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

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 スポーツ企画事業（スポーツ政策室） 予算額 6,554 

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室 〔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 6,588 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 6,588 

　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次期計画の策定等を
行い、スポーツを活用した総合的なまちづくりの推進を図ります。

市長

増減 5,240 

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業 予算額 8,279 

6,588 

査定区分 A

8,279 

　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 8,279 

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 8,279 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 1,314 

事務事業名 多目的広場等整備事業 予算額 35,549 

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 7,103 

増減 1,176 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 38,972 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 35,549 

　市の未利用地等を活用した「スポーツもできる多目的広場」の整備・管理運
営を行うことで、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。

市長

増減 △ 58,595 

35,549 

査定区分 B

前年度予算額 94,144 

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 11,864 

増減 39 

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 11,903 

11,903 

　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 11,903 

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 11,903 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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

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 15,021 

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 15,021 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 15,021 

　市民にスポーツ・レクリエーション活動の場所を提供するため、市が管理す
る未利用地等を暫定的に活用して、臨時グラウンドとして開放します。

市長

増減 948 

事務事業名 体育館管理運営事業 予算額 1,348,884 

15,021 

査定区分 A

1,348,884 

　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 1,348,884 

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 1,582,280 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 14,073 

事務事業名 武道館管理運営事業 予算額 64,678 

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 914,688 

増減 434,196 

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

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 68,969 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 64,678 

　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 23,208 

64,678 

査定区分 B

前年度予算額 41,470 

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 13,675 

増減 △ 56 

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 13,619 

13,619 

　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 13,619 

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 13,619 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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

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 84,262 

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 86,262 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 84,262 

　生涯スポーツの振興を図るため、各種事業の実施、スポーツ選手等の奨励・
表彰、スポーツ関連団体との連携強化を図ります。
　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 △ 1,346 

事務事業名 スポーツ振興基金積立金 予算額 1,022 

84,262 

査定区分 B

1,022 

　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 1,022 

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 1,021 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 85,608 

事務事業名 スポーツコミッション推進事業 予算額 200,800 

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 1,042 

増減 △ 20 

査定の考え方 スポーツ振興基金の残高見込額を踏まえ、所要額を計上しました。

財政局長

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 202,480 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 200,800 

　地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興や地域経済の活性化を図る
「（一社）さいたまスポーツコミッション」を支援します。

市長

増減 △ 48,500 

200,800 

査定区分 B

前年度予算額 249,300 

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 60,522 

増減 △ 431 

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 スポーツシューレ等施設整備事業 予算額 60,091 

60,516 

　持続的で幅広いスポーツの振興に貢献する環境の実現を目指し、民間力を最
大限に活用した取組を推進します。

市長 60,091 

査定区分 C

局/部/課 スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室 〔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 75,650 

＜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%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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

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 ランニングイベント開催検討事業 予算額 6,542 

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 6,542 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 6,542 

　「スポーツのまち　さいたま」の実現に向けて、市民のスポーツに対する意
欲・関心を持続させるランニングイベントを検討します。

市長

増減 △ 243,831 

事務事業名 国際自転車競技大会開催支援事業 予算額 200,908 

6,542 

査定区分 A

200,908 

　（一社）さいたまスポーツコミッションが実施主体となるツール・ド・フラ
ンスの名を冠した国際自転車競技大会について、「スポーツのまち　さいた
ま」の実現及び自転車を活用したまちづくりを推進するため、本市の負担額の
軽減を図りながら同大会の開催を支援します。

市長 200,908 

査定区分 A

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 200,908 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長

前年度予算額 250,373 

事務事業名 オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 予算額 634,075 

局/部/課 スポーツ文化局/オリンピック・パラリンピック部 〔要求と査定経過〕

前年度予算額 220,940 

増減 △ 20,032 

査定の考え方 所管局の要求どおり計上しました。

査定の考え方 事業の内容等を踏まえ、所要額を精査しました。

641,005 

査定区分 B

前年度予算額 66,776 

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費 要求 714,925 

＜事業の目的・内容＞ 財政局長 641,005 

　東京２０２０大会の円滑な開催を支援するため、大会の気運醸成を図るとと
もに、国内外から来訪する観戦客等へのおもてなしを実施することにより、大
会を成功に導く取組を推進します。

市長

増減 567,299 

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80%以上100%未満　C:査定率60%以上80%未満　D:査定率40%以上60%未満　E:査定率40%未満
※ 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、市長査定額と予算額が異なります。
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