
スポーツ文化局　令和４年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

（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、数値は年々上昇し

ております。

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・教室等の

開催支援や、アーバンスポーツの普及

を図ることで、引き続き、市民の自主

的なスポーツ参加を促す必要がありま

す。

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は非常に重要なものとなっています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツや文化芸術の分野では、大小

様々な大会やイベント等が中止等となってきたほか、Ｊリーグ等のプロスポーツの興

行においても観戦客数等の制限を受けるなど、コロナ禍以前と同様にはスポーツや文

化芸術活動ができない状況が長期間にわたり続いてきました。

一方で、コロナ禍において、心身の健康を維持するスポーツや文化芸術の意義が再

認識されています。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。

こうした背景のもと、市民がスポーツや文化芸術に親しむための施設の充実や、地

域のスポーツ・文化芸術資源を活用すること等による機会の充実を図るなど、スポー

ツや文化芸術の振興に向けて、各種施策を推進する必要があります。

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

多目的広場の整備や体育館・武道館

の老朽化に伴う予防保全工事、将来を

見据えた計画的なスポーツ施設の整備

・改修等を行うことで、市民が身近な

場所でスポーツを「する」環境を整備

する必要があります。

また、「さいたまスポーツシューレ」

の活用や次世代型スポーツ施設の誘致

・整備に向けた取組により、各種競技

大会等スポーツ関連イベントの積極的

な誘致等を図り、スポーツを「みる」

環境を充実させる必要があります。
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（３）「スポーツのまち さいたま」の実現

「第2期スポーツ振興まちづくり計画」

に基づき、スポーツ振興まちづくりの具

体的な施策について、総合的かつ計画的

に推進する必要があります。

また、子どもから大人まで、初心者か

ら上級者まで、多くの市民が楽しめるラ

ンニングイベントの開催や、「ツール・

ド・フランス」の名を冠したレースの開

催支援を行うことで、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。

さらに、「（一社）さいたまスポーツ

コミッション」の活動を支援することに

より、地域のスポーツ機会を創出し、市

の魅力を発信するとともに、地域の活力

を生み出していく必要があります。

【岩槻人形博物館】

（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」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、アー

ツカウンシルの創設など、推進体制を強

化する必要があります。

また、国際芸術祭のレガシーを引き続

き継承していくとともに、次回国際芸術

祭（令和5年度開催予定）の準備を進め

る必要があります。

さらに、市民の多様化する文化芸術活

動を支えるため、文化芸術創造拠点の整

備を進める必要があります。

（５）人形文化の振興

本市の魅力ある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

拠点施設である岩槻人形博物館について、

管理運営の充実を図る必要があります。

【ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム】

【国際芸術祭レガシー事業】
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【大宮盆栽美術館】

（６）盆栽文化の振興

本市の魅力ある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

光振興等にも寄与するため、さいたま国

際盆栽アカデミーをはじめとした講座や

展示等の充実並びに盆栽の展示・培養環

境の改善や観光拠点としての機能向上に

向けた美術館リニューアル計画の策定な

ど、大宮盆栽美術館の運営の充実や魅力

の向上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

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

1 拡大子どものスポーツ能力 10,402 7,000 市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続 158

総振 測定会及び大人の体力 (10,402) (7,000) 的なスポーツ活動へとつなげる取組として、

測定会事業 子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測

〔スポーツ振興課〕 定会を開催

2 拡大サッカーのまちづくり 84,150 3,850 サッカーを核として、スポーツを活用したま 154

総振 推進事業 (84,150) (3,850) ちづくりを推進するため、「さいたまシティ

〔スポーツ振興課〕 カップ」や「さいたまサッカーフェスタ」を

開催するとともに、女子サッカーの普及・発

展を図る取組を実施

3 拡大アーバンスポーツ活性 14,721 6,650 国内で競技人口が増えているアーバンスポー 158

総振 化事業 (14,721) (6,650) ツの普及に向け、公民連携組織を設立すると

〔スポーツ政策室〕 ともに、体験型イベントの開催や身近にアー

バンスポーツができる場所の整備を推進

（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

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

4 拡大「さいたまスポーツシ 44,298 25,471 持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、ネ 160

総振 ューレ」活用推進事業 (37,341) (21,458) ットワーク型の「さいたまスポーツシュー

〔スポーツ政策室〕 レ」の活用や、スポーツシューレ推進施設の

整備に向けた調査・検討を実施

5 拡大次世代型スポーツ施設 39,999 10,070 スポーツ観戦やイベント開催による採算の重 160

総振 誘致・整備事業 (39,999) (10,070) 視とデジタル技術を活用した次世代型スポー

〔スポーツ政策室〕 ツ施設の誘致・整備に向け、アドバイザリー

業務等を実施　　　　

6 拡大体育館管理運営事業 10,373 3,296 高齢者や障害のある方等の利便性を向上させ 156

総振 〔スポーツ振興課〕 (10,373) (3,296) るための施設のバリアフリー化や、温室効果

ガス削減と省電力化を図るための施設内照明

のＬＥＤ化を実施

(単位:千円)

(単位:千円)

スポーツや文化芸術に親しむ環境を整備することや、地域のスポーツ・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の開催を通

じて、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…総合振興計画実施計画事業

- 145 -



*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

7 総振多目的広場等整備事業 29,369 25,565 市民が身近な場所でスポーツを気軽に楽しむ 155

〔スポーツ振興課〕 (7,469) (6,465) ことができる環境を確保するため、市の未利

用地等を暫定的に活用した多目的広場の整備

を実施

（３）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

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

8 拡大ランニングイベント開 85,715 38,069 「スポーツのまち　さいたま」の実現に向け 161

総振 催事業 (85,715) (38,069) て、市民のスポーツに対する意欲・関心を高

〔スポーツイベント め、多くの市民が楽しめるランニングイベン

課〕 トを開催

9 総振国際自転車競技大会開 200,846 846 「スポーツのまち　さいたま」の実現に向け 161

催支援事業 (200,846) (846) て、自転車を活用したまちづくりのシンボル

〔スポーツイベント となる国際自転車競技大会「ツール・ド・フ

課〕 ランスさいたまクリテリウム」の開催を支援

10 総振スポーツコミッション 190,269 192,763 地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興 160

支援事業 (190,269) (192,763) や地域経済の活性化を図る「（一社）さいた

〔スポーツ政策室〕 まスポーツコミッション」を支援

（４）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を目指します。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

11 拡大アーツカウンシル運営 47,953 3,000 専門人材による調査研究、芸術活動支援及び 149

総振 事業 (29,482) (3,000) 文化発信プロジェクトなどの象徴的事業を実

〔文化振興課〕 施するアーツカウンシルを創設し、文化芸術

推進体制を強化

12 拡大さいたま国際芸術祭開 48,951 9,625 さいたま国際芸術祭の開催（令和5年度予定） 149

総振 催準備事業及び国際芸 (45,174) (5,462) に向けて、広報戦略を含めた開催実施計画の

術祭レガシー事業 策定経費を負担するとともに、国際芸術祭の

〔文化振興課〕 レガシーとして、市民プロジェクト事業等を

実施

13 新規美術館等文化芸術創造 5,147 0 美術館等文化芸術創造拠点に関する他市の事 153

総振 拠点整備事業 (5,147) (0) 例等を調査しつつ、整備に向けた検討を実施

〔文化振興課〕

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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（５）さいたま市の地域資源である人形を活用した施設の充実を図ります。

*( )内は一般財源

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

14 総振岩槻人形博物館管理運 115,292 125,314 本市の魅力ある資源である人形を活用し、人 153

営事業 (89,204) (99,138) 形文化の振興を図るとともに、観光振興等に

〔岩槻人形博物館〕 も寄与するため、岩槻人形博物館において、

日本人形を中心とした展示や講座等を実施

（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

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

15 総振大宮盆栽美術館管理運 95,966 114,037 本市の魅力ある資源である盆栽を活用し、盆 154

営事業 (69,555) (82,543) 栽文化の振興を図るとともに、観光振興等に

〔大宮盆栽美術館〕 も寄与するため、大宮盆栽美術館において、

展示や講座等を実施するほか、盆栽の展示・

培養環境の改善や観光拠点としての機能向上

に向けた美術館リニューアル計画を策定

(単位:千円)

(単位:千円)

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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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
コスト
削減額

スポーツ振興
課

ラグビー体験教室にお
ける会場使用料の見直
し

ラグビー体験教室の内容を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 239

文化振興課
さいたま市民文芸事業
の見直し

業務内容を見直し、予算額を縮小する。 △ 1,773

大宮盆栽美術
館

翻訳料の見直し
過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。

△ 600
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 20款

22款

-

＜主な事業＞
１ 30,243 ４ 19,011

２ 4,008

３ 2,339

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 18款

-

＜主な事業＞
１ 47,953

２ 48,951

３ 963

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 3

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 7,768

事務事業名 文化芸術都市創造事業 予算額 55,601

文化芸術都市創造補助金等の交付 その他
　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、「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。

　ストリートピアノ実証実験事業、市民ギャラリーの貸
出し、（公財）埼玉県産業文化センターとの共催による
名曲コンサート等を実施します。

＜特記事項＞

　事務事業名を文化芸術都市創造事業（文化振興課）から変更しました。 前年度予算額 60,185

増減 △ 4,584 

　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。

一般財源 47,830

ジュニアソロコンテスト
　（公財）さいたま市文化振興事業団との共催により、
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。

［総振：08-1-2-02］

プライマリーコンサート
　（公財）埼玉県産業文化センターとの共催により、
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。

［総振：08-1-1-04］

［総振：08-1-2-01］

97,867

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/11目 自治振興費 国庫支出金 22,248

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

事務事業名 文化政策推進事業 予算額

＜事業の目的・内容＞

［総振：08-1-1-03］

一般財源 75,619

　文化芸術都市の創造に関する政策について調査・審議するため、文化芸術都市
創造審議会等を開催するほか、文化芸術都市創造計画の進行管理等を行います。
　また、アーツカウンシルの創設や国際芸術祭の開催準備等、文化芸術都市の創
造に向けた中核となる事業を推進します。

その他
　文化芸術都市の創造に関する施策について調査・審議
するため、さいたま市文化芸術都市創造審議会等を開催
します。

＜特記事項＞

　事務事業名を文化芸術都市創造事業（国際芸術祭開催準備室）から変更しまし
た。また、推進体制を強化するため、アーツカウンシルを創設します。

前年度予算額 10,057

増減 87,810 

アーツカウンシル運営事業
　専門人材による調査研究、芸術活動支援及び文化発信
プロジェクトなどの象徴的事業を実施するアーツカウン
シルを創設し、文化芸術推進体制を強化します。

［総振：08-1-1-06］
さいたま国際芸術祭開催準備事業及び国際芸術祭レガシー事業

　さいたま国際芸術祭の開催（令和5年度予定）に向け
て、広報戦略を含めた開催実施計画の策定経費を負担す
るとともに、国際芸術祭のレガシーとして、市民プロ
ジェクト事業等を実施します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 93 20款

21款

＜主な事業＞
１ 922 [参考2]

[参考1]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

20款

24款

25款

-

＜主な事業＞
１ 774,966 ４ 4,196

２ 202,873

３ 253,941

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 142

＜事業の目的・内容＞ 寄附金 780

事務事業名 文化芸術都市創造基金積立金 予算額 922

　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。

文化芸術都市創造基金への積立て
　寄附金及び基金を金融機関に預入れしていること等に
より生じた利子について、積立てを行います。

前年度予算額 294

増減 628 

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 1,402

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 10,330

事務事業名 文化会館管理運営事業 予算額 1,235,976
局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課

施設管理運営事業 備品購入
　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。また、施設の維持管理に必要な負担金等を
支出します。

　利用者の利便性の向上のため、必要な備品を購入しま
す。

［総振：08-1-1-05、08-1-2-03］

＜特記事項＞

　市民会館おおみや（ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ）に係る費用を文化施設整備事業
から移管しました。また、市民会館いわつき外部改修工事を実施します。

前年度予算額 714,358

増減 521,618 

　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、市民会館おおみや、市民会館いわつきについて、指定管
理者等による管理運営を行います。また、市民会館うらわの解体事業を実施しま
す。

諸収入 2,573

市債 318,400

一般財源 903,271

施設修繕関連事業
　市民会館いわつき外部改修工事を実施します。また、
各施設において必要な修繕等を実施します。

市民会館うらわ解体事業
　市民会館うらわの解体工事及び解体に伴う各種業務を
実施します。

　文化芸術都市創造基金残高等の推移 （単位：円）

新規 運用利子

H30 98,860 37,332 7,146,630 324,882,870

R1 240,296 25,211 10,329,682 314,818,695

R2 446,500 18,006 16,142,904 299,140,297

R3(見込) 150,000 144,000 16,068,000 283,366,297

R4(見込) 780,000 142,000 16,068,000 268,220,297

年度
積立額

取崩額 年度末残高
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

20款

24款

25款

-

＜主な事業＞
１ 569,906

２ 52,235

３ 2,255

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

24款

-

＜主な事業＞
１ 57,988

２ 1,454

［総振：08-1-2-03］

　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。

施設修繕関連事業
　プラザイースト舞台制御及び吊物装置修繕を実施しま
す。また、各施設において必要な修繕等を実施します。

備品購入
　利用者の利便性の向上のため、必要な備品を購入しま
す。

事務事業名 恭慶館外２施設管理運営事業 予算額 59,442

［総振：08-1-2-03］

58,148

増減 1,294 

　氷川の杜文化館ワイヤレスマイクシステム修繕を実施
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 624,396

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 87,355

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 3,608

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目

　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。

前年度予算額

施設管理運営事業

577,115

増減 47,281 

市債 30,700

一般財源 500,421

諸収入 2,312

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 369

＜事業の目的・内容＞

　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。

前年度予算額

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。

施設修繕関連事業

諸収入 58

一般財源 59,015

局/部/課 スポーツ文化局/文化部/文化振興課 

款/項/目
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 20款

22款

-

＜主な事業＞
１ 8,522 ４ 2,991

２ 5,285

３ 2,120

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

24款

-

＜主な事業＞
１ 589,057 ４ 67,389

２ 340,292

３ 2,640

事務事業名 漫画会館管理運営事業 予算額 18,918
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

繰入金 2,991

一般財源 15,656

＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 4,434 

局/部/課

財産収入 271

　北沢楽天等の作品を展示する収蔵品展及び現代漫画作
品を紹介する企画漫画展を開催します。

　会館の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。

　公共施設マネジメント計画に基づき、漫画会館の大規
模改修に向けた躯体の健全性調査を行います。

施設管理運営事業 施設の予防保全

展示事業

公募漫画展、漫画関連講座の開催

前年度予算額 14,484

サービス購入料

諸収入 4,244

一般財源 934,591

局/部/課
使用料及び手数料 60,543

事務事業名 プラザノース管理運営事業

　公募漫画作品展「北沢楽天漫画大賞」や、小学生を対
象とした「漫画教室」を開催します。

予算額 999,378

　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。

維持管理運営モニタリング支援事業

　ＰＦＩ事業契約により、平成20年度から令和4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。

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

＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 87,769 

施設管理運営事業 その他

［総振：08-1-2-03］

　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。

前年度予算額 911,609
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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 5,147

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

20款

22款

24款

-

＜主な事業＞
１ 27,443

２ 66,803

３ 21,046

事務事業名 文化施設整備事業 予算額 5,147
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

＜事業の目的・内容＞

　文化芸術都市創造の拠点となる美術館等文化芸術創造拠点の整備・拡充を行い
ます。

＜特記事項＞

　市民会館おおみや（ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ）の整備に関する事業が完了しま
した。 増減 △ 9,996,691 

局/部/課

一般財源 5,147

　美術館等文化芸術創造拠点に関する他市の事例等を調
査しつつ、整備に向けた検討を行います。

美術館等文化芸術創造拠点整備事業

［総振：08-1-1-05］

前年度予算額 10,001,838

　博物館の運営事項について審議・助言を得る運営委員
会の開催等、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。

　清掃や空調、消防設備等保守点検、機械警備等の施設
維持管理を行います。

前年度予算額 125,314

［総振：08-1-1-01］
施設の維持管理

使用料及び手数料 14,083

財産収入 9,705

繰入金 2,000

諸収入 300

一般財源 89,204

　人形文化を広く発信するため、特別展、企画展、講座
等を実施します。

［総振：08-1-1-01］
特別展、企画展、講座等の開催

［総振：08-1-1-01］

予算額 115,292
スポーツ文化局/文化部/岩槻人形博物館

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費

＜事業の目的・内容＞

　「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。

増減 △ 10,022 

施設の管理運営

事務事業名 岩槻人形博物館管理運営事業
局/部/課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 95 17款

20款

22款

24款

-

＜主な事業＞
１ 18,304 ４ 8,693

２ 34,295 ５ 5,390

３ 29,284

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 1,850 ４ 80,000

２ 2,300 ５ 2,140

３ 8,037

事務事業名 大宮盆栽美術館管理運営事業
局/部/課

使用料及び手数料 11,350

予算額 95,966
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

前年度予算額 114,037

財産収入 9,703

繰入金 3,000

諸収入 2,358

一般財源 69,555

＜事業の目的・内容＞

　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、展覧会等を開催することで、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。

増減 △ 18,071 

　盆栽や盆栽文化に関する資料等を収集・調査・研究
し、特別展、企画展、盆栽講座等を実施します。

　美術館の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の印刷、情報シ
ステムの賃借、受付業務等を実施します。

　国内外における盆栽文化の普及を目的とした学習プロ
グラムとして、知識と技術を体系的に学ぶ、さいたま国
際盆栽アカデミーを運営します。

　清掃、警備、植栽の管理や施設修繕、盆栽展示環境の
維持等の施設維持管理を行います。

　盆栽の展示・培養環境の改善や観光拠点としての機能
向上に向けた美術館リニューアル計画を策定します。

施設の管理運営 さいたま国際盆栽アカデミーの運営

［総振：08-1-1-02］ ［総振：08-1-1-02］
施設の維持管理 美術館リニューアルに向けた計画の策定

［総振：08-1-1-02］ ［総振：08-1-1-02］
特別展、企画展、盆栽講座等の実施

［総振：08-1-1-02］

事務事業名 サッカーのまちづくり推進事業
局/部/課

一般財源 94,327

予算額 94,327
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

＜事業の目的・内容＞

　協議会を主体とし、サッカーの魅力を総合的に体験で
きる「さいたまサッカーフェスタ」を開催します。

　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を行う国際親善試合「さ
いたまシティカップ」を開催します。

　協議会を主体とし、女子サッカーの普及・発展を図る
ため、小学生女子サッカークリニックや中学生女子サッ
カー大会「ＳＡＩＴＡＭＡ　ＧＩＲＬＳ　ＭＡＴＣＨ」
を開催します。

　2022FIFAワールドカップカタールの開催に伴い、シ
ティドレッシング等を実施します。また、Ｊリーグ関係
自治体等連絡協議会や日本サッカーを応援する自治体連
盟が主催する研修会に参加します。

前年度予算額 10,174

　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（以下「協議会」という。）を主体と
して、諸事業を展開します。

＜特記事項＞

　サッカーのまちづくり推進事業にさいたまシティカップ開催事業を統合しまし
た。 増減 84,153 

さいたまサッカーフェスタの開催 さいたまシティカップの開催

［総振：03-2-1-04］ ［総振：03-2-1-04］
女子サッカーの普及・発展 その他

　協議会を主体とし、高校選抜サッカー選手団海外派遣
や浦和レッズ・大宮アルディージャレリーフの設置等を
実施します。

［総振：03-2-1-04］
高校選抜サッカー選手団海外派遣等
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 20款

25款

-

＜主な事業＞
１ 29,369 ［参考］

２ 4,751

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 20款

-

＜主な事業＞
１ 774 ［参考］

２ 11,338

事務事業名 多目的広場等整備事業
局/部/課

財産収入 11

予算額 34,120
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

前年度予算額 29,263

市債 21,900

一般財源 12,209

＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 4,857 

　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か所の整備工事等を実施します。

　「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
もに管理運営を実施します。

多目的広場の整備

［総振：03-2-1-10］
多目的広場の管理運営

一般財源 12,032

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

財産収入 80

予算額 12,112
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

＜事業の目的・内容＞

　大原サッカー場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の補助金を交付し、安全
で安心な施設の管理運営を支援します。

前年度予算額 11,668

　大原サッカー場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。

増減 444 

施設管理棟点検調査

施設の管理運営

八王子スポーツ施設

わくわく広場天沼（大宮区天沼町）わくわく広場天沼（大宮区天沼町）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 20款

-

＜主な事業＞
１ 14,999 ［参考］

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 17款

20款

22款

24款

25款

-

＜主な事業＞
１ 347,549 ４ 32,078

２ 85,162 ５ 4,063

３ 6,310

事務事業名 臨時グラウンド事業
局/部/課

財産収入 11

予算額 14,999
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

前年度予算額 14,928

一般財源 14,988＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 71 

　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。

臨時グラウンドの管理運営

財産収入 21,745

繰入金 3,278

諸収入 3

市債 87,800

事務事業名 体育館管理運営事業
局/部/課

使用料及び手数料 310

予算額 475,162
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

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者による施設の管理運営を行うとともに、利
用者の安全の観点から必要な修繕等を実施します。
・浦和駒場体育館外4館

　公共施設マネジメント計画に基づき、大宮体育館の中
規模修繕工事に向けた設計業務の委託を行います。

　記念総合体育館の空調設備修繕など、老朽化により発
生した不具合箇所の維持改修等を行います。

　記念総合体育館の照明設備をリース契約によりＬＥＤ
化し、温室効果ガスの削減と省電力化を図ります。

一般財源 362,026

前年度予算額 425,408

　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。

増減 49,754 

施設の管理運営 施設の予防保全

施設の維持改修 照明設備のＬＥＤ化

　浦和駒場体育館に昇降機を設置し、高齢者や障害のあ
る方等が安全かつ円滑に施設を利用することができる環
境を整備します。

［総振：03-2-1-10］
施設のバリアフリー化修繕

［総振：03-2-1-10］

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
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 17款

22款

25款

-

＜主な事業＞
１ 33,507 ［参考］

２ 573,857

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 9,674

２ 4,476

３ 25,300

事務事業名 武道館管理運営事業
局/部/課

使用料及び手数料 70

予算額 607,364
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

前年度予算額 533,621

繰入金 57,457

市債 516,400

一般財源 33,437

＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 73,743 

　指定管理者による施設の管理運営を行うとともに、利
用者の安全の観点から必要な修繕等を実施します。

　公共施設マネジメント計画に基づき、大宮武道館の中
規模修繕工事を行います。

施設の管理運営

施設の予防保全

事務事業名 学校体育施設開放事業
局/部/課

一般財源 39,450

予算額 39,450
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

＜事業の目的・内容＞

前年度予算額 22,401

　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。
＜特記事項＞

　既存夜間照明設備のＬＥＤ化を行います。

増減 17,049 

学校体育施設開放運営委員会の運営

既存施設の維持管理

　既存夜間照明設備をＬＥＤ化し、温室効果ガスの削減
と省電力化を図ります。

夜間照明設備のＬＥＤ化

［総振：03-2-1-10］

　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
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 20款

22款

25款

-

＜主な事業＞
１ 10,402 ４ 5,692

２ 98,882 ５ 66,500

３ 9,102 ６ 9,734

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 2,735

２ 14,721

３ 18,230

予算額 200,312
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 5,350

市債 74,100

一般財源 117,331

＜事業の目的・内容＞

　スポーツを活用した総合的なまちづくりの推進及び生涯スポーツの振興を図り
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、運営の支援等を行うとともに、スポーツ関連団体との連携
強化を図ります。
　庁内調整、局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。
＜特記事項＞

　大原スポーツ広場の排水施設の改修等を行います。

増減 82,181 

事務事業名 生涯スポーツ振興事業（スポーツ振興課）
局/部/課

財産収入 3,531

子どものスポーツ能力測定会及び大人の体力測定会事業 体育賞表彰及びスポーツ表彰、奨励金の交付等

［総振：03-2-1-01］
大原スポーツ広場の改修 各スポーツ団体への補助等

スポーツ推進委員の活用等 市民体育大会の開催等その他

前年度予算額 118,131

　本市を拠点に活動し優秀な成績を収めた選手やスポー
ツ振興に功績のあった者を表彰するほか、国際大会で優
秀な成績を収めた選手の表彰や、オリンピック・パラリ
ンピック強化指定選手等へ奨励金の交付を行います。

事務事業名 生涯スポーツ振興事業（スポーツ政策室）
局/部/課

一般財源 35,686

予算額 35,686
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

＜事業の目的・内容＞

　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等を実施します。また、ス
ポーツ推進委員連絡協議会への支援を行うことで、ス
ポーツ推進委員の活動を推進します。

　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等を開催します。ま
た、庁内調整、局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。

　市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続的なス
ポーツ活動へとつなげる取組として、子どものスポーツ
能力測定会と大人の体力測定会を開催します。

　大原スポーツ広場の遊水池機能を回復するとともに、
スポーツ広場の環境改善を図るため、排水施設の改修等
を行います。

　スポーツ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とした団体への
補助金の交付や、総合型地域スポーツクラブへの支援を
行います。

　新たなスポーツ分野になり得るｅスポーツを活用し、
健康・生きがいの充足感の向上に関する実証事業を行い
ます。

　国内で競技人口が増えているアーバンスポーツの普及
に向け、公民連携組織を設立するとともに、体験型イベ
ントの開催や身近にアーバンスポーツができる場所の整
備を推進します。

前年度予算額 6,650

　市民それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じてスポーツに親しむこと
ができる生涯スポーツの振興を図ります。

＜特記事項＞

　ＪＣＨＯさいたま北部医療センター跡地利活用事業において、整備に向けたア
ドバイザリー業務を行います。 増減 29,036 

ｅスポーツ活用事業

［総振：03-2-1-01］
アーバンスポーツ活性化事業

　ＪＣＨＯさいたま北部医療センター跡地（北区盆栽
町）における、公民連携手法でのスポーツ施設等の整備
に向け、アドバイザリー業務を行います。

［総振：03-2-1-03］
ＪＣＨＯさいたま北部医療センター跡地利活用事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 20款

21款

＜主な事業＞
１ 1,019 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 1,597

事務事業名 スポーツ振興基金積立金
局/部/課

財産収入 19

予算額 1,019
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

前年度予算額 1,020

寄附金 1,000＜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。

増減 △ 1 

　寄附金及び基金を金融機関に預入れしていること等に
より生じた利子について、積立てを行います。

スポーツ振興基金への積立て

事務事業名 スポーツ企画事業
局/部/課

一般財源 1,597

予算額 1,597
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

＜事業の目的・内容＞

　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。また、スポーツ振興
の推進に当たり、必要な庶務を行います。

前年度予算額 1,254

　第2期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ります。

増減 343 

スポーツ振興まちづくり計画の進行管理その他
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 190,269

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 18款

-

＜主な事業＞
１ 44,298

２ 34,318

３ 39,999

事務事業名 スポーツコミッション推進事業
局/部/課

一般財源 190,269

予算額 190,269
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

前年度予算額 192,763

＜事業の目的・内容＞

　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。

増減 △ 2,494 

　（一社）さいたまスポーツコミッションが行う全国大
会等の各種スポーツ大会等の誘致支援やさいたマーチ等
の自主企画のイベント事業、スポーツを核とする民間力
を活用した複合的な事業の実施を支援します。

スポーツコミッション支援事業

［総振：03-2-1-06］

一般財源 111,658

事務事業名 スポーツシューレ等施設整備事業
局/部/課

国庫支出金 6,957

予算額 118,615
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ政策室

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

＜事業の目的・内容＞

　持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、ネットワー
ク型の「さいたまスポーツシューレ」の活用を推進しま
す。また、スポーツシューレ推進施設の整備に向けた調
査・検討を行います。

　大宮けんぽグラウンド（西区二ツ宮）を活用し、ス
ポーツイベント誘致の拡大及び市民のスポーツ・レクリ
エーションの振興を図ります。

前年度予算額 70,491

　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。

＜特記事項＞

　次世代型スポーツ施設の誘致・整備事業において、整備に向けたアドバイザ
リー業務を行います。 増減 48,124 

「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業

［総振：03-2-1-08］
大宮けんぽグラウンド活用事業

　スポーツ観戦やイベント開催による採算の重視とデジ
タル技術を活用した次世代型スポーツ施設の誘致・整備
に向け、アドバイザリー業務等を実施します。

次世代型スポーツ施設誘致・整備事業

［総振：03-2-1-09］
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 85,715 [参考]

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 -

＜主な事業＞
１ 200,846 [参考]

事務事業名 ランニングイベント開催事業
局/部/課

一般財源 85,715

予算額 85,715
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

前年度予算額 38,069

＜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、市民のスポーツに対する意
欲・関心を高め、多くの市民が楽しめるランニングイベントを開催します。

＜特記事項＞

　イベントの規模を拡大します。

増減 47,646 

　子どもから大人まで、また初心者から上級者まで、多
くの市民が楽しめるランニングイベントを開催するとと
もに、令和5年度のフルマラソンを含むランニングイベン
ト開催に向けて、準備を行います。

ランニングイベント開催事業

［総振：03-2-1-02］

事務事業名 国際自転車競技大会開催支援事業
局/部/課

一般財源 200,846

予算額 200,846
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

＜事業の目的・内容＞

　ツール・ド・フランスの名を冠した国際自転車競技大
会の開催について、大会の実施主体に対し支援を行いま
す。

前年度予算額 846

　「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」の開催を支援します。

＜特記事項＞

　令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、大会の開催が見送られま
した。 増減 200,000 

国際自転車競技大会開催支援事業

［総振：03-2-1-07］

2019大会の様子

さいたまDREAM TEACHERの様子

2019駒場ファンランの様子
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 99 24款

-

＜主な事業＞
１ 9,194

２ 256

事務事業名 ホストタウン交流事業
局/部/課

諸収入 300

予算額 9,450
スポーツ文化局/オリンピック・パラリンピック部

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/2目 スポーツ企画費

前年度予算額 329,564

一般財源 9,150＜事業の目的・内容＞

　東京２０２０大会を契機としたオランダ王国とのホストタウン交流事業を行
い、お互いの親交を深めます。

＜特記事項＞

　事務事業名をオリンピック・パラリンピック競技大会支援事業から変更しまし
た。また、東京２０２０大会の終了により、事業費が減少しました。 増減 △ 320,114 

　新型コロナウイルス感染症の影響により延期となった
オランダのウォーキング団体と市民がさいたま市内を
ウォーキングをするイベントを実施します。

　ホストタウン交流事業の推進に当たり、必要な庶務を
行います。

ウォーキングイベント事業

その他
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