
　本市の歳入・歳出の状況について、平成29年度決算を基にお知らせします。財政状況に関する資料は、
各区情報公開コーナー、各図書館又は市ホームページでご覧になれます。

詳しくは、財政課（Ｔ829・1154、Ｆ829・1974）へ。

　本市には、15の特別会計と3の公営企業会計があります。いずれもそれぞれの収入をもって事業を行うため、
一般会計とは経理を別にしています。

その他の会計

【歳入の内訳と構成比】

　平成29年度の歳入は、前年度から703億円増えました。歳入総額のうち市税は2,340億円で、市民
一人あたりに換算すると、約18万1,000円の納税額となります。

市税
44.1%

国庫支出金
16.3%

その他
22.6%

市債 11.5%

使用料及び手数料
1.6%

県支出金 3.9%

市税…市民税、固定資産税、軽自動車税など
国庫支出金…国が必要と認めた事業に対し
て、国から交付されるお金
市債…長い間利用される市の施設をつくると
きなどに借り入れるお金
県支出金…県が必要と認めた事業に対して、
県から交付されるお金
使用料及び手数料…公共施設の使用料、戸籍
謄本や住民票等の発行手数料など

一般会計歳入決算額 5,311億円

【歳出の内訳と構成比】

　平成29年度の歳出は、前年度から716億円増えました。市民一人あたりに換算すると、約40万4,000
円の支出額となります。

民生費
36.8%

土木費
14.3%

その他
12.0%

教育費
17.4%

公債費
9.6%

消防費
3.0%

衛生費
6.9%

市債

民生費…生活保護や障害者・高齢者の福祉
サービス、子育て支援、保育所などに掛かる
経費
教育費…学校教育、生涯学習の充実などに掛
かる経費
土木費…道路、河川、公園などの社会資本基
盤等の整備や維持・管理に掛かる経費
公債費…借りたお金（市債）の返済に掛かる経費
衛生費…健康増進、疾病予防、環境保全、ご
み処理などに掛かる経費
消防費…消防活動や火災予防などに掛かる経費

一般会計歳出決算額 5,228億円

※市民一人あたりの換算は平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口1,294,343人で計算しています。
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おお正正月月 楽楽ししももうう!!をを でで博物館博物館動物園動物園

日　時　1月2日㈬～6日㈰　11時～15時
内　容　園内にある動物のクイズを解いて、

キーワードを完成させる　
対　象　小学生以下の子ども
問合せ　Ｔ878・2882、Ｆ878・2854

日　時　1月6日㈰　13時～15時
問合せ　Ｔ878・5025、Ｆ878・5028

大崎公園子供動物園大崎公園子供動物園（緑区大崎）（緑区大崎） 浦和博物館浦和博物館（緑区三室）（緑区三室）

浦和くらしの博物館 民家園浦和くらしの博物館 民家園（緑区下山口新田）（緑区下山口新田）

開催計画や準備状況などの詳細は、公式サイト（Ｈhttps://art-sightama.jp/）でご覧に
なれます。詳しくは、国際芸術祭開催準備室（Ｔ829・1225、Ｆ829・1996）へ。

さいたま国際芸術祭２０２０
A
ア ー ト

rt S
さ い た ま

ightama 始動!

テーマ　「 花／ Flower 」

会　期
平成32年3月14日㈯～
5月17日㈰の65日間（予定）

メインエリア
大宮エリア
※ 現在の大宮区役所、大宮図
書館（大宮区高鼻町）などを
活用予定

その他
彩の国さいたま芸術劇場（中
央区上峰）、県立近代美術館
（浦和区常盤）など市内各所

制作体制が決定しました

応援ロゴを使って芸術祭に参加しよう！

　平成30年11月のさいたま国際芸術祭
「オープンミーティング」で、遠山昇司ディ
レクターや、ビジュアルディレクターなど、
芸術祭の制作を担っていくチーム体制が発
表されました。今後、アート・プロジェクト
や市民プロジェクトなどの準備が本格的に
始動します。

　さいたま国際芸術祭の開催に賛同する多種多様なイベントを「さいたま国際芸術祭
2020応援プロジェクト」として認証します。認証した事業には、応援ロゴの提供や公式
サイトへの掲載などで、広報活動を支援します。

申請書　1月4日㈮から、市役所 国際芸術祭開催準備室で配布
　　　　※下記公式サイトでダウンロードもできます。

以下下以象
問合合せ　問 Ｔ878・2882、8828・8 ＦＦ

※数に限りがあります。

問合せ　Ｔ・Ｆ 874・3960

子供動物園
お正月クイズラリー

昔のあそび塾「凧揚げと福笑い」

日　時　1月5日㈯～14日㈷　9時～16時
内　容　竹馬、コマ、けん玉、お手玉などで遊ぶ昔のあそび

日　時　1月14日㈷　▶10時～12時　▶13時～15時
※受け付けは終了30分前までです。

内　容　干
え

支
と

の凧
たこ

とメンコを作って遊ぶ
費　用　100円

おもちゃづくり



消
防
出
初
式

さ
い
た
ま
市
の「
消
防
力
」が
集
結
！

日時 1月13日㈰
10時～12時 ※雨天中止

会場 大宮消防署（大宮区天沼町）
※無料シャトルバスを大宮駅東口4番乗り場から運行します【9時～13時】。

内容 消防車両・人員の行進、木遣
や

り流し、はしご乗り、消防部隊訓練、
一斉放水、消防車両の展示 など

　詳しくは、消防団活躍推進室（　詳しくは、消防団活躍推進室（ＴＴ833・7163、 833・7163、 ＦＦ833・7641）へ。833・7641）へ。

住宅用火災警報器の取り付け
サポートを実施しています

詳しくは、子育て支援政策課（Ｔ829・1271、Ｆ829・1960）へ。

パパサンデー in 子育て支援センターパパサンデー in 子育て支援センター（単独型）（単独型）

1 日保育士・幼稚園教諭体験 1 日保育士・幼稚園教諭体験 

父子手帖父子手帖

さいたまパパ・スクール さいたまパパ・スクール 

　0～2歳の子どもとその親が交流したり、育児の
不安などについて相談したりできます。市内10か
所のセンターで、月～土曜日の開所に加え、月に
2回、日曜日も開所
し、父親向けの講座・
イベントを開催して
います。

　我が子が通う保育園・幼稚園などで、保育士や教
諭の補助をしたり、
子どもと遊んだりし
て、保育園・幼稚園の
日常を体験します。

　母体の変化やサポート、
赤ちゃんのお世話など、基
本的なことはもちろん、先
輩お父さんたちのエピソー
ドや、パートナーと一緒に
子育てをするうえで役立つ
言葉もたくさん掲載してい
ます。
●配布場所
　各区支援課、各支所・市民の窓口など

　子育てについて、父親同士で語り合い、子育て
を楽しむために必要な技や知識を学ぶ講座です。

詳しくは、
市ホームページへ。

詳しくは、お子さんが
通う保育園・幼稚園へ。

何もかも初めてで、分から
ないことだらけ。そんなお
父さん向けの冊子です。

詳しくは、さいたま子育てWEB
（Ｈhttp://www.saitama-
kosodate.jp/）へ。

さいたま市   Ｈhttp://www.city.saitama.jp/
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詳しくは、予防課（Ｔ833・7509、 Ｆ833・7529）へ。

　本市では、平成29年中に304件の火災が発生し、
最も多い出火原因は「放火」となっています。家の周り
に燃えやすい物を置かないなど、火災を防ぐために、
一人ひとりが注意しましょう。

防ぎましょう
を火災

住宅用火災警報器の取り付け住宅用火災警報器の取り付け
サポートを実施していますサポートを実施しています

　自ら設置することが困難な65歳
以上の高齢者のみの世帯などに、消
防職員や消防団員が取り付けに伺
います。

※ 住宅用火災警
報器は、事前に
準備してくだ
さい。

いのちを守る７つのポイント住宅防火

1 寝たばこは、絶対にやめる。

2 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

3 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

7 お年寄りや身
からだ

体の不自由な人を守るために、隣近所との協力体制をつくる。

4 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

6 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。

5 寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

平成29年中の主な出火原因（総数304件）

放火
たばこ

こんろ

電灯・電話等の配線

16件

16件

21件

36件

47件

60件

配線器具

※疑いも含む第１位

第２位

第３位

第４位

第５位

電気機器第５位

をつなぐ

　さいたま市では、東京オリンピック・パラリン
ピックが開催される2020年までに、「さいたま市
を住みやすいと思う市民の割合（市民満足度）」を
90％以上にすることを目指す「さいたま市CS90運
動」を推進しています。
　今年度の市民意識調査では、住みやすいと答え
た方の割合が過去最高の84.2%で、調査を開始し
た平成19年度の74.0%から、約10年でおよそ10％
上昇しました。これは、自治会や企業、団体、NPO
など多くの市民の皆さんの努力によるものです。
　昨年、CS90運動をさらに加速化させるため、本

運動の趣旨に賛同し、
一緒に取り組んでい
ただける企業・団体を
「CSパートナーズ」と
し、官民学一体となっ
て推進しようと、21の企業に参加いただき、「さい
たま市CS90運動」共同宣言を行いました。
　今年も、市民・企業・団体・大学・行政が連携
しながら、「住みやすいまち さいたま市」の実現に
向けて、一緒に取り組んでいきましょう。

さいたま市長

みんなでつくろう住みやすいまち さいたま市
―市民満足度90%の実現に向けて―
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