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わらじかつ丼（秩父市）わらじかつ丼（秩父市）

焼餃子（川越市）焼餃子（川越市）

辛モツ焼きそば（嵐山町）辛モツ焼きそば（嵐山町）

うなぎ蒲焼弁当（大宮区）うなぎ蒲焼弁当（大宮区）芋ようかん（桜区）芋ようかん（桜区）

8
日
㈰

8時～ 「びーさんぼーいず～Be SUNDAY BOYS～」
FM NACK5の公開生放送

9時～ パブリックビューイング
（川内優輝さんの解説付き）

13時～ 表彰式（フルマラソン一般の部）

14時頃～ 代表チャレンジャーの部
優勝者インタビュー

※時間や内容は変更する場合があります。

川内優輝さん川内優輝さん瀬古利彦さん瀬古利彦さん

7
日
㈯

14時～ さいたま国際マラソン
まるわかり！トークショー
（瀬古利彦さん、川内優輝さん）

15時～ プレゼント抽選じゃんけん大会

詳しくは、スポーツイベント課(Ｔ829・1730、Ｆ829・1996）へ。

ファンランフファァンンラランファンラン

県内22店の人気メニューが大集合
ステージイベントも盛りだくさん！

さいたま国際マラソン関連イベント

小学生から大人まで、家族や仲間と楽しめる
ランニングイベント！

特設ステージ　ＭＣ　小笠原聖 / 宇佐美菜穂

みそだれやきとり（東松山市）みそだれやきとり（東松山市）

豆腐ラーメン（岩槻区）豆腐ラーメン（岩槻区）

県内クラフトビール各種県内クラフトビール各種

チームで1.2㎞の特設コース
を2時間で何周走れるかを競
います。走るメンバーや交代
のタイミングも作戦次第。ゲ
ストランナーも登場！

さいたま国際マラソンや各イベントの詳細は、大会公式ＷＥＢサイトへ。
Ｈhttps://saitama-international-marathon.jp/

福島和可菜さん、だいすけさん福島和可菜さん、だいすけさん
（FM NACK5）（FM NACK5） 埼玉アストライア埼玉アストライア

日本通運野球部日本通運野球部

※内容は変更する場合があります。

埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉武蔵ヒートベアーズ

コースのポイント

や注目選手など、

わかりやすく

解説します！

この日限定で

出張公開生放送。

マラソンの情報を

随時お届け！

浦和駅・北浦和駅

周辺の商店会による

飲食ブースが出店

パトカー、白バイの

乗車体験も！

日時 12月 7日㈯ 11時～18時30分
8日㈰ 9時～18時30分

期日 12月 7日㈯ 9時～16時

会場 駒場運動公園（浦和区駒場）

部門・スタート時間 ・ 車いすの部（1㎞）  9時～
・ 親子ランの部（1.5㎞）  9時30分～
・ 1.5kmの部  10時30分～
・ 2時間チームランの部  13時～

※いずれも参加者の募集は
　終了しました。

会場 さいたま新都心 けやきひろば（さいたま新都心駅西口）

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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をつなぐ

　台風19号により被災された皆さまに、心よりお見舞
いを申し上げます。皆さまが1日も早く元の生活を取り
戻せるよう、引き続き迅速な対応を行ってまいります。
　さて、12月29日㈰に市立病院の新病院が開院し、令
和2年1月6日㈪には外来診療を開始します。
　新病院の特徴として、第一に救急医療の充実と急性
期医療の機能向上をはかります。次に、がん患者や家
族の相談室、がんサロンを整備し、緩和ケア病棟を新
設するなど、地域がん診療連携拠点病院としての機能
を強化します。また、産科・新生児医療などの充実に

より地域周産期母子医療センターとしての機能を拡充
します。さらに、患者の視点から療養環境の向上をは
かり、快適性やプライバシーへの配慮、ユニバーサル
デザインによる施設整備を行いました。そのほかにも、
免震構造の採用、非常用発電機の容量拡張など、災害
拠点病院としての機能を備えます。
　皆さまに信頼されてきた市立病院をさらに充実さ
せ、超高齢社会における市民の皆さまの健康と生命を
守る拠点としていきます。

さいたま市長

さいたま市立病院が生まれ変わります

春、さいたまの見方が変わる。

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は、市
民参加型の芸術祭です。国内外の
アーティストによる現代アートを
中心とした最先端の作品展示のほ
か、市民の皆さんをはじめとした
多くの方々に参加いただけるプログ
ラムを多数実施します。

日　時　12月10日㈫　16時～20時

内　容　芸術祭参加アーティスト「快
ファイファイ

快」によるステージパフォーマンス、
芸術祭参加アーティストによるトークショーなど
※来場者にプレゼントを差し上げます（数に限りがあります）。

会場・申込み　当日、直接、旧大宮区役所（大宮区大門町）へ。

会　期　令和2年3月14日㈯～5月17日㈰
会　場　旧大宮区役所、旧大宮図書館、

大宮盆栽美術館、鉄道博物館、
 彩の国さいたま芸術劇場、
 県立近代美術館など
テーマ　花／ flower

共につくる、参加する芸術祭

芸術祭が分かる！100日前イベントを開催

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。

先行して市民の方も参加できるアートセンターの催しは20ページに掲載！

内　　容　アート作品の制作支援や開催運営
など

※1月上旬から活動予定のアート作品制作支援
ボランティアの募集期限は、12月26日㈭です。

▶さいたま国際芸術祭サポーターを募集中！

費　　用　1,000円（当日券は1,200円）
※高校生以下の方、障害のある方とそ
の介助者（1人まで）は無料です。

販売期間　12月10日㈫～3月13日㈮

▶旧大宮区役所会場の
　入場前売りチケットを販売します

芸術祭の開催について詳しくは、
公式サイトへ。
Ｈhttps://art-sightama.jp/

▶Twitter、Facebook、Instagramなどで
　開催情報をお知らせします
アカウント名　@artsightama
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詳しくは、収納対策課（Ｔ829・1167、Ｆ829・1962）へ。

現在の担当課 変更後の担当課 取扱業務 変更後の問合せ

各区課税課 

北部・南部市税事務所
個人課税課

●個人の市・県民税、軽自動車税の調査と賦課 など
北部　Ｔ646・3102、Ｆ646・3164
南部　Ｔ829・1386、Ｆ829・6236

北部・南部市税事務所
資産課税課

●固定資産の評価に関すること
●固定資産税・都市計画税の調査と賦課
●土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧 など
※償却資産業務は南部市税事務所で行います。

北部　Ｔ646・3114、Ｆ646・3164
南部　Ｔ829・1570、Ｆ829・1916

各区収納課
債権回収課

北部・南部市税事務所
納税課

●市税等徴収金の徴収・納税の猶予に関すること
●市税等徴収金の督促、催告・滞納処分に関するこ
と など

北部　Ｔ646・3039、Ｆ646・3164
南部　Ｔ829・1734、Ｆ829・1964

収納対策課
収納調査課

北部・南部市税事務所
納税調査課

●市税等の徴収に必要な調査に関すること
●公売 など

北部　Ｔ646・3047、Ｆ646・3164
南部　Ｔ829・1467、Ｆ829・1964

市民税課
北部市税事務所
法人課税課

●個人の市・県民税の調査と賦課（給与所得にかか
る特別徴収などに限る） など

Ｔ646・3271、Ｆ646・3164

●法人の市民税、市たばこ税、入湯税、事業所税
の調査・課税 など

Ｔ646・3272、Ｆ646・3164

市税事務所の取扱業務

各区役所に「市税の窓口」を設置します
※大宮・浦和区役所をご利用の方は、各市税事務所へ。

詳しくは、秘書課（Ｔ829・1014）へ。

　各区役所課税課と収納課の機能を市内２か所に統合し、市税に関するさまざまな業務を効率的に行います。

●市税の納付　●市税の証明書の交付
●原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届け出

●北部市税事務所（大宮区役所）
　… 西・北・大宮・見沼・岩槻区
● 南部市税事務所（市役所西隣・ときわ会館1・2階）
　… 中央・桜・浦和・南・緑区

令和2年1月6日㈪
市税事務所を開設します

11月19日に各賞の表彰を行いました。市表彰式の受賞者を紹介します

表彰区分 氏名・団体名

保健・福祉功労
登坂　英明、松本　雅彦、森　泰二郎、宮﨑三津子、清宮　健夫、山路　　孝、後藤　　勉、
小山　廣吉、岩田　勝三、小澤　和廣、相川　孝巠、山本　大介、淺見　　定

消防・防災功労 岡村　好一、杉山　義光、矢作　利雄、渡辺　照雄
教育・文化・スポーツ功労 阿部　達哉、杉本　浩一、佐藤　　度

寄附功労
天野　朝子、故 小島福次、春田久美子、一般社団法人埼玉県トラック協会、株式会社小山、
株式会社小山本家酒造

（順不同、敬称略）

  文化芸術・スポーツの分野において顕著な功績のあった市民又は市にゆかりのある方文化賞

市の公益の増進に寄与、又は永年にわたり市政の振興発展に尽力され、その功績が特に顕著な方市政功労賞

小池　光　歌人
　歌集「時のめぐりに」で迢空賞を受賞。「思川の岸辺」では読売文学賞詩歌俳句賞に輝くなど多くの賞を受賞され、現代短歌界
の発展に多大な貢献を果たされている。
　さいたま市では、歌壇に新風をもたらす歌人を表彰し、新人歌人の発掘・支援を行う「現代短歌新人賞」の選考委員を10年間
にわたり務め、現代短歌の普及啓発と後進の育成に尽力。本市の芸術文化の振興に大きく寄与された。

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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詳しくは、人事課（Ｔ829・1092、Ｆ829・1998）へ。

詳しくは、職員課（Ｔ829・1095、Ｆ829・1998）へ。

市職員の給与や職員数などを公表します

■職員手当の状況(平成31年4月1日現在)
区分 内容

扶養手当

子   1万円
子以外の扶養親族   1人につき6,500円
満16歳～22歳の子に対する加算   1人につき5,000円
 【平均支給月額…1万7,812円】

地域手当 15%（医療職（1）適用者は16%）
【平均支給月額…4万4,448円】

住居手当 借家・借間   2万7,000円 （限度額）
 【平均支給月額…2万3,609円】

通勤手当

交通機関等利用… 6か月定期券の利用など、最も経済的かつ合理的
である運賃等の額

交通用具使用…… 使用距離に応じて、2,000円～3万1,600円
※支給限度月額…5万5,000円 【平均支給月額…6,363円】

時間外
勤務手当

正規の勤務時間以外に勤務した職員に支給
 【平均支給月額…4万4,689円】

特殊勤務
手当

危険、不快、不健康などの特殊な勤務に従事する職員に支給
 【平均支給月額…1万2,725円】

期末手当
勤勉手当

期末手当……2.60月分（1.45月分） 
勤勉手当……1.85月分（0.90月分）
役職加算率…5～20％
※(　)内は、再任用職員の支給割合です。また、役職加算とは職制
上の段階、職務の級などによる加算措置です。

 【平均支給年額…156万7,321円】

退職手当

区分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

1人当たり平均支給額 2,687千円 22,413千円

区分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職 40.1歳 31万6,071円

■職員の平均年齢、平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）

区分 初任給
経験年数

10年 20年 30年

一般
行政職

大学卒 17万9,900円 25万9,600円 32万3,200円 38万6,200円

高校卒 14万6,400円 21万6,600円 29万3,500円 36万8,500円

■職員の標準給料月額（平成31年4月1日現在）

区分 職員数（A） 給与費（B） 1人当たり給与費（B/A）

平成30年度 1万2,305人 91,561,931千円 7,441千円

■職員給与費の状況（普通会計決算）

※１ 職員手当には、退職手当を含みません。
※２ 職員数は平成30年4月1日現在です。

※１ 人件費には、特別職に支給される給料などを含みます。
※２ 住民基本台帳人口は、平成31年3月31日現在です。

区分 住民基本
台帳人口 歳出額（A） 人件費（B）

人件費率（B/A）

平成
30年度

平成
29年度

平成
30年度 130万6,079人 538,153,498千円 123,963,259千円 23.0％ 23.3％

■人件費の状況 （普通会計決算）

※平均支給額については、いずれも平成30年度の実績です。

■特別職の給与などの状況（平成31年4月1日現在）

区分 給料・議員報酬
月額

期末手当 地域
手当6月 12月 計 加算率※

市長 121万円

1.675
月分

1.675
月分

3.35
月分

①20%
②25% 15%

副市長 95万1,000円
水道事業管理者 79万7,000円
教育長 79万2,000円

常勤の監査委員 60万8,000円
特別職の秘書 46万7,000円
議長 97万7,000円

1.575
月分

1.725
月分

3.30
月分 ②45％ なし副議長 87万3,000円

議員 80万7,000円
※①は給料及び地域手当に加算する率、②は給料又は議員報酬に加算する率です。

　市職員の給与は、生計費や民間企業・国・他の地方公共団体などの給与を考慮して、市議会の議決を経て定められます。
　また、市長などの特別職の給料及び議員報酬は、市民の代表者などで構成される特別職報酬等審議会の答申に基づき、市議会の議決を経
て定められます。

■本市の職員数（各年4月1日現在）

平成30年度人事行政などの公表
　本市における人事行政の運営等の状況及び人事委員会の
業務の状況を、12月中に各区役所の情報公開コーナーで公
表する予定です。※市ホームページでもご覧になれます。

※１ 職員数は一般職に属する職員数です。
※２ （ ）内は、女性職員の内数です。
※３ 【 】内は、さいたま市職員定数条例及びさいたま市教職員定数条例で定める職員の定数です。
※４ 一般行政には、総務、税務、民生、衛生、土木など、公営企業等会計には、病院、上下水道、

国民健康保険事業、介護保険事業などが含まれています。

　平成31年4月1日現在の職員数は、前年度と比べて400人増の1万4,367人となっています。本市では、行財政改革の取り組みを反映しながら総人
件費の抑制に配慮しつつ、業務量に応じた適正な職員数を確保することとしています。

部門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由 
平成31年 平成30年

普通会計

一般行政 5,233 (2,218)人 5,150 (2,160)人 83人 児童福祉司の増、オリンピック・パラリンピック業務の増、大宮区役所新庁舎建設業務終了による減

教育 6,135 (3,431)人 5,834 (3,234)人 301人 小・中学校教職員の増、大宮国際中等教育学校開校に伴う増、大宮西高等学校学年縮小に伴う減

消防 1,326 (49)人 1,321(47)人 5人 消防業務の増

公営企業等会計 1,673 (837)人 1,662 (822)人 11人 診療業務の増、下水処理センターの包括的民間委託化による減

合計 1万4,367 (6,535)人
【1万5,659人】

1万3,967 (6,263)人
【1万5,493人】 400人 ̶̶

市職員の給与（平成26～30年度）などの詳細は、市ホームページでご覧に
なれます。なお、平成29年度以降の記載については、旧県費負担教職員
分を含みます。

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。
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