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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。

芸術祭の開催に向け、土地の理解を深めるイベントを行います。

申込み ▶①…当日、直接、会場へ。　▶②…2月3日㈪～12日㈬に、
電話又はファクスで、国際芸術祭開催準備室へ。

 ※いずれも先着順です。なお、結果は全員に連絡します。

No. 行事名 日時 会場 定員

① レクチャー ２月１日㈯ 14時～17時 旧大宮図書館
（大宮区高鼻町） 100人

② まちあるき ２月16日㈰ 13時～17時 大宮区周辺 30人

会　期　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、
宇宙劇場、県立近代美術館、
岩槻人形博物館ほか市内各所

テーマ　花／ flower

参加アーティスト決定　

PRショートムービー公開中

イベント情報  スリバチ×さいたま百景

豪華制作陣による市内
を舞台にしたＰＲ映像
を春から冬にかけて制
作・公開。
最新の「秋編」は公式
サイトで公開中。

さいたまの見方が変わる
写真

〈左〉テリ・ワイフェンバック
テリ・ワイフェンバック《Untitled》2015、
写真集 "Des oiseaux Terri Weifenbach" 
より

壮大なアート作品を展示
インスタレーション

〈中央上〉 篠田太郎
篠田太郎《枯山水》2015、サイトスペシフィック
インスタレーション、シャルジャビエンナーレ, 
Courtesy of Sharjah Art Foundation

〈右上〉アラン・カプロー
アラン・カプロー《Fluids》、1967:2005 ,Art:
36:Basel, Switzerland
Photo: Stefan Altenberger

〈右中央〉川井昭夫
川井昭夫《PLANT CIRCLE V:水が 与えられな
かったとせよ》展示風景、2017、「死なない命」、
金沢21世紀美術館

観客を巻き込むステージ展開
パフォーマンス

〈中央下〉日本フィルハーモニー交響楽団
日本フィルハーモニー交響楽団《クラシックな
ラジオ体操》 2017、©NPO法人インビジブル 
Photo: Hajime Kato

〈右下〉快
ファイファイ

快
快快『ルイ・ルイ』KAAT神奈川芸術劇場大スタ
ジオ（2019） Photo: Kazuya Kato

参加アーティストを過去の作品とともに紹介。
他にも50組以上のアーティストやプロジェクトが参加予定！

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

費　　用　1,000円
販売期間　3月13日㈮まで
※3月14日㈯以降は、当日入場券を1,200円で販売します。
なお、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。

▶旧大宮区役所会場の
　前売引換券を販売しています

会　　場　旧大宮区役所（大宮区大門町）
内　　容　アート作品の制作や会場運営などの補助
※参加には、事前にボランティアシティさいたまWEBでサ
ポーター登録が必要です。
Ｈhttps://volunteercity-saitama.jp/triennale/

▶さいたま国際芸術祭市民サポーターを募集します！
　芸術祭を一緒につくりませんか？

▶アーティストやイベント情報などを
　Twitter、Facebook、Instagram、公式サイトで
　お知らせします

アカウント名　@artsightama
公 式 サイト Ｈhttps://art-sightama.jp/
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をつなぐ

　2020年、新しい年を迎えました。本市はこれまで
2020年を目指し、2つのテーマに取り組んできました。
　1つは、東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会の競技開催自治体としての魅力向上です。たく
さんの方の知恵や協力をいただき、来訪者へのおもて
なし、本市の魅力発信、大会レガシーづくりを官民連
携で進めてきました。
　もう1つは、CS90運動です。この運動は、2020年ま
でに市民満足度を90％以上にすることを目標に、企業
や市民の皆さんとともに、「もっと身近に、もっとしあ

わせに」をキャッチフレーズに全
庁を挙げて取り組んできたもの
です。昨年の調査では84.4％と
過去最高の数字になりました。
　2020年はまさに、これまで皆
さんの協力のもと着実に推進し
てきた2つの取り組みの成果が
問われる年になります。引き続き、市民の皆さん、事業
者、そして行政が「ONE TEAM」になって、素晴らしい
1年にしていきましょう。さいたま市長

“ONE TEAMさいたま”で素晴らしい1年に

こんな情報をご覧いただけます

施　設 団体・サークル

詳しくは、スポーツ政策室(Ｔ829・1737、Ｆ829・1996）へ。

ここにくればスポーツが探せる、見つかる

開設！

スポーツに関する情報を気軽に収集するなら、
まずは、「ここスポ」にアクセス。 Ｈhttp://bit.ly/37l3W6c

スポーツ庁は、スポーツのイベントや施設など、スポーツに関す
る情報をまとめて見ることができるWebサイト、「ここスポ」を開
設しました。サイト内では市内のスポーツ施設、教室、総合型地
域スポーツクラブなど、さまざまな情報を探すことができます。

施設の所在地や設備、開催される
教室の競技名などから、目的に合っ
た情報が簡単に見つかる！

たくさんの写真を掲載し
ているため、施設の設備
や教室の内容を具体的に
イメージできる！

市内で活動するサークル情報
を活動場所や競技名から探
せる！

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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詳しくは、各施設又は市民生活安全課（Ｔ829・1214、Ｆ829・1969）へ。

詳しくは、スポーツ振興課（Ｔ829･1058、Ｆ829･1996）へ。

所 在 地 福島県南会津郡南会津町界454
施設内容　 和室19室、洋室2室、温泉大浴場、サウナ、

露天風呂、多目的ホールなど
交　　通　会津田島駅から無料送迎バスあり（要予約）
　　　　　東北自動車道「西那須野塩原IC」から約90分

所 在 地 新潟県南魚沼市坂戸831-2
施設内容　 特別和室4室、特別洋室ツインベッド2室、

一般和室14室、温泉大浴場、宴会場など
交　　通　六日町駅から徒歩約20分
　　　　　関越自動車道「六日町IC」から約10分

大自然に囲まれた白
銀の世界

大自然に囲まれた白
銀の世界

南郷スキー場まで徒
歩5分

南郷スキー場まで徒
歩5分

和・洋2タイプの天
然温泉大浴場

和・洋2タイプの天
然温泉大浴場

地元の旬の食材を使
った和食膳

地元の旬の食材を使
った和食膳

魚沼産コシヒカリ食
べ放題

魚沼産コシヒカリ食
べ放題

10か所以上のさま
ざまなスキー場

10か所以上のさま
ざまなスキー場

区　分 市内在住の方 市外在住の方
中学生以上の方 8,930円～ 10,030円～
3歳～小学生 5,720円～ 6,820円～

※中学生以上の方は、別途入湯税150円が掛かります。
※１泊２食、近隣スキー場のリフト一日券付きの料金です。

区　分 市内在住の方 市外在住の方
中学生以上の方 4,240円～ 5,420円～
3歳～小学生 2,500円～ 3,120円～

※中学生以上の方は、別途入湯税120円が掛かります。
※１泊２食付きの料金です。

問合せ　Ｔ0241･73･2275、Ｆ0241･73･2276 問合せ　Ｔ025･773･6366、Ｆ025･773･3259

市民保養施設に泊まって
を楽しもう！を楽しもう！

ホテル南郷 2月1日リニューアルオープン!!
※1月末まで休館します。 六日町山の家 3月末の閉館まで

残りわずか!!

大宮アルディージャ大宮アルディージャ クラブ・ナシオナル・クラブ・ナシオナル・
デ・フットボールデ・フットボール

VS

さいたまシティカップ

ホームタウン（市民）優先販売 1月9日㈭まで チケット一般販売 1月10日㈮　12時～
申込方法など詳しくは、大宮アルディージャ公式サイト(Ｈhttps://www.ardija.co.jp/)をご覧ください。
なお、優先販売は販売中のため、完売している場合があります。

日　時　2月9日㈰
　　　　13時キックオフ
会　場　NACK５スタジアム大宮
　　　　（大宮区高鼻町）
内　容　大宮アルディージャ
　　　　対クラブ・ナシオナル・デ・フットボール
 （ウルグアイ）

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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詳しくは、財政課（Ｔ829・1154、Ｆ829・1974）へ。

その他の会計

【歳出の内訳と構成比】

　平成30年度の歳入は、前年度から109億円増えました。歳入総額のうち市税は2,652億円で、市民一
人あたりに換算すると、約20万3,000円の納税額となります。

　平成30年度の歳出は、前年度から128億円増えました。市民一人あたりに換算すると、約41万円の支
出額となります。

　本市には、14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。

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

一般会計歳入決算額

一般会計歳出決算額

5,421億円

5,356億円

※市民一人あたりの換算は平成31年4月1日現在の住民基本台帳人口130万6,079人で計算しています。

市税
48.9%

国庫支出金
16.7%

その他
18.1%

市債 10.9%

使用料及び手数料
1.5%

県支出金
3.9%

民生費
35.6%

土木費
12.0%

その他
15.0%

教育費
17.6%

公債費
9.5%

消防費
3.3%

衛生費
7.0%

　本市の歳入・歳出の状況について、平成30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。

市の財政状況をお知らせします

【歳入の内訳と構成比】 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

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。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


