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１ 安定した財政状況の構築
公共テナントオフィス、駐車場等の着実な運営、様々な方策による展示場、
会議室、市民ホールなどビル棟施設の安定した収益の確保、また、長期の休
館を伴うホール棟大規模改修による利用料金等の減収や利用者離れが懸念さ
れる状況を踏まえ、大規模催事の誘致や新規顧客の開拓など、休館期間終了
後の利用率低下を抑制するための方策に取り組み、安定した財政状況の構築
に努める。

２ 顧客満足度の追求による高品質なサービスの提供
経営理念である “すべてはお客様のために ”を念頭に、利用者のニーズの
変化を敏感に察知し、スピード感を持った柔軟なサービスを提供するなど、
「顧客満足度」の高いサービスを追求、徹底する。

３  時代の変化に対応した独自性の高い事業・社会貢献を意識した事
業の展開
ソニックシティ開業以来３０年間の自主事業の運営で培った経験とノウハ
ウを活かしつつ、時代の変化やトレンドを捉えた独自性・先進性のある事業
を展開するとともに、公の施設として、社会貢献、地域貢献を意識した事業
を積極的に実施する。

すべてはお客様のために　 ～責任とスピードで高品質なサービスの提供～
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昭和53年 10月 埼玉県商工会館の再建要望に対応して、県商工部が「産業振興センター構想」を作成（超高層ビル・大規模ホール等の
建設を検討）

昭和54年 11月 「産業文化センターの建設」を埼玉県中期計画に位置付け

昭和56年 12月 「産業文化センター建設構想検討委員会」設置
建設の目的として「産業の振興」「文化の振興」「国際交流の促進」の3本柱が明確となり、都市型ホテルや管理機能
を持つ民間オフィス整備等の検討を開始。
立地は「大宮駅西口第2街区」に確定

昭和58年 5月 産業文化センター建設構想の決定

8月 提案競技審査委員会設置

昭和59年 3月〜11月 公開提案競技実施

昭和60年 5月 建設事業に関する基本協定の締結（ソニックシティの憲法的性格）

昭和61年 1月 着工（1月21日起工式）
　設計：㈱日建設計
　施工：フジタ工業㈱

9月 『ソニックシティ =SONIC CITY=』の愛称決定
一般公募に基づき選定

昭和62年 5月 「財団法人埼玉県産業文化センター」設立
　ホール棟・ビル棟公共部分（公共テナント部分含む）の管理運営主体として設立

10月 「大宮ソニックシティ株式会社」設立
　建物全体（当財団管理部分及びホテル部分を除く）の維持管理主体として設立

昭和62年 12月 竣工（施工期間24か月　地上31階137m）
　工事費　362.6億円　公共部分　123.8億円（ホール棟　60億円　ビル棟63.8億円）

　　　　　　　　　　民間部分　238.8億円

昭和63年 4月 施設オープン（4月8日落成式）

平成 8年 12月 ソニックシティ・リニューアル事業（修繕）実施
　工事費・委託費等執行額　16億978.5万円（平成8年度　5億3,398.2万円　平成9年度　10億7,580.3万円）〜平成10年2月

平成10年 5月 ソニックシティオープン10周年記念式典開催

平成15年 5月 ソニックシティオープン15周年記念ガーデニングフェスタ開催

6月 ソニックシティオープン15周年記念県民ご招待コンサート開催

平成20年 1月〜2月 ソニックシティホール棟・リニューアル工事　3億7,419.9万円

平成20年 4月〜6月 ソニックシティオープン20周年記念ポスター &サイン展開催

4月 ソニックシティオープン20周年記念県民ご招待コンサート開催

5月 ソニックシティオープン20周年記念埼玉と世界の食彩フェスタ開催

平成21年 1月〜3月 ソニックシティホール棟・リニューアル工事　12億394.0万円

平成22年 1月〜2月 ソニックシティホール棟・リニューアル工事　6億8,050.5万円

平成22年 4月 ソニックシティビル棟・リニューアル工事（オーナー 3者/4カ年度）

〜平成26年3月

平成25年 4月 「公益財団法人埼玉県産業文化センター」設立

ソニックシティオープン25周年記念事業 「NHK交響楽団演奏会」

6月 「ストラディヴァリウス・サミット・コンサート2013」

10月 「アニメ・マンガまつりin 埼玉」

11月 「シエナ・ウインド・オーケストラ」

平成30年 4月 ソニックシティオープン30周年記念事業 「日本フィル特別公演＆レセプション」

5月 「埼玉アートフェスティバル2018」

6月 「ウィーン少年合唱団」

10月 「エディタ・グルベローヴァ　最後の日本リサイタル」

11月 「障害者アートフェスティバルin SONIC」

12月 「ストゥーパ　〜新卒塔婆小町〜」

平成31年 3月 「埼玉ゲームシティ」

沿　　　革

S ：埼玉県（Saitamaken）
O ：大宮市（Omiyashi）〈現さいたま市〉
N ：日本生命（Nihonseimei）
I ：産業（Industry） 国際（International）
C ：文化（Culture） 会議（Convention）

Ⅰ ソニックシティの沿革

逆打工法・電波障害対策・省エネ設備・
制震ダンパー等の最先端技術を導入
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当財団は、埼玉県のシンボル施設として建設されたソニックシティの運営を通じて、県内産業・文
化の振興と国際交流の促進を図るために設立された公益法人であり、埼玉県と協力して各種の文化・
コンベンション事業を実施する。

（設立時の名称による）

1 大宮市
2 大宮商工会議所
3 ㈱大宮そごう
4 ㈱関東高島屋
5 ㈱協和銀行
6 近畿日本ツーリスト㈱
7 国際興業㈱
8 ㈱埼玉銀行
9 埼玉県
10 埼玉縣信用金庫
11 埼玉県信用農業協同組合連合会
12 住友海上火災保険㈱
13 ㈱住友銀行

14 西武鉄道㈱
15 ㈱西武百貨店
16 ㈱セレスポ
17 全日本空輸㈱
18 ㈱大京
19 秩父セメント㈱
20 ㈱東海銀行
21 東京ガス㈱
22 東京電力㈱
23 東武鉄道㈱
24 ㈱日建設計
25 日産火災海上保険㈱
26 日本航空㈱

⑴　名　　称 公益財団法人埼玉県産業文化センター
（英文標記　SAITAMA  PUBLIC FOUNDATION  FOR  CULTURE  AND  INDUSTRY）

⑵　設　　立 昭和62年5月1日
⑶ 　
所 在 地

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5　ソニックシティビル5階

⑷　基本財産 1億5千万円（うち埼玉県5千万円、その他38団体1億円）
⑸　目　　的 産業及び文化の振興並びに経済、文化等の国際交流の促進に関する事業を行い、

もって地域社会における経済の興隆、文化の向上及び福祉の増進に寄与すること。
⑹　事　　業 ①　産業の振興及び地域社会の興隆のための各種会議、展示会の企画、誘致及び

運営に関する事業
② 県民の文化的向上のための演劇、音楽会等の芸術公演その他の文化事業の企画、

誘致及び運営に関する事業
③　地域社会の国際化を促進するための各種会議、催物等の企画、誘致及び運営

に関する事業
④　産業、文化及び学術・教育の振興並びに地域社会の発展及び国際交流を促進

するための各種コンベンションの企画、誘致及び運営に関する事業
⑤　前各号に掲げる事業の促進に資する施設の貸与及び各種催物等への助成に関

する事業
⑥　前各号に掲げる事業に係る情報及び資料の収集並びに提供に関する事業
⑦　埼玉県及び公共団体等が実施する事務、事業及び催物等で、前各号に掲げる

事業の促進に資するものへの協力に関する事業

● 役員及び評議員
　　　　　　（令和2年6月4日現在）

●事務局（令和2年4月1日現在）

常勤 非常勤 計

理 事 長 1 名 — 1 名

理 事 1 名 4 名 5 名

評 議 員 — 8 名 8 名

監 事 — 2 名 2 名

計 2 名 14 名 16 名

（財団職員19　県派遣職員2（内1名は役員を兼務）　計21名）

設 立 趣 旨

設立寄附者

概　　　要

組　　　織

27 ㈱日本交通公社
28 日本生命保険相互会社
29 日本電信電話㈱
30 ㈱乃村工藝社
31 ㈱博報堂
32 ㈱パレスホテル
33 菱屋会館㈱
34 ㈱日比谷花壇
35 富士火災海上保険㈱
36 フジタ工業㈱
37 三国コカ・コーラボトリング㈱
38 ㈱三菱銀行
39 ㈱武蔵野銀行

理事長

業務執行理事兼事務局長（館長）

総務企画部長

施設担当部長

総務経理課 施設管理課 事業企画課 利用推進課 誘致推進課

利用・誘致推進部長

［4］ ［1］ ［6］ ［3］ ［3］

Ⅱ 公益財団法人の概要
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15,584

Ⅲ 施設概要

所　在　地

面積及び所有区分

ビ ル 棟
　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地5

ホール棟
　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番地2

敷　地 県有地 8,386㎡（48.0%）
市有地 9,097㎡（52.0%）
合　計 17,483㎡

公　園 市有地 2,850㎡
バスバース 市有地 2,000㎡

建　物 埼玉県 30,798㎡（23.5%）
日本生命 62,362㎡（47.6%）
さいたま市 815㎡（  0.6%）
〃（駐輪場） 5,646㎡（  4.3%）
共用部 31,390㎡（24.0%）
合　計 131,011㎡

ホール棟

ビル棟

3

2019



Ⅳ 事業報告

　文化振興事業

■ ホールメンバーズ事業

■ 舞台芸術公演共催・後援事業

ソニックシティホールメンバーズは、県民の文化的公演への参
加の機会を確保し、県民文化の向上に寄与することを目的とした
会員制度であり、自主文化事業公演入場券の優先販売やソニック
シティ・催事案内&メンバーズ情報（SET）の定期送付を実施した。

話題性があり、幅広く県民各層が鑑賞できる特に優良な公演の開催を支援した。

●名義共催・後援　　34公演　（氷川きよし、鈴木雅之、水森かおり、さだまさし、アリス、葉加瀬太郎、加山雄三他）
●助成共催・後援　　 1公演　（第8回チャリティクリスマスおもいやりコンサート）

※「令和元年度　舞台芸術公演共催・後援事業一覧」については、資料1（P14）を参照

会員数：2,732名（令和2年3月末現在）
年会費：2,000円
特　典：チケット優先割引販売、
　　　　ソニックシティ内施設の割引利用、ソニックシティ

催事案内&メンバーズ情報（SET）の定期送付

水森かおりアリス 葉加瀬太郎

さだまさし

氷川きよし 加山雄三

鈴木雅之

0

1,000

2,000

3,000
（名）

平成28年 令和元年平成27年

2,775

平成29年

2,756 2,7322,778

平成30年

2,838

ホールメンバーズ会員数の推移
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■ プライマリーコンサート事業

■ 自主文化事業

県内市町村・日本フィルハーモニー交響楽団・財団の共催により、芸術文化の向上及び自主事業の周知宣伝を図り、クラシッ
クファン層拡大を目的とした出張コンサートを実施した。

県民の文化的向上のため、国内の一流アーティストを招聘し、優れた芸術公演を実施した。

●日本フィルハーモニー交響楽団
　さいたま定期演奏会
　（113回〜 118回）
　日本フィル・ソニックシティ
　「第九」演奏会
　※ 日本フィルハーモニー交響楽団第118回さいたま

定期演奏会は、新型コロナウイルスの影響により、
開催中止。

●玉置浩二
　THE EURASIAN RENAISSANCE“ромашка”

●西本智実×ソニックシティシリーズVol.2
　「カルミナ・ブラーナ」

●神田松之丞ソニックシティ独演会
　講談づくし二〇一九

話題性があり、幅広く県民各層が鑑賞できる特に優良な公演の開催を支援した。

●名義共催・後援　　34公演　（氷川きよし、鈴木雅之、水森かおり、さだまさし、アリス、葉加瀬太郎、加山雄三他）
●助成共催・後援　　 1公演　（第8回チャリティクリスマスおもいやりコンサート）

※「令和元年度　主催事業一覧［自主文化事業］」については、資料2（P15）を参照

■ メディア連携事業

さいたま市・NHK・財団の3者共同でイベントを実施することにより、ソニックシティに賑わいをもたらすとともに、メディ
アを通じてソニックシティの知名度を高めることを目的として2事業を実施した。

　●NHK全国学校音楽コンクール
　　埼玉県コンクール
　　日　時：8月5日（月）〜 9日（金）
　　会　場：大ホール
　　参加校：小学校の部：12校 
　　　　　　中学校の部：39校
　　　　　　高等学校の部：13校
　　入場者： 7,274名

　●NHK全国学校音楽コンクール
　　関東甲信越ブロックコンクール
　　日　時：9月7日（土）〜 8日（日）
　　会　場：大ホール
　　参加校：小学校の部：15校
　　　　　　中学校の部：15校
　　　　　　高等学校の部：14校
　　入場者：5,765名

畠山愛理玉置浩二山根一仁　ⓒK.MIURA

小林研一郎ⓒ山本倫子

さいたま市立つばさ小学校

●さいたま市との共催コンサート
　さいたま市内小学校15回/7,251名
●県内自治体等との共催コンサート
　県内施設1回/700名

・行田市産業文化会館「ベルプラス」

佐渡裕ⓒTakashi Iijima
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Ⅳ 事業報告

　産業振興事業

　社会貢献事業

　国際交流事業

県内の多くの企業・商工関係団体が参加する産業振興イベントを実施することにより、県内産業の振興や女性起業家の成長
支援に寄与した。

※「令和元年度　主催事業一覧［産業振興事業］」については、資料3（P16）を参照

※「令和元年度　主催事業一覧［社会貢献事業］」については、資料3（P16）を参照

※「令和元年度　主催事業一覧［国際交流事業］」については、資料3（P16）を参照

関係団体との共催により、国際ビジネスの振興や外国人向け進学
支援、外国人案内ボランティアの養成等を図る催事を実施した。

■ 社会貢献協力事業

渋沢栄一の精神を今に受け継ぐ全国の企業経営者を表彰する事業をはじめ、ピンクリボン運動への協力などの事業を展開した。

　●東京 2020 パラリンピック競技大会を盛り上げる講演会　 　●ピンクリボン運動普及促進事業
　●第 44 回埼玉県民のための “ がんの集い ”　　　　　　　　　●第 18 回渋沢栄一賞授賞式、第 9 回渋沢栄一ビジネス大賞
　●夢を見つける！リアル体験教室「コンサートをつくろう」

● Global Career Fair 2019
●外国人案内ボランティア育成講座
●日本語を母語としない子どもと保護者の高校進学ガイダンス
● GGS JOB FAIR 2019
●留学準備セミナー

※新型コロナウイルスの影響により、開催中止。
外国人案内ボランティア育成講座

ピンクリボン運動普及促進事業 埼玉県民のための“がんの集い”

SAITAMA Smile Women ピッチ 2019「第7回アニ玉祭」アニメ・マンガまつり in 埼玉

夢のかけはし教室「コンサートをつくろう」
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　コンベンション開催支援事業

■ 市民活動交流事業

地域経済の発展及び国際化の促進に資するコンベンションを誘致するため、優良コンベンションの開催を支援した（期間は準
備日を含む）。

支援件数7件（国際会議1件、国内学会3件、全国大会3件）支援合計315万円

さいたま市内の活動団体との共催により市民相互の交流を促進する事業を実施した。

　●大宮アルディージャ　リズム・ウォーキング教室
　● “BONSAI” の町大宮　ミニ盆栽教室

　※新型コロナウイルスの影響により、開催中止。
　●アロハ太朗講演会「マンガ de ラジオ de Good Luck!」

　※新型コロナウイルスの影響により、開催中止。

大宮アルディージャ　リズム・ウォーキング教室

ソニックシティ・ポリス・コンサート

第60回関東ブロック保育研究大会

学会・大会名 開催期間
国
際
会
議 ISO/TC211（地理情報）第 49 回総会 12 / 8 〜 13

国
内
学
会

2019 春季合同学会（獣医麻酔外科、循環器、画像診断、内視鏡外科） 6 / 13 〜 16

第 54 回地盤工学研究発表会 7 / 15 〜 18

第 35 回日本診療放射線技師学術大会 9 / 13 〜 16

全
国
大
会

第 60 回関東ブロック保育研究大会 7 / 2 〜 4

第 65 回関東地区高等学校 PTA 連合会大会埼玉大会 7 / 11 〜 13

第 58 回日本 SF 大会 7 / 26 〜 28

　●ソニックシティ・ポリス・コンサート
開催日 来場者数

平成31年 4月 26日 雨天のため中止
令和元年 5月 24日 500名
令和元年 6月 28日 400名
令和元年 9月 26日 400名
令和元年 10月 24日 400名
令和２年 3月 27日 新型コロナウイルスの影響により中止

ソニックシティの賑わいを創出するため、イベント広場において、県警音楽隊との共催によるポリス・コンサートを実施した。

■ 賑わい創出事業

■ 訪問コンサート事業

　介護施設等で慰問を目的として、出張コンサートを実施した。
実施回数 6 回 /713 名
　●埼玉医科大学総合医療センター
　●社会福祉法人いなほ会わらしべ保育園
　●社会福祉法人邑元会かがやき
　●社会福祉法人松仁会
　●埼玉福祉法人名栗園あしかり園
　●社会福祉法人本庄ひまわり福祉会ひまわり自立支援センター
　●医療法人社団東光会戸田中央総合病院
　　※新型コロナウイルスの影響により、開催中止。 訪問コンサート

かがやき
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Ⅳ 事業報告

■ エントランス装飾
ホールエントランスに装飾物を設置し賑わいを創出した。

　●クリスマスツリーの設置
　　（12/3 〜 12/25：エントランス）

　●常設展：楽器（ピアノ）の展示
　　（7/2 〜：ショーウィンドウ）
　●〈イベント PR 展示〉「カルミナ・ブラーナ」（８/9 〜11/30）　「Shadowverse World Grand Prix 2019（12/25 〜 26）

利用内容別催事数

　ホール管理事業

■ ホール管理事業

埼玉県から指定管理者の指定を受けて、ソニックシティ
ホールの管理・運営を行うほか、各施設の利用促進を図った。

施設利用状況

貸出可能日数 利用日数 利用率
大 ホ ー ル 320日 274日 85.6%
小 ホ ー ル 308日 265日 86.0%
国際会議室 283日 225日 79.5%

●過去5年の推移

60

80

100
（％） 大ホール 小ホール 国際会議室

平成29年平成28年平成27年 平成30年 令和元年

92.6

91.4

92.0

91.790.9

93.0 93.5

91.7

88.6

84.383.1

88.3 85.6
86.0

79.5

　●正月看板設置
　　（12/27 〜 1/14：東側屋外大型掲示板）

営業活動 非営業活動
● ポピュラー 94回 （40.0％） 92 2
● 会議・講演会 39回 （16.6％） 18 21
● 大会・学会 30回 （12.8％） 3 27
● クラシック 27回 （11.5％） 14 13

式典・表彰式 13回 （5.5％） 4 9
発表会（QC等） 7回 （3.0％） 2 5
演劇 7回 （3.0％） 7 0
演芸・古典芸能 5回 （2.1％） 3 2
その他 13回 （5.5％） 9 4

合計 235 回
営業活動　　152回
非営業活動　83回

■ 大ホール 0 20 40 60 80 100（％）
ポピュラーポピュラー 会議・講演会会議・講演会

大会・学会大会・学会 クラシッククラシック

■ 小ホール

合計 232 回
営業活動　　87回
非営業活動　145回

0 20 40 60 80 100（％）

発表会（QC等）発表会（QC等） ポピュラーポピュラー

会議・講演会会議・講演会 大会・学会大会・学会

● 講演会 144回 （68.6％）
● 大会・会議 46回 （21.9％）
● 式典・表彰式 6回 （2.8％）
● 試験 3回 （1.4％）

研修 1回 （0.5％）
発表会（QC等） 1回 （0.5％）
その他 9回 （4.3％）

■ 国際会議室

合計 210 回

0 20 40 60 80 100（％）

式典・表彰式式典・表彰式

講演会講演会 大会・会議大会・会議

試験試験

営業活動 非営業活動
● 会議・講演会 95回 （41.0％） 41 54
● 大会・学会 58回 （25.0％） 6 52
● 発表会（QC等） 20回 （8.7％） 7 13
● ポピュラー 17回 （7.3％） 15 2

式典・表彰式 12回 （5.2％） 3 9
発表会（ピアノ等） 7回 （3.0％） 2 5
映画 4回 （1.7％） 4 0
クラシック 3回 （1.3％） 1 2
演芸・古典芸能 2回 （0.8％） 2 0
演劇 1回 （0.4％） 1 0
その他 13回 （5.6％） 5 8
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40

60

80

100
（％）

平成29年平成28年平成27年 平成30年 令和元年

会議室 展示場 市民ホール

90.3
93.6 94.1

92.2

87.1 86.5

71.3

69.1

87.587.2

65.3
70.9

85.0
83.1

66.0

　ビル貸出管理事業

ソニックシティビルの公共施設（会議室、展示場）の管理・運営を行うほか、各施設の利用促進を図った。また、下記指定管
理施設の管理・運営を行った。 

指定管理施設：大宮ソニック市民ホール （さいたま市）
管理受託施設：イベント広場 （さいたま市）
県有普通財産：会議室・展示場

施設利用状況

貸出可能日数 利用日数 利用率

会 議 室（29室） 10,212日 8,491日 83.1%

展 示 場 5室
商談室 2,083日 1,374日 66.0%

市民ホール （4室） 1,424日 1,210日 85.0%

※時間帯＝1日を午前・午後・夜間の3区分にしたもの利用内容別催事数

●過去5年の推移

■ 施設貸出管理事業

合計 18,839 時間帯

● 会議 5,063時間帯（26.9％）
● セミナー 3,260時間帯（17.3％）
● 研修 3,050時間帯（16.2％）
● 試験 2,419時間帯（12.8％）

採用・面接 1,303時間帯 （6.9％）

■ 会議室

大会・学会 1,075時間帯 （5.7％）
説明会 960時間帯 （5.1％）
講演会 581時間帯 （3.1％）
講習会 563時間帯 （3.0％）
その他 565時間帯 （3.0％）

■ 展示場 合計 3,181 時間帯

● 展示会 668時間帯（21.0％）
● 大会・学会 533時間帯（16.8％）
● 就職相談会 389時間帯（12.2％）
● 電気機器展示 196時間帯 （6.2％）

複合イベント 185時間帯 （5.8％）
進学相談会 167時間帯 （5.2％）
日用品 150時間帯 （4.7％）
呉服物販 117時間帯 （3.7％）
試験 62時間帯 （1.9％）
その他 714時間帯（22.5％）

■ 市民ホール 合計 2,613 時間帯

● 大会・学会 607時間帯（23.2％）
● 研修 408時間帯（15.6％）
● 試験 269時間帯（10.3％）
● セミナー 200時間帯 （7.7％）

展示会 213時間帯 （8.2％）

講習会 180時間帯 （6.8％）
説明会 143時間帯 （5.5％）
会議 140時間帯 （5.4％）
講演会 117時間帯 （4.5％）
その他 336時間帯（12.8％）

※公共オフィスについては、資料4（P17）を参照

（ 　 ）

0 20 40 60 80 100（％）
大会・学会大会・学会 就職相談会就職相談会展示会展示会

電気機器展示電気機器展示

0 20 40 60 80 100（％）
大会・学会大会・学会 研修研修 試験試験 セミナーセミナー

0 20 40 60 80 100（％）
セミナーセミナー 試験試験会議会議 研修研修
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メンバーズ情報 ソニックシティホームページ“ソニックシティ催事案内「SET」”はコチラ➡https://www.sonic-city.or.jp会員の皆様へ SEE ◆ネット予約のご利用には、
　初めに利用登録が必要です。
　　　　　　　　 （登録無料）

インターネット予約は　
こちら➡

●メルマガ会員はいつでも１０％ＯＦＦ！ 
●お好きな座席の予約ができます。
●クレジットカード決済ＯＫ！

展示場・イベント広場（ビル棟Ｂ１Ｆ）

市民ホール（ビル棟４Ｆ）１１月のイベントスケジュール
時 時間場 場所

問 問合せ料 料金

第35回「私たちの自然を守ろう」
コンクール表彰式

2日㈯

時
場
料
問

13：00～16：00
全市民ホール
関係者のみ
公益財団法人 埼玉県生態系保護協会
☎048-645-0570

マイナビ転職フェア大宮

16日㈯

時
場
料
問

13：00～18：00
第1展示場
一般・公開
株式会社マイナビ
mt-event@mynavi.jp

日本肝臓病患者団体協議会主催・
「第29回全国代表者会議in埼玉」

3日（日・祝）

時
場
料
問

9：30～16：30
市民ホール402・403
関係者のみ
埼玉肝臓友の会
☎048-622-5338

50歳からのおしごと探し
＠大宮（ユメックス主催）

18日㈪

時
場
料
問

10：00～15：00
第2～4展示場
一般・公開　 無料
ユメックス株式会社
☎0120-40-3750

ルービックキューブ日本大会
2019

2日㈯・3日（日・祝）

時
場
料
問

2日10：00～20：00、3日9：30～20：00
第1・5展示場
一般・公開
日本ルービックキューブ協会
☎070-4146-9382

大学・短期大学
進学ガイダンス

19日㈫

時
場
料
問

15：00～18：30
第1展示場
一般・公開　 無料
株式会社 日本ドリコム
☎03-6746-0063

第29回 埼玉県産業教育フェア
9日㈯・10日㈰

時
場
料
問

9日10：00～16：30、10日10：00～15：30
全展示場（9・10日）・全市民ホール（10日のみ）
無料
埼玉県 高校教育指導課
☎048-830-6769

［URL］http://www2.spec.ed.jp/krk/sanfair/

埼玉県芸術文化祭30周年記念
「芸術文化ふれあい交流フェア」

24日㈰

時
場 料
問

10：00～16：00
全展示場　　無料
埼玉県芸術文化祭実行委員会

（埼玉県教育局市町村支援部文化資源課内）
☎048-830-6925（直通）

BIZ SAITAMA
さいたま市産業交流展 2019

13日㈬・14日㈭

時
場
料
問

13日13：00～17：00、14日10：00～17：00
全展示場
一般・公開
さいたま市産業交流展実行委員会
☎048-851-6652

BIZ SAITAMA
さいたま市産業交流展 2019

13日㈬

時
場
料
問

17：00～18：30
全市民ホール
一般・公開
さいたま市産業交流展実行委員会
☎048-851-6652

埼玉Jobway
合同企業説明会

24日㈰

時
場
料
問

12：00～16：00
全市民ホール
無料
埼玉中小企業家同友会
☎048-747-5550

令和元年度
埼玉県私学振興大会実行委員会

28日㈭

時
場
料
問

9：00～17：00
市民ホール401・402
関係者のみ　無料
一般社団法人 埼玉県私立中学高等学校協会
☎048-863-2110

「30代・40代でも大丈夫！！正社員になろう
プロジェクト」合同企業説明会

15日㈮

時
場
料
問

12：00～16：00
第1展示場
一般・公開　無料
埼玉県産業労働部雇用労働課
☎048-830-4538

埼玉FPフォーラム2019
セミナーと個別相談会

4日（月・休）

時
場
料
問

13：00～16：30
全展示場
一般・公開　無料
NPO法人 日本FP協会 埼玉支部
☎048-650-2667

株式会社ふくしま
年末年始給食施設向け食材展

15日㈮

時
場
料
問

13：00～19：00
第2・3展示場
招待
株式会社ふくしま
☎049-242-1694

第11回大宮＆MAMACOフェスタ2019秋
～ママもこどももにこにこフェスタ～

20日㈬

時
場
料
問

10：00～15：00
第1展示場
一般・公開
一般社団法人 ANDMAMACO
info@andmamaco.com

会員限定優待チケット 赤字表記の価格は「会員価格」です 電話・5F窓口でのお取扱いとさせていただきます。

S席8,500円
※定価販売となります。
※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

2019年12月6日金 19:00開演
ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2019

© Disney

S席6,500円
➡6,000円
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※映像の上映はありません。

2020年1月7日火 11:30開演
ローマ・イタリア管弦楽団

『映画音楽名曲選』

全席指定3,800円
➡3,600円
※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

2020年1月7日火 18:30開演
キエフ・クラシック・コレクション　

『初春バレエ祝賀コンサート』

全席指定2,750円
➡2,650円
※1歳以上有料。1歳未満のお子様は、保護者
　1名につき1名までひざ上にて無料。

2020年1月4日土 ①13:00開演②15:30開演
おかあさんといっしょ  ガラピコぷ～がやってきた！！
出演：チョロミー・ムームー・ガラピコ／速水けんたろう・はいだしょうこ・関沢圭司

ホールメンバーズ ☎０４８‐６４７‐７７２２（9時～18時／日曜•祝日を除く）

チケットポート（ホールメンバーズ以外の方） ☎０４８‐６４７‐４００１（10時～19時／不定休）

インターネット購入以外のチケットのお申込み•お問合せは

10月24日㈭
9:00～会員先行発売
全席指定8,000円
※定価販売となります。
※3歳以上チケット必要。

2019年12月3日火・4日水 19:00開演

京響プレミアム　大島こうすけ(作曲家)：交響組曲「Life～永遠の夢人～」
―どれだけ生きれば、また君に出逢えるのだろう。― NEW

11月1日㈮
9:00～会員先行発売
自由席2,000円
➡1,900円
※未就学児は膝の上に
　乗せる場合のみ無料。

2019年12月25日水 13:30開演（小ホール）
さいたま商工会議所女性会
第８回チャリティクリスマスおもいやりコンサート

NEW

好評発売中！

好評発売中！ 好評発売中！

10月24日㈭
9:00～会員先行発売
全席指定6,800円
➡6,500円
※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

2020年3月27日金 16:30開演
森山良子スペシャルコンサート2020
ゲスト 清水ミチコ

NEW

TOWA　   MUJIN

作 ■Ｗ.シェイクスピア　　 演出■吉田鋼太郎　　 翻訳■松岡和子
出演■阿部寛、吉田鋼太郎、金子大地、宮本裕子、山谷花純、谷田歩、河内大和
会場■彩の国さいたま芸術劇場　大ホール
主催■公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団

Ｓ席9,500円（定価）➡会員価格9,000円
11月1日㊎9：00～会員先行発売（＊一般発売：11月16日㊏）
※予定枚数終了後、販売終了となります。あらかじめご了承ください。

2020年 2月23日日㊗ 13:00開演
〈こちらの公演は、2020年2月14日㊎～3月1日㊐全19回〉

会員限定
発売

～彩の国さいたま芸術劇場　チケットを取り扱います！！～
彩の国シェイクスピア・シリーズ第35弾

「ヘンリー八世」
好評発売中！

⬅問い合わせは左記、ホールメンバーズ、チケットポートまで。

［指    揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕
［ヴァイオリン］千住 真理子
［曲    目］
　チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲
　ベルリオーズ／幻想交響曲

［指    揮］山田 和樹〔正指揮者〕
［ヴァイオリン］ヴァディム・レーピン
［曲    目］
　シベリウス／ヴァイオリン協奏曲
　ホルスト／組曲「惑星」

［指    揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕
［ピ ア ノ］仲道 郁代
［曲    目］
　ショパン／ピアノ協奏曲第１番
　リムスキー=コルサコフ／交響組曲
　　　　　　　　　　　　「シェエラザード」

［指    揮］飯森 範親　［ソプラノ］中村 恵理
［アルト］富岡 明子　［テノール］城 宏憲
［バリトン］大西 宇宙　［合    唱］埼玉第九合唱団
［曲    目］
　ハイドン／交響曲第9番
　ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付」

日本フィル・ソニックシティ「第九」演奏会  ２０２０ ２０２０年 １２月１８日金 １８：２０開場・１９：００開演

「第九」演奏会2020料金表

定　価
セット券同時購入（会員）
6公演セット券（メルマガ・一般）

5,500円

4,130円

4,680円

4,000円

3,000円

3,400円

2,000円

1,700円

1,700円

2020シリーズ料金表
S席 A席 B席 Ys席

定　価
6公演セット券（会員）
6公演セット券（メルマガ・一般）

33,000円

24,750円

28,050円

27,000円

20,250円

22,950円

21,000円

15,750円

17,850円

12,000円

10,200円

10,200円

●Ys席（19歳以下）はA席またはB席から選
べます。

●車イス席（10席）をご利用の場合、Ys席と
同料金になります。

●Ys席および車イス席はソニックシティホー
ルまでお問合せください。

●セット券のお客様には6公演とも同じ座席を
ご用意いたします。

●お申込みいただいたチケットの変更・キャン
セルは出来ませんのでご了承ください。

●未就学児同伴の入場はご遠慮願います。
※出演者、曲目等は変更される場合がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

ＳＯＮＩＣ ＣＩＴＹ ２０２０シリーズ　さいたま定期演奏会日本フィルハーモニー交響楽団 ６公演セット券＋第九

第１１８回 第１２１回２０２０年 ３月１３日金 １８：２０開場・１９：００開演

２０２０年 １１月１３日金 １８：２０開場・１９：００開演

２０２０年   ５月２９日金 １８：２０開場・１９：００開演 ２０２０年 ７月３日金 １８：２０開場・１９：００開演 ２０２０年 ９月１１日金 １８：２０開場・１９：００開演

第１２２回

［指    揮］ピエタリ・インキネン〔首席指揮者〕
［ヴァイオリン］神尾 真由子
［曲    目］
　パガニーニ／ヴァイオリン協奏曲第1番
　ベートーヴェン／交響曲第7番 ほか

第１２３回

第116回・第117回  単独券 料金表
S席 A席 B席 Ys席

単独券（定価）
単独券（会員）

単独券（メルマガ）

5,500円

4,680円

4,950円

4,500円

3,830円

4,050円

3,500円

2,980円

3,150円

2,000円

2,000円

2,000円

※Ys席（19歳以下）はA席またはB席から選べます。

日本フィル ＳＯＮＩＣ ＣＩＴＹ ２０１９シリーズ　日本フィルハーモニー交響楽団さいたま定期演奏会 インターネット
発売あり！
※発売日は９：００～の取扱い

［指    揮］小林 研一郎 〔桂冠名誉指揮者〕
［ピ アノ］河村 尚子
［曲    目］ベートーヴェン／

　ピアノ協奏曲第５番「皇帝」
ショスタコーヴィチ／
　交響曲第５番「革命」

［指    揮］佐渡 裕
［ヴァイオリン］山根 一仁
［曲    目］ブラームス／ヴァイオリン協奏曲

シベリウス／交響曲第２番

［指    揮］広上 淳一 ［ソプラノ］中村 恵理
［カウンターテナー］藤木 大地
［テノール］吉田 浩之 ［バリトン］大西 宇宙
［合    唱］埼玉第九合唱団
［曲    目］ベートーヴェン／交響曲第９番「合唱付」ほか

日本フィル・ソニックシティ「第九」演奏会　２０１９ ２０１９年 １２月１３日㈮
１８：２０開場・１９：００開演

©Greg Sailor©Greg Sailor ©Chris Gloag©Chris Gloag ©Dario Acosta©Dario Acosta©山本倫子©山本倫子 ©Marco Borggreve©Marco Borggreve

©Takashi Iijima©Takashi Iijima ©K.MIURA©K.MIURA

革命 ２０１９年 １１月８日㈮ １８：２０開場・１９：００開演第１１６回 理念 ２０２０年 １月１０日㈮ １８：２０開場・１９：００開演第１１７回

さいたま市民割引のご案内
日本フィルさいたま定期演奏会に限り、さいたま市内在住・在
勤・在学の方は、各席定価の1,000円引きでご購入いただけ
ます。

好評発売中！

［指    揮］大植 英次
［ピ アノ］新垣 隆
［曲    目］
　新垣 隆／ピアノ協奏曲「新生」
　マーラー／交響曲第1番「巨人」

第１１９回 第１２０回

©山本倫子©山本倫子 © Kiyotaka Saito(SCOPE) ©飯島隆©飯島隆 ©塩澤秀樹©塩澤秀樹

［指    揮］西本 智実
［曲    目］

ハチャトゥリアン／組曲「仮面舞踏会」（ワルツ、ノ
クターン、マズルカ、ロマンス、ギャロップ）

ハチャトゥリアン／バレエ音楽「ガイーヌ」より“剣
の舞”、“ゴパーク”、“レズギンカ”

プロコフィエフ／バレエ音楽「シンデレラ」より抜
粋（西本智実版）

S席 A席 B席 Ys席

7,000円

5,250円

5,950円

２０２１年  １月８日金 １８：２０開場・１９：００開演

©山本倫子 ©Kiyotaka Saito

© Yoshinori Tsuru© Yoshinori Tsuru ©s.yamamoto©s.yamamoto©Harald Hoffmann©Harald Hoffmann ©Takayuki Yoshida

ＳＯＮＩＣ ＣＩＴＹ

２０２０シリーズ

「第九」演奏会2019 料金表
S席 A席 B席 Ys席

単独券（定価）
単独券（会員）

単独券（メルマガ）

7,000円

5,950円

6,300円

5,500円

4,680円

4,950円

4,000円

3,400円

3,600円

2,000円

2,000円

2,000円

※Ys席（19歳以下）はA席またはB席から選べます。

インターネット発売あり！
※発売日は９：００～の取扱い好評発売中！

６公演セット券がまるごと入る！
ソニックシティオリジナルチケットホルダーをプレゼント！　＆ 特別トークイベント

内容 音楽評論家・小宮正安が2020シリーズの聴きどころを解説します。
日時【第1回目】2020年2月２９日㊏

【第2回目】2020年9月5日㊏　いずれも14：00～16：00 を予定
会場 ソニックシティ内（応募者に別途ご案内いたします。）
応募 往復はがきに①氏名・ふりがな②電話番号③郵便番号・住所④参

加人数（購入セット数を上限とする）⑤会員番号（会員の方）をご
記入いただき、下記宛先まで。

応募【第１回目】20１９年9月１８日㊌～2020年１月３１日㊎ 
【第２回目】2020年3月1日㊐～2020年８月７日㊎必着
各回締め切りの１週間後を目途に、返信はがきでご案内いたします。

定員 100名（応募者多数の場合は抽選となります。）
宛先 〒３３０‒８６６９　埼玉県さいたま市大宮区桜木町１‒７‒５ソニックシティビル５Ｆ

（公財）埼玉県産業文化センター内ソニックシティホールメンバーズ事務局
「特別トークイベント係」

小宮正安が語る  シリーズの魅力2020（全2回）

プレゼント＆ご招待！6公演セット券ご購入特典

2月29日土14：00～ ・ 9月5日土14：00～　へご参加いただけます（各回、要事前申込み）。

方法

期間

主催・お問合せ●（公財）埼玉県産業文化センター
 ☎048-647-7722（9時～18時／日曜・祝日を除く）

日時 2020年4月4日㊏16：20開場　17：00開演　　　　　
出演 玉置 浩二　　指揮 西本 智実
管弦楽 東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ
　全席指定 14,000円　　　ホールメンバーズ特別価格 11,900円
　特典DVD付 ※会場限定配布品 

（2019年7月ロシア交響楽団＆4月薬師寺公演の収録・特別インタビュー他約60分）

　特製プログラム付
発売日 メンバーズ発売 10月24日㊍　一般発売 10月26日㊏

インターネット発売あり！　　※発売初日は窓口販売なし。

KOJI  TAMAKI
PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2020
THE EURASIAN RENAISSANCE
“ромашка（ロマーシカ）”-CURTAIN CALL-

インターネット発売あり！インターネット発売あり！

GGS JOB FAIR 2019 （就職面接会&インターンシップ説明会）

主催●埼玉県、公益財団法人埼玉県国際交流協会、公益財団法人埼玉県産業文化センター

～留学生および留学経験がある皆様は、ぜひこの機会をご活用下さい～
開 催 日 11月7日㈭ 13：00～16：30（12：00受付開始）＊事前にお申込み下さい。
会　　場 全市民ホール　　参 加 費 無料
対　　象 外国人留学生及び海外留学経験のある日本人学生
申込方法 グローバル人材育成センター埼玉のホームページに

アクセス！
問合せ先 グローバル人材育成センター埼玉　☎048-833-2995

検索グローバル人材育成センター埼玉

～外国人への案内ボランティアはじめませんか？～  『外国人案内ボランティア育成講座』～外国人への案内ボランティアはじめませんか？～  『外国人案内ボランティア育成講座』～外国人への案内ボランティアはじめませんか？～  『外国人案内ボランティア育成講座』
埼玉県では、県内で開催される国際スポーツ大会や外国人観光客の増加を
見据え、街中で外国人の案内を行うボランティアの育成講座を開催します。
在住外国人の皆様もぜひご参加ください！
開催日 2019年12月8日㊐、12月15日㊐　　費用 参加費無料
対象者 ①埼玉県内に在住、在勤、在学の方　②15歳以上(中学生を除く)の方

(言語力は問いません)　③研修に2日間参加できる方
応募方法 埼玉県国際交流協会のホームページのお申込みフォームより

※1  応募者多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。なお、抽
選結果は全員へご連絡いたします。

※2  東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中に競技会場等で活動するボラ
ンティアとは異なります。

会　　場●全市民ホール
お問合せ●公益財団法人 埼玉県国際交流協会事業担当　tel.048-833-2992
主　　催●埼玉県、公益財団法人 埼玉県国際交流協会、公益財団法人 埼玉県産業文化センター

　テナント・受託施設管理事業

ソニックシティビルの公共オフィス（テナント）の管理・運営を行うほか、管理受託施設（埼玉県パスポートセンター、埼玉
県警察再交付・国外運転免許センター）の管理・運営を行った。 

　広報活動事業

■ SET の作成・発行事業

■ ホームページ運営事業

【仕様】
　・A4 版
　・4 ページ
　・全面カラー

【部数】
　・17,000 部（月刊）

【配布先】
　・県内公共機関

ソニックシティで開催されるイベント等を紹介するため、催事案内紙の「SET」を作成・発行し、
県内の市町村や会館、ホールメンバーズ等に配布した。

ホームページを活用し、ソニックシティ各施設の利用案内や催事情報等の提供を行った。また、インターネットによる会議室
予約やチケット販売、ツイッターなどを通じて、事業のＰＲや利用者サービスの向上に努めた。

　施設利用促進事業
積極的な営業訪問の他、海外展示会への出展、施設内覧会の開催等により施設をPRした。

　●第 29 回国際 MICE エキスポ（IME2020）
　　（公社）さいたま観光国際協会と共同出展
　　（2/26 東京国際フォーラム）

　●ソニックシティ施設内覧会の開催
　　第 1回：コンベンション利用関係者向け（7/24）
　　第 2回：コンベンション誘致対象者向け（1/27）

Ⅳ 事業報告

※公共オフィスについては、資料4（P17）を参照

ソ ニ ック シ ティ 催 事 案 内 ＆メ ン バ ー ズ 情 報

ソニックシティホール  ☎ 048-647-7722（9時～18時／日曜・祝日を除く）

ソニックシティ チケットポート ☎ 048-647-4001（10時～19時／不定休）
チケット
取扱い

SET 11 月号  10月15日発行
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　駐車場管理事業

　その他

ソニックシティ公共施設に不可欠な駐車場の管理・運営を行った。

　●来館者数

　●寄附者一覧 　　・ 大宮ソニックシティ株式会社 300,000 円
　　・ 倉持良幸 10,000 円
　　・ 堤　晴彦 10,000 円

ホール棟来館者数 ビル棟来館者数
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　●ホール地下 2 階駐車場
　　（県有普通財産）
　　テナント用月極及び時間貸し用駐車場
　●第 2 パーキング
　　（県有普通財産）
　　テナント用月極及び
　　催事搬入出車両用駐車場

年度計　3 名　320,000 円

　付帯サービス事業
ソニックシティ公共貸出施設利用者への利便に資するための各種サービスの提供を行った。

　●飲食サービス
　　ホール喫茶店、ホール売店、
　　自動販売機、ルームサービス、
　　パーティ
　●イベントサービス
　　イベント運営、
　　ホール及び展示場等設営業務
　●チケット販売

ホール 1 階インフォメーション
におけるチケット販売

11

2019



Ⅴ 決算状況

（令和 2 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

貸借対照表

科          　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　　　現金預金 562,214,473 504,552,780 57,661,693
　　　　　未収金 34,187,269 49,915,607 △ 15,728,338
　　　　　貸倒引当金 △ 1,044,973 △ 1,152,683 107,710
　　　　　未収還付消費税等 0 6,235,800 △ 6,235,800
　　　　　前払金 396,000 388,800 7,200
　　　　　立替金 49,500 48,600 900
          貯蔵品 313,700 311,000 2,700
　　　　流動資産合計 596,115,969 560,299,904 35,816,065
　２．固定資産
　　(1) 基本財産
　　　　　埼玉県債 150,000,000 150,000,000 0
　　　　基本財産合計 150,000,000 150,000,000 0
　　(2) 特定資産
　　　　　事業積立資産 200,000,000 200,000,000 0
　　　　　退職給付引当資産 146,392,165 135,860,125 10,532,040
　　　　　減価償却引当資産 39,374,999 39,374,999 0
　　　　　修繕引当資産 48,000,000 48,000,000 0
　　　　　施設改修等費用準備資金 20,690,000 20,690,000 0
　　　　　備品･設備等更新資産取得資金 10,870,000 10,870,000 0
　　　　特定資産合計 465,327,164 454,795,124 10,532,040
　　(3) その他固定資産
　　　　　什器備品 9,683,625 16,839,633 △ 7,156,008
　　　　　通信設備 4,377,260 7,295,432 △ 2,918,172
　　　　　ソフトウェア 44,428,231 50,433,952 △ 6,005,721
　　　　　投資有価証券 200,000,000 200,000,000 0
　　　　　長期前払費用 5,448,972 3,668,141 1,780,831
　　　　　繰延税金資産 19,277,146 20,198,342 △ 921,196
　　　　その他固定資産合計 283,215,234 298,435,500 △ 15,220,266
　　　　固定資産合計 898,542,398 903,230,624 △ 4,688,226
　　　　資産合計 1,494,658,367 1,463,530,528 31,127,839
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　　未払金 142,710,214 79,769,779 62,940,435
　　　　　未払消費税等 5,955,700 0 5,955,700
　　　　　未払法人税等 14,182,200 18,315,200 △ 4,133,000
　　　　　前受金 211,077,895 243,314,594 △ 32,236,699
　　　　　預り金 7,681,870 5,261,950 2,419,920
　　　　　賞与引当金 12,939,383 12,983,971 △ 44,588
　　　　　リース債務 0 1,406,580 △ 1,406,580
　　　　流動負債合計 394,547,262 361,052,074 33,495,188
　２．固定負債
　　　　　退職給付引当金 146,392,165 135,860,125 10,532,040
　　　　　修繕引当金 48,000,000 48,000,000 0
　　　　固定負債合計 194,392,165 183,860,125 10,532,040
　　　　負債合計 588,939,427 544,912,199 44,027,228
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産
　　　　　寄付金 150,000,000 150,000,000 0
　　　　指定正味財産合計 150,000,000 150,000,000 0
　　　　　（うち基本財産への充当額） ( 150,000,000 ) ( 150,000,000 ) ( 0 )
　　　　　（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　２．一般正味財産 755,718,940 768,618,329 △ 12,899,389
　　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　　（うち特定資産への充当額） ( 270,934,999 ) ( 270,934,999 ) ( 0 )
　　　　正味財産合計 905,718,940 918,618,329 △ 12,899,389
　　　　負債及び正味財産合計 1,494,658,367 1,463,530,528 31,127,839
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（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

正味財産増減計算書

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

正味財産増減計算書内訳表

科          　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　(1) 経常収益
　　　①基本財産運用益 ( 1,266,000 ) ( 1,266,000 ) ( 0 )
　　　②特定資産運用益 ( 583,486 ) ( 639,214 ) ( △ 55,728 )
　　　③受取会費 ( 5,965,200 ) ( 5,968,300 ) ( △ 3,100 )
　　　④事業収益 ( 1,350,086,817 ) ( 1,404,351,923 ) ( △ 54,265,106 )
　　　⑤受取負担金 ( 1,761,420 ) ( 1,764,754 ) ( △ 3,334 )
　　　⑥受取寄付金 ( 320,000 ) ( 460,000 ) ( △ 140,000 )
　　　⑦雑収益 ( 393,888 ) ( 270,007 ) ( 123,881 )
　　　　経常収益計 1,360,376,811 1,414,720,198 △ 54,343,387
　　(2) 経常費用
　　　①事業費 ( 1,336,414,242 ) ( 1,402,334,118 ) ( △ 65,919,876 )
　　　②管理費 ( 21,758,562 ) ( 21,191,220 ) ( 567,342 )
　　　　経常費用計 1,358,172,804 1,423,525,338 △ 65,352,534
　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 2,204,007 △ 8,805,140 11,009,147
　　　　特定資産評価損益等 0 0 0
　　　　評価損益等計 0 0 0
　　　　当期経常増減額 2,204,007 △ 8,805,140 11,009,147
　２．経常外増減の部
　　(1) 経常外収益
　　　①雑収益 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　経常外収益計 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　税引前当期一般正味財産増減額 2,204,007 △ 8,805,140 11,009,147
　　　　法人税、住民税及び事業税 14,182,200 18,315,200 △ 4,133,000
　　　　法人税等調整額 921,196 △ 470,058 1,391,254
　　　　当期一般正味財産増減額 △ 12,899,389 △ 26,650,282 13,750,893
　　　　一般正味財産期首残高 768,618,329 795,268,611 △ 26,650,282
　　　　一般正味財産期末残高 755,718,940 768,618,329 △ 12,899,389
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高 150,000,000 150,000,000 0
　　　　指定正味財産期末残高 150,000,000 150,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 905,718,940 918,618,329 △ 12,899,389

科　　　　目 公益目的
事業会計

収益事業等会計 法人会計 内部取
引消去 合　計施設貸与事業 駐車場管理事業 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　(1) 経常収益
　　　①基本財産運用益 (  1,266,000 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  1,266,000 )
　　　②特定資産運用益 (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  583,486 ) (  583,486 )
　　　③受取会費 (  5,965,200 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  5,965,200 )
　　　④事業収益 (  821,264,816 ) (  350,280,065 ) (  178,541,936 ) (  528,822,001 ) (  0 ) ( 1,350,086,817 )
　　　⑤受取負担金 (  1,227,037 ) (  391,456 ) (  39,351 ) (  430,807 ) (  103,576 ) (  1,761,420 )
　　　⑥受取寄付金 (  320,000 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  320,000 )
　　　⑦雑収益 (  70,797 ) (  33,418 ) (  3,495 ) (  36,913 ) (  286,178 ) (  393,888 )
　　　　経常収益計  830,113,850  350,704,939  178,584,782  529,289,721  973,240 1,360,376,811
　　(2) 経常費用
　　　①事業費 (  904,514,633 ) (  266,442,761 ) (  165,456,848 ) (  431,899,609 ) (  0 ) ( 1,336,414,242 )
　　　②管理費 (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  0 ) (  21,758,562 ) (  21,758,562 )
　　　　経常費用計  904,514,633  266,442,761  165,456,848  431,899,609  21,758,562 1,358,172,804
　　　　当期経常増減額 △ 74,400,783  84,262,178  13,127,934  97,390,112 △ 20,785,322 2,204,007
　２．経常外増減の部
　　(1) 経常外収益
　　　　経常外収益計  0  0  0  0  0  0
　　　　当期経常外増減額  0  0  0  0  0  0
　　　　他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 74,400,783  84,262,178  13,127,934  97,390,112 △ 20,785,322  2,204,007
　　　　他会計振替額  45,179,113 △ 39,962,072 △ 5,217,041 △ 45,179,113  0  0
　　　　税引前当期一般正味財産増減額 △ 29,221,670  44,300,106  7,910,893  52,210,999 △ 20,785,322  2,204,007
　　　　法人税、住民税及び事業税  0  12,032,178  2,150,022  14,182,200  0  14,182,200
　　　　法人税等調整額  0 2,399,429 △ 1,478,233 921,196  0  921,196
　　　　当期一般正味財産増減額 △ 29,221,670  29,868,499  7,239,104 37,107,603 △ 20,785,322 △ 12,899,389
　　　　一般正味財産期首残高  449,175,615  366,931,476  52,184,435 419,115,911 △ 99,673,197  768,618,329
　　　　一般正味財産期末残高  419,953,945  396,799,975  59,423,539  456,223,514 △ 120,458,519  755,718,940
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額  0  0  0  0  0  0
　　　　指定正味財産期首残高  150,000,000  0  0  0  0  150,000,000
　　　　指定正味財産期末残高  150,000,000  0  0  0  0  150,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高  569,953,945  396,799,975  59,423,539  456,223,514 △ 120,458,519  905,718,940
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資料

1　令和元年度　舞台芸術公演共催・後援事業一覧

公　　演　　名 助成
形式 公　演　日 主　催　者 内　　　容 入場料金

（円）
入場者数

（人）

1 氷川きよしコンサートツアー 2019
～ 20周年大感謝祭！！～

名義
後援 4月26日（金） ㈱ベルワールドミュージック 出演：氷川きよし 全席：7,500 昼 2,400

夜 2,400

2 TULIP CONCERT TOUR 2019 is There 名義
後援 4月27日（土） ㈱キョードー東京 出演：TULIP 全席：7,800 2,335

3 フォレスタコンサートin大宮 名義
後援 4月30日（火） ㈱エニー 出演：フォレスタ 全席：5,800 1,771

4 小林三鶴　第二回チャリティ歌謡ショー （小ホール） 名義
後援 ５月８日（水） ㈱テレビ埼玉ミュージック 出演：小林三鶴 全席：4,000 400

5 TSUKEMEN LIVE2019 ～時を超える絆～
（小ホール）

名義
後援 5月12日（日） ㈱エニー 出演：TSUKEMEN 全席：5,200 467

6 三山ひろしコンサート2019 ～故郷を唄う～ 名義
後援 5月17日（金） エールプロモーション㈱ 出演：三山ひろし S：6,000

A：5,000 1,840

7 三遊亭歌之介 改め 四代目三遊亭圓歌
襲名披露興行

名義
後援 6月9日（日） ㈱アクセス 出演：三遊亭圓歌、春風亭小朝ほか S：4,500

A：4,000 1,507

8 槇原敬之 Makihara Noriyuki Concert Tour 
2019 “Design & Reason”

名義
後援 6月15日（土） ㈱キョードー東京 出演：槇原敬之 全席：7,800 2,381

9 Hirom Go Concert Tour2019 名義
後援 6月16日（日） ㈱ソーゴー東京 出演：郷ひろみ 全席：8,000 2,310

10 山内惠介 全国縦断コンサートツアー 2019 名義
後援 6月24日（月） エールプロモーション㈱ 出演：山内惠介 Ｓ：6,000 2,360

11 水森かおりコンサート～歌謡紀行～ 名義
後援 6月28日（金） ㈱ベルワールドミュージック 出演：水森かおり SS：6,500 〜

A：4,500
昼 2,157
夜 1,897

12 ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー 名義
後援 7月15日（月） ㈱キョードー東京 内容：パフォーマンスショー S：11,500 〜

B：8,000 2,429

13 masayuki suzuki taste of martini tour 2019 名義
後援 7月18日（木） 全栄企画㈱ 出演：鈴木雅之 全席：7,800 2,215

14 日本フィル夏休みコンサート2019 名義
共催 7月27日（土）（公財）日本フィル

ハーモニー交響楽団
出演：日本フィルハーモニー交響楽団
内容：子供向けクラシックコンサート

大人S：5,200〜Ｂ：3,200
子供S：3,200〜Ｂ：1,800 2,022

15 埼玉第九合唱団　第90回演奏会 名義
後援 7月28日（日） 埼玉第九合唱団 出演：埼玉第九合唱団 SS：4,000 〜 

B：2,500 1,446

16 チャイコフスキー　夢の３大バレエ名場面集 名義
後援 7月29日（月） ㈱インプレサリオ東京 出演：キエフ・クラシック・バレエ 全席：4,500 628

17 スターダスト4☆レビューライブツアー「還暦少年」 名義
後援 8月17日（土） ㈱ソーゴー東京 出演：スターダスト☆レビュー 全席：6,900 2,322

18 桂雀々、はじめての全国ツアー
にっぽん、まるごと笑わせまっせ！2019 （小ホール）

名義
後援 8月31日（土） ㈱キョードー東京 出演：桂雀々 全席：3,500 190

19 ザ・ニュースペーパー LIVE 2019（小ホール） 名義
後援 9月6日（金） 東京労音 出演：ザ・ニュースペーパー 全席：4,800 昼 404

夜 333

20 長谷川きよしコンサート（小ホール） 名義
後援 9月7日（土） 東京労音 出演：長谷川きよし 全席：5,800 451

21 さだまさしコンサートツアー 2019
～新自分風土記～

名義
後援

9月19（木）・
20日（金） ㈱エニー 出演：さだまさし 全席：8,640 19日 2,396

20日 2,391

22 トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
 2019日本公演

名義
後援 9月23日（月） ㈱ホットスタッフ 出演： トロカデロ・デ・モンテカルロ

バレエ団
S：8,500
A：6,500 1,322

23 ＡＬＩＣＥ　ＡＧＡＩＮ　2019-2020 名義
後援 10月13日（日） ㈱エニー 出演：アリス 全席：9,720 2,228

24 東儀秀樹×古澤巌×Ｃｏｂａ全国ツアー 2019 名義
後援 10月20日（日） ㈱ケーエム・ミュージック 出演：東儀秀樹×古澤巌×Ｃｏｂａ S：7,000

A：6,500 1,824

25 日医工 presents
葉加瀬太郎 コンサートツアー 2019

名義
後援 10月27日（日） ㈱ホットスタッフ 出演：葉加瀬太郎 全席：8,250 2,387

26 福田こうへいコンサートツアー 2019
～一所懸命～

名義
後援 10月28日（月） ㈱ベルワールドミュージック 出演：福田こうへい SS席：6,500 〜

A：4,500
昼 2,356
夜 2,113

27 マキタスポーツ（小ホール） 名義
後援 11月16日（土） 東京労音 出演：マキタスポーツ 全席：5,000 297

28 氷川きよしコンサートツアー 2019
～ 20周年大感謝祭！！～

名義
後援 11月19日（火） ㈱ベルワールドミュージック 出演：氷川きよし 全席：7,500 昼 2,400

夜 2,400

29 京響プレミアム 交響組曲
「Life ～永遠（TOWA）の夢人（MUJIN ～）」

名義
後援

12月3（火）・
4日（水） ㈱ディスクガレージ 出演：京都市交響楽団＆西川貴教ほか 全席：8,000 3日 700

4日 960

30 ディズニー・オン・クラシック
～まほうの夜の音楽会2019

名義
後援 12月6日（金） 全栄企画㈱ 出演：The Orchestra Japan S：8,500

A：6,900 2,352

31 第8回チャリティクリスマスおもいやりコンサート
（小ホール）

助成
共催 12月２5日（水） さいたま商工会議所 出演：劇団青い鳥

「ネバーランド〜僕らの宝を守りぬけ！〜」全席：2,000 496

32 おかあさんといっしょ 名義
後援 1月4日（土） ㈱アクセス 出演：おかあさんといっしょ

ステージショー 全席：2,750 昼① 2,101
昼② 2,081

33 ローマ・イタリア管弦楽団「映画音楽名曲選」 名義
後援 1月7日（火） ㈱インプレサリオ東京 出演：ローマ・イタリア管弦楽団 S：6,500

A：5,000 659

34 キエフ・クラシック・コレクション
「初春バレエ祝賀コンサート」

名義
後援 1月7日（火） ㈱インプレサリオ東京 出演： キエフ・クラシック・バレエ団

と管弦楽団 全席：3,800 365

35 加山雄三コンサートツアー 2019-20　START 名義
後援 1月15日（水） 全栄企画㈱ 出演：加山雄三 全席：8,000 1,503

※ 原田勇雅のクラたま音楽祭２０２０
～埼玉から奏でる歌声の祭典～（小ホール）

名義
後援 3月21日（土） ㈱テレビ埼玉ミュージック 出演：原田勇雅 指定席：3,800

自由席：3,000 公演中止

※ 森山良子スペシャルコンサート 名義
後援 3月27日（金） ㈱スーパーディレクション 出演：森山良子 全席：6,800 公演延期

※新型コロナウイルスの影響により、開催中止または延期。 合計入場者数　69,996人　　
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2　令和元年度　主催事業一覧［自主文化事業］

公　演　名 公演日/開演時間
/会場 共催/後援/協賛 出演者・曲目等 入場料金

（円）
入場者数

（人）

1
日本フィルハーモニー
交響楽団
第113回さいたま定期

5月24日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：㈱タムロン

指揮：飯守泰次郎　　ピアノ：上原彩子
曲目：ベートーヴェン／レオノーレ序曲第3番
　　　シューマン／ピアノ協奏曲
　　　ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
2,133

2

玉置浩二　THE 
EURASIAN 
RENAISSANCE
“ромашка”

6月29日(月)
16：00 開演

大ホール

出演：玉置浩二　　指揮：円光寺雅彦
管弦楽：東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ
曲目：サーチライト、ワインレッドの心、悲しみにさよなら　
ほか

全席指定：
12,000円 2,405

3
日本フィルハーモニー
交響楽団
第114回さいたま定期 

7月5日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：三光ソフラン㈱

指揮：西本智実  ヴァイオリン：小林美樹
曲目：プロコフィエフ／古典交響曲(交響曲第１番) 
　　 　メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 
　 　　プロコフィエフ／バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 
　　　（西本智実版)

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
2,040

4
日本フィルハーモニー
交響楽団
第115回さいたま定期 

9月27日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：㈱タムロン、ＦＶジャパン㈱

指揮：井上道義    ピアノ：アリス＝紗良・オット
曲目：伊福部昭／日本組曲より「盆踊」「演伶」「佞武多」 
　　　井上道義／メモリー・コンクリート 
　　　リスト／死の舞踏 
　　　リスト／ハンガリー狂詩曲第2番

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
2,021

5
神田松之丞
ソニックシティ独演会
講談づくし二〇一九

10月15日(火)
19：00 開演

小ホール

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市、市教育委員会

出演：神田松之丞（前座：神田久之介） 
演目：源平盛衰記より「扇の的」 
　　　天保水滸伝より「ボロ忠売り出し」 
　　　赤穂義士銘々伝より「赤垣源蔵徳利の別れ」

全席指定：
3,000円 474

6
日本フィルハーモニー
交響楽団
第116回さいたま定期 

11月8日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：㈱武蔵野銀行

指揮：小林研一郎　ピアノ：河村尚子
曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
　　　ショスタコーヴィチ／交響曲第5番「革命」

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
2,102

7
西本智実×ソニック
シティシリーズVol.2

「カルミナ・ブラーナ」

11月30日(土)
14：00 開演

大ホール

企画制作：オフィスTEN
　　　　埼玉県産業文化センター

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　県吹奏楽連盟・合唱連盟

協賛：㈱しまむら

演出・指揮：西本智実　振付：安藤美姫  
出演・舞踊：畠山愛理　ほか

Ｓ： 8,800
Ａ： 6,300 1,541

8
日本フィル・
ソニックシティ

「第九」演奏会

12月13日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市
　　　埼玉第九合唱団

後援：埼玉県、県教育委員会、
　　　さいたま市教育委員会

協賛：㈱タムロン

指揮：広上淳一　ソプラノ：中村恵理　 
カウンターテナー：藤木大地 　テノール：吉田浩之　 
バリトン：大西宇宙　合唱：埼玉第九合唱団　 
曲目：J.C.バッハ／シンフォニア 変ロ長調 op.18-2 
　　　ベートーヴェン／交響曲第9番「合唱付」

Ｓ： 7,000
Ａ： 5,500
Ｂ： 4,000

YＳ： 2,000
2,146

9
日本フィルハーモニー
交響楽団
第117回さいたま定期 

1月10日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：パレスホテル大宮

指揮：佐渡裕　　ヴァイオリン：山根一仁　 
曲目：ブラームス／ヴァイオリン協奏曲 
　　　シベリウス／交響曲第2番

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
2,353

＊
日本フィルハーモニー
交響楽団
第118回さいたま定期 

3月13日(金)
19：00 開演

大ホール

共催：日本フィル、さいたま市

後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟

協賛：ＦＶジャパン㈱

指揮：小林研一郎    ヴァイオリン：千住真理子
曲目：チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 
　　　ベルリオーズ／幻想交響曲

Ｓ： 5,500
Ａ： 4,500
Ｂ： 3,500

YＳ： 2,000
―　

総収支差額　△7,854,017円　　　（大ホール平均入場者数　2,093人 ※第118回を除く）
　　　＊新型コロナウイルスの影響により、開催中止。 
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　3　令和元年度　主催事業一覧［産業振興・国際交流・社会貢献事業］

№ 日　程 イベント名称 会　　場 入場者数
（人） 共　催　等

産
業
振
興
事
業

1
6/5他
7日間 女性活躍推進事業 国際会議室

会　議　室 496 埼玉県

2 7/25 合同企業面接会 展示場 261 埼玉県、厚生労働省埼玉労働局、
埼玉新卒応援ハローワーク　他

3 8/6 令和元年度 埼玉地酒応援団 総会 国際会議室 201 埼玉地酒応援団

4 8/16・17 保育士就職フェア 展示場 127 埼玉県、（社福）埼玉県社会福祉
協議会、埼玉県保育協議会 他

5 10/14 「第7回アニ玉祭」アニメ・マンガまつり in 埼玉
大・小ホール 
国際会議室 
展示場・市民 
広場・公園

27,032 アニ玉祭実行委員会
（埼玉県 他）

6 11/30 SAITAMA　Smile　Women　ピッチ　2019 展示場 
広場・公園 204 埼玉県

7 11/9・10 第29回埼玉県産業教育フェア
小ホール 
市民ホール 
展示場  等

19,000 埼玉県教育委員会、 
(公財)埼玉県産業振興公社他

8 11/13 SAITAMA 在宅ワークビジネスマッチングフェア2019 国際会議室 199 埼玉県

9 11/15 合同企業説明会 展示場 223 埼玉県、厚生労働省埼玉労働局、
川越市、熊谷市　他

10 12/27 Shadowverse World Grand Prix 2019
大ホール 
国際会議室 
第1展示場

4,846 ㈱Cygames、埼玉県

11 2/13 令和2年 埼玉地酒応援団 新春の集い 国際会議室 174 埼玉地酒応援団

＊ 3/18 合同企業面接会（ジョブフェス埼玉2020） 展示場 ―  埼玉県、㈱埼玉りそな銀行、
㈱武蔵野銀行　他

国
際
交
流
事
業

1 6/17 Global　Career　Fair　2019 市民ホール 319 埼玉県、
（公財）埼玉県国際交流協会

2 8/3 日本語を母語としない子どもと保護者の高校進学ガイダンス 市民ホール 129 埼玉県、
（公財）埼玉県国際交流協会

3
6/19他
3日間 外国人案内ボランティア育成講座 市民ホール 321 （公財）埼玉県国際交流協会

4 11/7 ＧＧＳ　ＪＯＢ　ＦＡＩＲ 2019 市民ホール 187 埼玉県、
（公財）埼玉県国際交流協会

＊ 3/21 留学準備セミナー 市民ホール ―  埼玉県、 
（公財）埼玉県国際交流協会

社
会
貢
献
事
業

1 9/12 大宮アルディージャ　リズム・ウォーキング教室 市民ホール 44 大宮アルディージャ

2 8/28 東京2020パラリンピック競技大会を盛り上げる講演会 小ホール 426

（一社）埼玉県商工会議所連合
会、埼玉県商工会連合会、埼玉
県中小企業団体中央会、（一社）
埼玉県経営者協会、埼玉経済同
友会、埼玉中小企業家同友会

3 10/26 ピンクリボン運動普及促進事業 イベント広場 564 ピンクリボン運動推進埼玉県
委員会　　　

4 2/23 夢を見つける！リアル体験教室「コンサートをつくろう」 練習室 16 埼玉県

5 2/5 第18回渋沢栄一賞 
第9回渋沢栄一ビジネス大賞

国際会議室
会　議　室 102 埼玉県

6 1/25 第44回埼玉県民のための“がんの集い” 国際会議室 161 埼玉県立がんセンター、 
㈱テレビ埼玉

7 〜 12
6/29他 
6日間

訪問コンサート 
＊戸田中央総合病院は、新型コロナウイルスの影響により、開催中止。 介護施設等 713 福祉施設 

医療施設

13
5/24他 
3日間

賑わい創出事業 
ソニックシティ　ポリス・コンサート イベント広場 1,700 埼玉県警察本部

＊ 3/2 “BONSAI”の町大宮 ミニ盆栽教室 市民ホール ―  さいたま市大宮盆栽美術館、
（有）清香園

＊ 3/27 アロハ太朗講演会
「マンガｄｅラジオｄｅ Good Luck ！」 市民ホール ―  ㈱エフエムナックファイブ

＊新型コロナウイルスの影響により、開催中止。

資料
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5,715.59

B1F

（令和 2年 4月 1日現在）

埼玉県信用保証協会 /1,554.03㎡

埼玉県信用保証協会/332.1㎡
（公財）埼玉県産業振興公社［埼玉国際ビジネスサポートセンター］/727.12㎡
埼玉県中小企業共済協同組合/156.25㎡
（一社）埼玉県ビルメンテナンス協会/74.00㎡
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会/64.92㎡
埼玉経済同友会/55.50㎡
（一社）埼玉県中小企業団体中央会［ものづくり支援室埼玉事務局］/107.94㎡

（一社）埼玉県中小企業団体中央会/237.48㎡
（一社）埼玉県中小企業団体中央会［ものづくり支援室埼玉事務局］/89.15㎡
（一社）埼玉県経営者協会［埼玉音楽文化協会］/132.90㎡
（一社）埼玉県経営合理化協会
［埼玉県モデル工場協同組合］［埼玉工業塗装協同組合］/29.98㎡
（一社）全国労働保険事務組合連合会埼玉支部/46.73㎡
埼玉県雇用対策協議会/43.24㎡

さいたま商工会議所業務本部［埼玉県防衛協会］/432.57㎡
大宮公証センター/116.47㎡
日本公認会計士協会埼玉会/187.45㎡

埼玉県商工会連合会［埼玉県中小企業共済協会］/470.37㎡
埼玉県火災共済協同組合
［全日本火災共済協同組合連合会］/197.69㎡
（一社）埼玉県商工会議所連合会
［埼玉県観光土産品公正取引協議会］/108.80㎡

（公財）埼玉県産業文化センター/（386.69㎡）
埼玉県商工会連合会　小規模企業経営支援室/123.99㎡
（一社）埼玉県物産観光協会/116.47㎡

埼玉県警察再交付・国外運転免許センター /（212.06㎡）

埼玉県パスポートセンター /（669.07㎡）
埼玉県物産観光館「そぴあ」/94.50㎡
（公財）埼玉県国際交流協会 /44.48㎡

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ埼玉貿易情報センター）/（123.69㎡）

4　公共オフィス一覧

注）当財団の賃貸オフィスは（　　）内を除く5,667.82㎡
公共テナント契約相手方は20団体、［　　］：同居テナント
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上越・北陸・東北新幹線

上野東京ライン

公益財団法人
埼玉県産業文化センター
SAITAMA PUBLIC FOUNDATION FOR CULTURE AND INDUSTRY

大宮
そごう

鐘塚
公園

ARCHE

DOM・丸井

JACK
大宮

至高崎・宇都宮

西口

JR大宮駅

至春日部

至熊谷至川越

至所沢

至日本橋

至東京・上野・新宿・横浜

埼玉りそな銀行

ソニックシティビル

パレスホテル大宮

ソニックシティホール

武蔵野銀行

シーノ大宮シーノ大宮
桜木町4

国道17号線

さいたま・春日部線

桜木町

大栄橋

SAITAMA PUBLIC FOUNDATION FOR CULTURE AND INDUSTRY
公益財団法人 埼玉県産業文化センター〒330-8669  さいたま市大宮区桜木町1－7－5 ソニックシティビル5F
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