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Ⅰ ソニックシティの沿革

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
等価交換方式と提案競技方式を組み合わせた事業手法（埼玉方式）を採用（後
に民間活力導入のモデルケースとして注目される）

8月 提案競技審査委員会設置
高山英華東京大学名誉教授を委員長として発足。審査終了後は「監理委員会」
として、竣工まで第三者的調整機関の役割を果たす

昭和59年 3月
〜

11月

公開提案競技実施
設計から建設、竣工後の経営・管理に至る一連の提案の募集に対し、A［日本生
命・フジタ工業・日建設計］　B［野村不動産・大林組・岡田新一設計事務所］　
C［第一生命グループ］の3件の応募があり、審査の結果、周辺環境等への配慮
に優れたA案が入選し、事業主体予定者として決定

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㈱

1月 土地賃貸借契約［県・日本生命］締結
3月 公共部分の建物売買契約［県・フジタ工業］締結
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

昭和63年 3月 建物売買及び引渡し
4月 ビル公共部分貸付契約［県・産業文化センター］締結

施設オープン（4月8日落成式）

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）

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

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
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Ⅰ　ソニックシティの沿革

過去10年間の来館者数・施設別利用率推移

来館者数（万人） 施設別日数利用率（％）

年度 ホール棟 ビル棟 スイッチ
ステーション※

パスポート
センター 計 大ホール 小ホール 国　際

会議室 展示場 会議室 市　民
ホール

16 76 413 50 19 558 88.0 91.1 80.4 56.1 91.9 94.6
17 71 431 43 20 565 92.4 93.8 81.6 63.9 90.8 91.3
18 78 418 40 24 560 88.4 91.2 81.9 66.4 89.0 89.6
19 79 417 34 20 550 91.2 92.2 80.6 62.5 88.1 86.9
20 72 421 32 19 544 84.4 93.2 84.1 65.6 87.9 89.5
21 68 407 17 19 511 89.9 92.3 79.1 59.2 84.2 87.6
22 72 434 ̶ 19 525 86.6 86.9 78.0 56.9 83.8 84.8
23 70 411 ̶ 19 500 80.0 86.6 62.7 55.8 85.7 86.3
24 73 444 ̶ 16 533 90.2 92.8 80.1 61.5 86.6 91.3
25 79 462 ̶ 12 553 94.0 92.9 83.0 66.4 86.2 88.8
計 738 4,258 ̶ 187 5,399

※スイッチステーションは、閉館。

昭和63年11月 インテリジェント・アワード優秀賞
平成元年 7 月 手づくり郷

ふる　さと

土賞（鐘塚公園）
11月 第30回㈳建築業協会賞「BCS賞」

平成 3 年 6 月 第2回設備学会賞
10月 第1回都市景観大賞（景観形成事例部門）

平成 4 年 8 月 1992年日本建築学会霞ヶ関ビル記念賞

受賞歴

平成 8年

平成10年

12月
〜
2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

平成26年

4月
〜
3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25年 4月「公益財団法人埼玉県産業文化センター」設立

平成8年度 　5億3,398.2万円
平成9年度　10億7,580.3万円
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Ⅱ 公益財団法人の概要

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。

設立趣旨1

設立寄附者（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 ㈱

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

2

財団の概要
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  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 1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

3

組　織
⑴ 役員及び評議員
（平成26年6月9日現在）

4
⑵ 事務局（平成26年6月9日現在）

理事兼事務局長
（館長）［1］

総務部長兼施設担当［1］
施設担当部長［1］

事業企画部長（総務部長兼務）

総務経理課　［経理・労務事務及び総務］ ［4］

事業企画課　［設置目的達成を図るための事業］ ［5］
施設管理課　［施設、設備及び物品の維持管理］ ［1］

利用推進課　［施設利用・誘致］ ［4］利用・誘致推進部長［1］
誘致推進課　［大規模催事の誘致］ ［2］

常勤 非常勤 計
理事長 1 ̶ 1
理 事 1 4 5
評議員 ̶ 8 8
監 事 ̶ 2 2
計 2 14 16

（常勤役員2　財団職員18　県派遣職員2（内1名は役員を兼務）　非常勤職員1　計22名）

理事長
［1］
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決算状況5
平成 25年度　貸借対照表（平成 26年 3月 31日現在）

Ⅱ　財団法人の概要

（単位：円）
科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　　　現金預金 444,314,722
　　　　　未収金 45,723,784
　　　　　未収還付消費税 3,519,100
　　　　　未収金貸倒引当金 △ 318,235
　　　　　貯蔵品 1,393,280
　　　　　前払金 340,200
　　　　　繰延税金資産 2,999,263
　　　　流動資産合計 497,972,114
　２．固定資産
　　（1） 基本財産
　　　　　埼玉県債 150,000,000
　　　　基本財産合計 150,000,000
　　（2） 特定資産
　　　　　事業積立資産 280,735,364
　　　　　退職給付引当資産 109,685,251
　　　　　減価償却引当資産 46,671,450
　　　　　修繕引当資産 48,000,000
　　　　　施設整備積立資産 63,429,120
　　　　特定資産合計 548,521,185
　　（3） その他固定資産
　　　　　什器備品 2,672,909
　　　　　通信設備 5,675,848
　　　　　リース資産 121,286,151
　　　　　繰延税金資産 15,331,398
　　　　その他固定資産合計 144,966,306
　　　　固定資産合計 843,487,491
　　　　資産合計 1,341,459,605
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　　未払金 116,360,216
　　　　　未払法人税等 13,830,600
　　　　　前受金 209,100,019
　　　　　預り金 4,688,927
　　　　　賞与引当金 6,470,161
　　　　　リース債務 24,717,672
　　　　流動負債合計 375,167,595
　２．固定負債
　　　　　退職給付引当金 109,685,251
　　　　　修繕引当金 48,000,000
　　　　　リース債務 95,003,391
　　　　固定負債合計 252,688,642
　　　　負債合計 627,856,237
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産
　　　　　寄付金 150,000,000
　　　　指定正味財産合計 150,000,000
　　　　　（うち基本財産への充当額） （ 150,000,000 ）
　　　　　（うち特定資産への充当額） （ 0 ）
　２． 一般正味財産 563,603,368
　　　　　（うち基本財産への充当額） （ 0 ）
　　　　　（うち特定資産への充当額） （ 390,835,934 ）
　　　　正味財産合計 713,603,368
　　　　負債及び正味財産合計 1,341,459,605
※　当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年４月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。
なお、貸借対照表及び正味財産増減計算書のうち、前年度及び増減の金額については、「公益法人会計の運用指針」（平成20年４月11日、
平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）の附則「公益法人会計基準を運用する際の経過措置」第１項の規定により、記載
を省略している。
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　　平成 25年度　正味財産増減計算書（平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで）
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）
　　　　　基本財産受取利息  1,266,000
　　　②特定資産運用益 （  833,816）
　　　　　特定資産受取利息  833,816
　　　③受取会費 （  6,110,300）
　　　　　受取会費  6,110,300
　　　④事業収益 （ 1,308,403,192）
　　　　　ホール事業収益  282,181,241
　　　　　ビル事業収益  649,826,906
　　　　　さいたま市施設受託収益  37,285,900
　　　　　埼玉県施設受託収益  24,121,207
　　　　　駐車場管理事業収益  185,661,976
　　　　　自主事業収益  63,618,653
　　　　　付帯事業収益  35,011,290
　　　　　25周年記念事業収益  30,696,019
　　　⑤受取負担金 （  12,744,966）
　　　　　受取負担金  12,744,966
　　　⑥雑収益 （  333,092）
　　　　　受取利息  333,092
　　　　経常収益計  1,329,691,366
　　（2） 経常費用
　　　①事業費 （ 1,293,043,239）
　　　　　役員報酬  4,500,000
　　　　　給料手当  117,288,281
　　　　　臨時雇賃金  23,646,829
　　　　　退職給付費用  16,467,306
　　　　　福利厚生費  24,962,573
　　　　　旅費交通費  1,174,099
　　　　　通信運搬費  8,981,015
　　　　　減価償却費  6,892,692
　　　　　消耗什器備品費  435,300
　　　　　消耗品費  16,094,698
　　　　　修繕費  36,318,962
　　　　　印刷製本費  10,750,255
　　　　　光熱水料費  89,566,584
　　　　　賃借料  302,059,868
　　　　　保険料  439,510
　　　　　諸謝金  561,119
　　　　　租税公課  14,692,035
　　　　　支払負担金  192,871,765
　　　　　支払助成金  3,116,730
　　　　　委託費  387,750,774
　　　　　支払手数料  6,363,892
　　　　　広告宣伝費  18,968,528
　　　　　貸倒引当金繰入額  318,181
　　　　　賞与引当金繰入額  6,146,653
　　　　　貸倒損失  691,697
　　　　　雑費  1,983,893

科　　　　目 当　年　度 前年度 増　減
　　　②管理費 （  22,770,058）
　　　　　役員報酬  4,858,800
　　　　　給料手当  6,173,081
　　　　　臨時雇賃金  1,244,582
　　　　　退職給付費用  866,700
　　　　　福利厚生費  1,313,843
　　　　　会議費  249,546
　　　　　旅費交通費  74,527
　　　　　通信運搬費  141,407
　　　　　減価償却費  172,789
　　　　　消耗品費  129,620
　　　　　印刷製本費  323,684
　　　　　光熱水料費  116,081
　　　　　賃借料  228,418
　　　　　保険料  1,800
　　　　　諸謝金  2,554,566
　　　　　租税公課  300,065
　　　　　支払負担金  1,100,886
　　　　　委託費  2,246,929
　　　　　支払手数料  64,717
　　　　　広告宣伝費  13,000
　　　　　交際費  270,400
　　　　　貸倒引当金繰入額  54
　　　　　賞与引当金繰入額  323,508
　　　　　雑費  1,055
　　　　経常費用計  1,315,813,297
　　　　評価損益等調整前当期経常増減額  13,878,069
　　　　投資有価証券評価損益等 △ 241,114
　　　　評価損益等計 △ 241,114
　　　　当期経常増減額  13,636,955
　２．経常外増減の部
　　（1） 経常外収益
　　　　経常外収益計  0
　　（2） 経常外費用
　　　①除却損失 （  171,884）
　　　　　什器備品除却損  171,884
　　　　経常外費用計  171,884
　　　　当期経常外増減額 △ 171,884
　　　　税引前当期一般正味財産増減額  13,465,071
　　　　法人税、住民税及び事業税  13,830,600
　　　　法人税等調整額  23,705,746
　　　　当期一般正味財産増減額 △ 24,071,275
　　　　一般正味財産期首残高  587,674,643
　　　　一般正味財産期末残高  563,603,368
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額  0
　　　　指定正味財産期首残高  150,000,000
　　　　指定正味財産期末残高  150,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高  713,603,368

（単位：円）
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Ⅲ 施設概要

ビ ル 棟　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ホール棟　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地2

面積及び所有区分

所在地

2

1

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㎡
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Ⅳ 事業概要

施設管理・運営事業1

（1）管理事業

①　ソニックシティホール管理事業
ホール棟は県有行政財産であり、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棟各施設

の管理・運営及び利用促進を図っている。
なお、利用料金制を導入しており、施設使用料は当財団の収入となっている。

②　ビル棟公共部分管理事業
ア　展示場、会議室

県有普通財産であり、埼玉県との建物賃貸借契約により当財団が一括して借り受けた後、施設の管理・
運営及び利用促進を図っている。

イ　市民ホール
市有行政財産であり、さいたま市から指定管理者の指定を受けて、管理・運営及び利用促進を図ってい
る。なお、利用料金制を導入しており、収益をさいたま市に納付している。

ウ　公共オフィス
県有普通財産であり、埼玉県との建物賃貸借契約により当財団が一括して借り受けた後、各テナント（22
団体）と個別に貸室賃貸借契約を締結し、施設の維持管理を行っている。（各テナントについては資料1「公
共オフィス一覧（P.18）」のとおり）

エ　埼玉県パスポートセンター
県有行政財産であり、埼玉県との施設管理業務委託契約に基づき、当財団が施設の維持管理を受託して
いる。

オ　埼玉県警察再交付・国外運転免許センター
県有行政財産であり、埼玉県との施設管理業務委託契約に基づき、当財団が施設の維持管理を受託して
いる。

カ　イベント広場
市有普通財産であり、さいたま市との貸付管理委託契約に基づき、当財団が貸付業務を受託している。

③　駐車場管理事業
　　ア　地下駐車場

ソニックシティホール地下2階駐車場は県有普通財産であり、埼玉県との建物賃貸借契約によりテナン
ト用月極駐車場及び時間貸し用駐車場とするため当財団が借り受け、ビル棟地下駐車場と一体的に運営す
るため、大宮ソニックシティ㈱に管理を委託している。

　　イ　第2パーキング
第2パーキングは県有普通財産であり、埼玉県との建物賃貸借契約によりテナント用月極駐車場及び催
事の搬入出車両用駐車場として当財団が借り受け、大宮ソニックシティ㈱に管理を委託している。

④　施設維持管理事業
大規模な施設を効率よく円滑に運用するため、業務委託方式により民間活力の導入を図り、専門業者のノ

ウハウを最大限に活用している。また、施設のグレード維持及び高利用率ゆえに発生する破損・汚損箇所へ
の対応として、所要の修繕・改修を行っている。
ア　業務委託　…　警備・設備・清掃・飲食・舞台・案内・展示場等管理の各業務については、専門業者が
施設内に常駐し、継続的に業務を行っている。また、装置・機器等の保守点検についても、業務委託によ
り定期的に実施している。
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イ　修繕・改修…平成25年度の主な工事は以下のとおりである。
[ホール棟]
ア　埼玉県直轄工事の調整

○ホール棟県直轄工事（担当：県設備課）
・ホール棟汚水槽改修（3号槽）
○ホール棟県直轄工事（担当：県営繕課）
・地下2階設備センター操作盤更新
・動力制御盤更新

イ　大規模修繕工事（所管課より受託）
○ホール棟県受託修繕工事
・エアコンドレンアップ点検整備
・排煙ファン更新
・空調二方弁廻配管修繕
・空調ホッパー更新

ウ　少額修繕工事（100万円以下）
地下給湯室排水修繕工事、熱源機器変換修繕工事、冷却水ポンプ修繕工事、小ホール楽屋内装工事、
小ホール階段手摺設置工事、小ホール客席椅子改修（学会対応用折り畳み化）、排煙口点検工事、
大ホール中割幕およびロープ交換修繕、冷却塔薬注ポンプ交換工事  他

[ビル棟]
ア　埼玉県直轄工事の調整

○ビル棟県直轄工事（担当：県営繕課）
・ビル棟会議室ほか内装改修工事（7F）

イ　少額修繕工事（100万円以内）
共用部サイン変更工事、財団事務室ローパーテーション変更工事、財団事務室電話交換機増設工事
（LAN対応）、サーバー入替工事、パスポートセンター扉改修工事　他

Ⅳ　事業概要
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（2）運営事業

①　施設サービス事業
大小ホール、市民ホール、会議室等を中心に高い利用率を達成し、県内外から多くの利用者・来館者を迎え、

各種コンサートをはじめ、大会・会議等の複合コンベンション施設として機能している。

　　ア　施設利用状況

利用日数 /利用可能日数

740/1,194

2,298/5,084

1,232/1,856

8,616/10,000

1,239/1,395

281/299 94.0％

92.9％

83.0％

62.0％

45.2％

66.4％

86.2％

88.8％

286/308

244/294

0 20 40 60 80 100％

リハーサル
・練習室

大 ホ ー ル

小 ホ ー ル

国際会議室

楽 屋

展 示 場 等

会 議 室

市民ホール

利用率

［施設別…日数は利用可能延べ日数］

　　イ　利用内容別催事数

大
ホ
ー
ル

小
ホ
ー
ル

クラシック　12.7％
（一般 18・非営利 12）計 30回

ポピュラー　33.3％
（一般 78・非営利 1）計 79回

会議・講演会　21.5％
（一般 20・非営利 31）計 51回

発表会（QC等）4.6％
（一般0・非営利11）計11回

発表会（ピアノ等）0.4％
（一般 0・非営利 1）計 1回

式典・表彰式　3.8％
（一般 3・非営利 6）計 9回

その他　1.3％
（一般 1・非営利 2）計 3 回

クラシック　4.7％
（一般 4・非営利 8）計 12回

ポピュラー　4.3％
（一般 6・非営利 5）計 11回

映画　2.0％
（一般 4・非営利 1）計 5回

発表会（QC等）2.0％
（一般 0・非営利 5）計 5回

発表会（ピアノ等）5.9％
（一般 6・非営利 9）計 15回

その他　7.5％
（一般 5・非営利 14）計 19回

ホール棟

ビル棟

大会・学会　22.0％
（一般 5・非営利 51）計 56回

演芸・古典芸能　1.6％
（一般 1・非営利 3）計 4回

演劇　6.3％
（一般 15・非営利 0）計 15回

演芸・古典芸能　3.0％
（一般 5・非営利 2）計 7回

大会・学会　13.1％
（一般 1・非営利 30）計 31回

会議・講演会　44.1％
（一般 57・非営利 55）計 112回

式典・表彰式　5.9％
（一般 5・非営利 10）計 15回

合計
254回

合計
237回
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Ⅳ　事業概要

会
議
室

市
民
ホ
ー
ル

国
際
会
議
室

展
示
場

※時間帯＝1日を午前・午後・夜間の3区分にしたもの

大会会議　27.3％
59 回

研修　4.6％
10 回

講演　46.3％
100 回

式典表彰　2.8％
6 回

その他　15.3％
33 回

講習　0.9％
2 回

会議　8.3％
217 時間帯

研修会　12.6％
330 時間帯

セミナー　6.2％
163 時間帯

講演会　9.5％
248 時間帯

説明会　8.7％
228 時間帯

講習会　2.1％
55 時間帯

試験　12.6％
328 時間帯

採用面接　1.5％
40 時間帯

交流会　2.6％
69 時間帯

展示会　6.1％
158 時間帯

会議　20.0％
3,720 時間帯

機械展示　15.7％
440 時間帯

日用品展示　8.0％
226 時間帯

学術文化展示　6.1％
172 時間帯

住宅展示　4.5％
126 時間帯

衣料品物販　6.2％
174 時間帯

日用品物販　1.2％
33 時間帯

宝飾美術物販　2.7％
76 時間帯

その他物販　4.9％
138 時間帯

研修・相談会　19.9％
558 時間帯

イベント　23.4％
658 時間帯

その他　7.4％
208 時間帯

その他　5.4％
142 時間帯

セミナー　17.2％
3,204 時間帯

研修会　16.8％
3,137 時間帯

講演会　3.7％
695 時間帯

説明会　6.7％
1,244 時間帯

講習会　2.9％
545 時間帯

試験　13.7％
2,562 時間帯

採用面接　9.9％
1,844 時間帯

その他　2.9％
532 時間帯

発表　0.9％
2 回

試験　1.9％
4 回

大会・学会　24.2％
631 時間帯

大会・学会　6.2％
1,160 時間帯

合計
216回

合計
2,809時間帯

合計
2,609 時間帯

合計
18,643時間帯
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②　付帯サービス事業
コンベンション施設としての利便性の向上を図るため、コンサート・会議・展示会等の催事利用者を対象に、飲食サー
ビス、イベントサービス、チケット販売等の事業を実施している。

　　ア　飲食サービス事業
・ホール喫茶店（ホール1階エントランスにおける喫茶店業務）
・ホール売店（大ホールホワイエにおける売店業務）
・自動販売機（ホール、ビルの自動販売機による飲料等の販売業務）
・ルームサービス業務（会議室、展示場、楽屋等への喫茶、食事等の仕出業務）
・パーティ（会議、展示会等に付随したパーティ、模擬店等のサービス業務）

　　イ　イベントサービス事業
・展示等設営装飾（展示場、イベント広場等における会場装飾、設営業務）
・イベント運営（映写、同時通訳、もぎり、案内、会場整理等のサービス業務）

　　ウ　チケット販売事業
ホール1階インフォメーションにおいて、当財団の自主事業をはじめとするソニックシティホールのコンサートチ
ケット及び全国のイベントチケットを販売。

③　広報活動事業
　　ア　利用者誘致広報

施設の利用促進を図るため、大会、会議、コンサート等の利用者（主催者）に対して、ダイレクトメール、雑誌広告
などの方法でPRを実施した。
また、財団ホームページの「会議室空き状況照会」「施設利用料金シミュレーション」機能を活用し、効率的な情報
提供に努めた。

　　イ　イベント広報
当財団の自主事業や主催イベントについて、「ぶらあぼ」などの音楽専門誌やタウン誌、フリーペーパーを通じて広
報を実施した。また、ソニックシティの利用者（主催者）の行う広報や広告も施設の知名度の向上に大きく寄与している。

クラシックを中心に日本や海外のアーティストを招聘して開催した自主事業について、チラシ配布、ポ
スター掲示、新聞・雑誌掲載のほか、次のような広報活動を実施した。
・催事案内「SET（ソニックシティ イベント テーブル）」の発行
A4判　4ページ全面カラー刷　月刊20,000部
ソニックシティにおけるイベント紹介を目的として、施設内カウンター、県内プレイガイド、県の機関、
市町村などを通じて配布。
・自主事業・共催後援情報案内「SEE（ソニックシティ イベント エクスプレス）」の発行
A4判　両面刷　月刊 3,000部
自主事業の告知及び共催後援速報を目的としてホールメンバーズ会員に配布。
・ホームページ
ソニックシティにおけるイベント等については、ホームページ閲覧者がいち早く目的の情報を入手でき
るよう、コンテンツを更新した。また、自主事業チケット及び会議室のネット予約を開始した。
・行政広報
「彩の国だより（埼玉県広聴広報課発行）」、「市報さいたま（さいたま市広報課発行）」等の各種行政広
報紙を通じて県民に情報を提供している。

［財団関連事業］

［利用者広報］ ソニックシティを利用する主催者による集客のための広告宣伝が施設のPRにもなり、イベントのテレ
ビ報道等も含めて大きな宣伝効果を発揮している。
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自主文化事業2

Ⅳ　事業概要

文化振興事業
（1）ホールメンバーズ事業
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割引やソニックシティ催事案内の定期送付を実施した。
会員数：2,846人（平成26年3月末現在）
年会費：2,000円（中途割引あり）
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・イベント情報の定期送付

（2）地域文化振興事業
NHK・さいたま市・財団の3者共同でイベントを催すことにより、ソニックシティに賑わいをもたらすとともに、イベントを通じてソニッ

クシティ全体の知名度とホールの施設利用率を高めることを目的として、「NHK全国学校音楽コンクール・埼玉県コンクール（予選・決勝大
会）」「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（決勝大会）」「NHK『BS日本のうた』公開録画」の3事業を実施した。
ア　NHK全国学校音楽コンクール・埼玉県コンクール
目　的： 地域に密着した音楽教育イベントである「NHK全国学校音楽コンクール」を通じて、地域の文化振興を図るとともにソニッ

クシティの知名度をより一層高めることを目的とする。
主　催： さいたま市、NHKさいたま放送局、（公財）埼玉県産業文化センター、埼玉県音楽教育連盟、埼玉県高等学校音楽教育研究会、

全日本音楽教育研究会、日本教育音楽協会
後　援： 文部科学省、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会、全国放送教育研究会連盟、NHKサービスセンター
会　場： ソニックシティ・大ホール
参加校： 小学校の部：36校　中学校の部：16校　高等学校の部：9校
開催日： 平成25年8月5日（月）～ 9日（金）
入場者： 5日間で延べ9,037人

イ　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
目　的： アに同じ。
主　催： さいたま市、NHK、（公財）埼玉県産業文化センター、全日本音楽教育研究会、日本教育音楽協会
後　援： 文部科学省、全国放送教育研究会連盟、NHKサービスセンター
会　場： ソニックシティ・大ホール
参加校： 小学校の部：16校　中学校の部：16校　高等学校の部：13校
開催日： 平成25年9月7日（土）～ 8日（日）
入場者： 2日間で延べ5,533人

ウ　NHK「BS日本のうた」公開録画
目　的： NHKの人気番組である本公演を通じて、地域の文化振興に寄与するとともに、ソニックシティの知名度をより一層高めるこ

とを目的とする。
主　催： さいたま市、NHKさいたま放送局、（公財）埼玉県産業文化センター
後　援： 文部科学省、全国放送教育研究会連盟、NHKサービスセンター
会　場： ソニックシティ・大ホール
出演者： 浅田あつこ、上杉香緒里、北島三郎、小金沢昇司、伍代夏子ほか
開催日： 平成25年8月29日（木）
入場者： 2,071人

（3）地域連携プライマリーコンサート事業
県内市町村、日本フィルハーモニー交響楽団との共催により、芸術文化の向上及び自主文化事業の周知宣伝等を図り、新たなクラシックファ
ンの開拓を目的に「プライマリーコンサート」を小中学校で15回、市町村及び県内施設で4回実施した。

3

主催・共催・後援事業

種　別 出演団体
（日本）

出演団体
（海外） 摘　　　　　要

クラシック 14 3 オーケストラ、合唱団、辻井伸行　他
ポピュラー 9 0
バ レ エ 2 1 Kバレエカンパニー、トロカデロ・デ・モンテカルロ・バレエ団　他
落 語 3 0 特選落語名人会、東西落語名人会　他
子供向け 2 0 日本フィル夏休みコンサート、仮面ライダースーパーライブ
そ の 他 4 1 シエナ･ウインド･オーケストラ、鼓動　他
合 計 34 5

※主催事業一覧表…………資料2（19頁）のとおり

県民に対する文化情報の提供と地
域文化の振興を図るため、国内外の
優れた芸術公演を企画、開催するも
ので、平成25年度は右表の39事業
を主催・共催又は後援した。
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ア　合同企業面接会

主　催： 埼玉県、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金
庫、川口信用金庫、青木信用金庫、飯能信用金庫、
（公財）埼玉県産業文化センター

開催日：
会　場：

①平成25年7月19日（金）
　ソニックシティ・市民ホール
②平成25年10月18日（金）
　ソニックシティ・市民ホール
③平成25年11月22日（金）
　ソニックシティ・市民ホール

内　容： 県内企業による卒業予定の学生を対象にした合同企業
面接会を3回実施し、学生の就職と地元企業の人材確
保の支援を図った。

入場者： ① 99人（出展企業46社）
②162人（出展企業46社）
③162人（出展企業45社）

4 産業振興事業
県内の多くの企業・団体が参加するイベントを実施することにより、県内産業の振興、ソニックシティのイメージアップ及び知名度の向上
を図ることを目的として実施した。

イ　平成25年度埼玉地酒応援団総会

主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県産業文化センター

会　場： ソニックシティ・国際会議室

開催日： 平成25年8月27日（火）

内　容： 全国有数の日本酒の産地である埼玉県の地酒をPRす
るとともに、併せて優良県産品を材料に使用した料理
を提供した。

参加者： 153人

ウ　平成25年度埼玉地酒応援団新春の集い

主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県産業文化センター

会　場： ソニックシティ・国際会議室

開催日： 平成26年2月7日（金）

内　容： 全国有数の日本酒の産地である埼玉県の地酒をPRす
るとともに、併せて優良県産品を材料に使用した料理
を提供した。

参加者： 160人

ア　さいたま市プライマリーコンサート
〔第1回〕 さいたま市立浦和別所小学校 金管五重奏 （ 5月 13日 （月） 930名）
〔第2回〕 さいたま市立和戸小学校 弦楽四重奏 （ 5月 14日 （火） 294名）
〔第3回〕 さいたま市立さくら草特別支援学校 弦楽四重奏 （ 5月 15日 （水） 85名）
〔第4回〕 さいたま市立美園小学校 金管五重奏 （ 5月 20日 （月） 793名）
〔第5回〕 さいたま市立柏崎小学校 金管五重奏 （ 5月 20日 （月） 320名）
〔第6回〕 さいたま市立徳力小学校 金管五重奏 （ 5月 31日 （金） 255名）
〔第7回〕 さいたま市立城北小学校 金管五重奏 （ 6月 10日 （月） 857名）
〔第8回〕 さいたま市立中島小学校 金管五重奏 （ 6月 17日 （月） 517名）
〔第9回〕 さいたま市立三室小学校 弦楽四重奏 （ 6月 17日 （月） 976名）
〔第10回〕 さいたま市立泰平小学校 弦楽四重奏 （ 6月 18日 （火） 860名）
〔第11回〕 さいたま市立与野南小学校 金管五重奏 （ 7月 1日 （月） 334名）
〔第12回〕 さいたま市立大戸小学校 金管五重奏 （ 7月 1日 （月） 725名）
〔第13回〕 さいたま市立大成小学校 木管五重奏 （ 7月 8日 （月） 1,295名）
〔第14回〕 さいたま市立春野小学校 金管五重奏 （ 9月 30日 （月） 964名）
〔第15回〕 さいたま市立川通小学校 金管五重奏 （ 10月 28日 （月） 238名）

イ　ソニックプライマリーコンサート in 埼玉県県民活動総合センター
埼玉県県民活動総合センター　木管五重奏（6月2日（日）277名）

ウ　ソニックプライマリーコンサート in 上里
上里町勤労者総合文化センター（ワープ上里） 金管五重奏（9月22日（日）183名）

エ　日本フィルハーモニー交響楽団ファミリーコンサート ソニックプライマリー in ふれあいキューブ
ふれあいキューブ　金管五重奏（11月4日（月）256名）

オ　日本フィルハーモニー交響楽団 弦楽四重奏 県民の日 知事公館コンサート
埼玉県知事公館 弦楽四重奏（11月14日（木）298名）
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Ⅳ　事業概要

エ　第23回埼玉県産業教育フェア

主　催： 埼玉県教育委員会、埼玉県産業教育振興会

共　催： （公財）埼玉県産業振興公社、（一社）埼玉県経営者協会、
（公財）埼玉県産業文化センター

会　場： ソニックシティ・小ホール、市民ホール、展示場、鐘塚公園

期　間： 平成25年11月9日（土）～ 10日（日）

内　容： 県内の専門高校等の活動報告・発表会を開催した。併
せて県内企業も参加し本県の産業振興の促進を図った。

入場者： 2日間で延べ21,000人

オ　埼玉発！ “美味いもの”出会いフェア in ソニック

主　催： 武蔵野銀行、埼玉県、（公財）埼玉県産業文化センター、
（一社）埼玉県物産観光協会

後　援： さいたま市、（公財）埼玉県産業振興公社、（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、さいたま商工会議所、（公社）さいたま観光
国際協会、大宮ソニックシティ㈱、パレスホテル大宮、
三国フーズ㈱ほか

協　力： ㈱日本食糧新聞社

会　場： ソニックシティ・第1～ 5展示場

開催日： 平成25年11月22日（金）～ 23日（土）

内　容： 埼玉県内の農産品、食料加工品、スイーツ、B級グ
ルメ等の45社が一同に出店しバイヤー向けの商談会
（ビジネスマッチング2013）、一般消費者向けの販売
会（地産地消祭り2013）を同時に開催した。

入場者： 18,153人（バイヤー 1,153人　一般17,000人）

カ　平成25年度彩の国総合技能展

主　催： 埼玉県、埼玉県職業能力開発協会、（公財）埼玉県産業
文化センター

会　場： ソニックシティ・第1展示場

開催日： 平成26年1月25日（土）～ 26日（日）

内　容： 職業能力開発施設に学ぶ生徒たちの実習作品を展示す
るとともに、ものづくり体験や展示作品の一部の販売
を実施した。

入場者： 2日間で延べ4,216人

キ　女性視点の商品開発支援事業

主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県産業文化センター

開催日：
会　場：

①平成25年 7月24日（水）会議室
②平成25年 8月29日（木）会議室
③平成25年10月10日（木）会議室
④平成25年11月18日（月）会議室
⑤平成25年12月12日（木）会議室
⑥平成26年 1月22日（水）会議室
⑦平成26年 2月17日（月）国際会議室

内　容： 県内の中小企業の商品・サービスに対して、女性アド
バイザー及び女性の商品開発サポーターによる助言や
意見交換を全6回に渡って行い、その成果報告会を実
施した。

参加者： ①37人　②38人　③30人　④34人　⑤33人
⑥35人　⑦74人

ク　第3回さいたまTHE（地）スイーツフェア

主　催： 埼玉県、（一社）埼玉県物産観光協会、（公財）埼玉県産
業文化センター

後　援： さいたま市、（公財）埼玉県産業振興公社、（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、さいたま商工会議所

協　力： 東日本旅客鉄道㈱大宮支社、東武鉄道㈱、西武鉄道㈱、
秩父鉄道㈱、埼玉新都市交通㈱、埼玉高速鉄道㈱、首
都圏新都市鉄道㈱

会　場： ソニックシティ・第1～ 5展示場、イベント広場

開催日： 平成26年3月16日（日）

内　容： 県内の食材を活用した多彩なスイーツ（地スイーツ）
の販売コーナー（26ブース）に、スイーツオブジェ
の製作実演、スイーツづくり体験コーナー、埼玉のご
当地おやつコーナーなどを実施し、県内の地スイーツ
の魅力を広く発信した。

入場者： 18,000人

エ　第23回埼玉県産業教育フェア

オ　埼玉発！ “美味いもの”出会いフェア in ソニック

ク　第3回さいたまTHE（地）スイーツフェア
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5 国際交流事業
関連団体との共同主催により、県内居住の外国人のための高校進学ガイダンス、通訳ボランティアの育成・活用のための入門講座、海外企
業との交流などの国際交流事業を実施し、本県産業等の魅力を国内外に発信した。

ア　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
2013

主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県国際交流協会、（公財）埼玉県産
業文化センター

会　場： ソニックシティ・市民ホール401～ 404
開催日： 平成25年8月3日（土）
内　容： 県内居住の外国人のための高校進学ガイダンスを実施

した。
参加者： 132人

イ　通訳ボランティア入門講座
主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県国際交流協会、（公財）埼玉県産

業文化センター
会　場： ソニックシティ・市民ホール401・402
開催日： 平成25年9月12日（木）
内　容： 言語能力があり、これから通訳ボランティアとして活動

することを希望している方や、市町村や国際交流協会な
どに登録している通訳ボランティアを対象に、入門講座
を開催し、通訳ボランティアの育成・活用を図った。

参加者： 37人

ウ　SAITAMA EXCELLENT COMPANY 交流会
主　催： （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）、（公財）埼玉県産業文化センター
会　場： ソニックシティ・市民ホール401・402
開催日： 平成25年12月5日（木）
内　容： 埼玉県内にある技術力・創造力・行動力に優れた研究

開発型優良企業を集めて海外販路開拓の支援を目的と
して、講演会、パネルディスカッションや情報交換会
等の全4部構成でネットワークづくりを行った。

参加者： 54人

エ　海外留学フェア～埼玉発世界行き
主　催： 埼玉県、グローバル人材育成センター埼玉（（公財）埼

玉県国際交流協会）、（公財）埼玉県産業文化センター
会　場： ソニックシティ・市民ホール401～ 404
開催日： 平成25年12月14日（土）
内　容： 経済のグローバル化に伴い、将来、多分野で活躍出来

る人材の育成並びに本県産業の国内外発信につなげる
こと、そして海外留学希望者と海外出展機関との橋渡
しをソニックシティが担うことを目的に実施した。

参加者： 116人

オ　第6回埼玉アジアフォーラム
主　催： 埼玉県、（一社）埼玉県経営者協会、（公財）埼玉県産業

文化センター
会　場： ソニックシティ・市民ホール401・402
開催日： 平成26年3月20日（木）
内　容： 近年成長を続けるアジア諸国のひとつとしてラオス人

民民主共和国にスポットをあて、新しい市場の創造に
ついて、駐日ラオス大使による講演会や関係者による
パネルディスカッションを実施した。

参加者： 148人

ケ　オープン25周年記念事業「アニメ・マンガまつりin埼玉」
主　催： 埼玉県、（公財）埼玉県産業文化センター
後　援： さいたま市、（一社）日本動画協会、（公財）埼玉県産業振興公

社、（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、さいたま商工会議所、（公社）さ
いたま観光国際協会、（一社）埼玉県物産観光協会、埼玉経済
同友会、大宮ソニックシティ㈱、パレスホテル大宮、三国フー
ズ㈱、NHKさいたま放送局、テレビ埼玉、FM　NACK5、
JCN・JCN関東、ジェイコムさいたま、朝日新聞さいたま
総局、産経新聞さいたま総局、東京新聞さいたま支局、日本
経済新聞社さいたま支局、毎日新聞社さいたま支局、読売新
聞さいたま支局

特別協力： 文化放送、東武鉄道㈱、鷲宮商工会
協　力： ㈱角川書店、㈱トムス・エンタテインメント、㈱ニトロプラ

ス、大宮銀座商店街協同組合、大宮西口おもてなし実行委員
会、HoneyHoney大宮、新潟痛車実行委員会、JR東日本大
宮支社、西武鉄道㈱、埼玉新高速鉄道㈱、埼玉新都市交通㈱、
埼玉高速鉄道㈱、首都圏新都市鉄道㈱、秩父鉄道㈱、㈱トー
ハン、埼玉新聞社

会　場： ソニックシティ・大ホール、小ホール、国際会議室、第1～
5展示場、イベント広場、鐘塚公園

開催日： 平成25年10月19日（土）～ 20日（日）
内　容： 数多ある埼玉ゆかりのアニメやマンガを広く県内外へ紹介

し、アニメの聖地としての地位を確立するとともに、関連団
体同士の交流を進め、市町村のまちおこしや本県の産業の振
興を図ることを目的として実施した。

入場者： 60,000人

ア　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2013
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Ⅳ　事業概要

6
（1）渋沢栄一社会貢献協力事業「第12回渋沢栄一賞」
多くの企業の設立や育成に携わる一方で、福祉や教育などの社会事業にも尽力した渋沢栄一の精神を今に受け継ぐ全国の企業経営者に渋沢

栄一賞を贈り、今日の企業家のあるべき姿を示すとともに、渋沢栄一の生き方や功績を全国に発信する。

社会貢献事業

主　催： 埼玉県、（公財）渋沢栄一記念財団、深谷市

協　賛： （公財）埼玉県産業文化センター
会　場： ソニックシティ・国際会議室

開催日： 平成26年2月5日（水）

内　容： 表彰式及びレセプション

受賞者： 株式会社TYK 代表取締役会長 牛込進氏　　サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家悠介氏

参加者： 80人

（2）市民活動交流事業　
さいたま市内の活動団体との共同主催により、地域市民の文化向上等を図る場を提供し、また、交流会などを開催することにより、活動団

体と市民相互の交流を支援する。
ア　「大宮アルディージャ・ストレッチ教室 in ソニックシティ」

主　催： （公財）埼玉県産業文化センター、大宮アルディージャ
後　援： さいたま市

会　場： ソニックシティ・市民ホール401・403～ 404

開催日： 平成26年3月13日（木）

内　容： 市内の活動団体との共同主催により、地域市民の文化向上等を図る場を提
供し、地域住民が楽しく参加し、地域社会における人々の健全な繋がりを
再認識できるイベントを開催することにより市民相互の交流を支援した。
プロトレーナーによるストレッチ教室を開催し市民の健康増進を図った。

参加者： 19人

イ「漫画教室 in ソニックシティ」

主　催： （公財）埼玉県産業文化センター、代々木アニメーション学院　大宮校
後　援： さいたま市

会　場： ソニックシティ・市民ホール404

開催日： 平成25年10月20日（火）

内　容： 市内の活動団体との共同主催により、地域市民の文化向上等を図る場を提
供し、地域住民が楽しく参加し、地域社会における人々の健全な繋がりを
再認識できるイベントを開催することにより市民相互の交流を支援した。
プロの漫画家による漫画教室を開催し、市民の文化向上を図った。

参加者： 22人

（3）その他事業　
埼玉県立がんセンター新病院開設記念講演

主　催： 埼玉県立がんセンター、（公財）埼玉県産業文化センター
会　場： ソニックシティ・大ホール
開催日： 平成25年11月24日（日）
内　容： がんの予防と最新医療について正しい知識を多くの県民の方、医療従事者に学んでいただくことを目的としている。埼玉県立が

んセンターの所属医師による最新医療機器を用いた治療法等についての説明の他、今回は日野原重明氏をゲストにお迎えして講
演会を実施した。

入場者： 2,000人
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7 コンベンション振興事業
産業・文化の振興及び国際交流の促進並びに地域活動の発展に資するためのコンベンション誘致活動を実施し、平成25年度は、76件を誘
致した（平成26年度以降の開催分を含む）。なお、主なコンベンション開催状況は次のとおりである。

（1）コンベンション開催支援事業
ソニックシティ及び埼玉県の地位向上に寄与し、地域経済の発展及び国際化の進展に資するコンベンションの誘致を図るため、「ソニッ
クシティ・コンベンション開催支援金交付要綱」に基づき、ソニックシティで開催された次の各コンベンションに対する支援を実施した（支
援金総額2,400,000円）。

ア　第38回全日本愛瓢会展示会・さいたま市大会【全国大会】
開催日： 平成25年6月4日（火）～ 8日（土）
事務局： 第38回全日本愛瓢会展示会・総会事務局
参加者： 全国から延べ約5,300人
支援額： 300,000円

イ　第36回日本呼吸器内視鏡学会学術集会【学術会議】
開催日： 平成25年6月19日（水）～ 21日（金）
事務局： 第36回日本呼吸器内視鏡学会学術集会学会事務局
参加者： 全国から延べ約2,500人
支援額： 300,000円

ウ　日本ペインクリニック学会第47回大会【学術会議】
開催日： 平成25年7月12日（金）～ 15日（月）
事務局： 日本ペインクリニック学会第47回大会事務局
参加者： 全国から延べ約5,000人
支援額： 300,000円

エ　第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会【学術会議】
開催日： 平成25年9月20日（金）～ 22日（日）
事務局： 第77回日本皮膚科学会東部支部学術大会事務局
参加者： 2,500人
支援額： 300,000円

オ　第44回日本看護学会-看護教育-学術集会【学術会議】
開催日： 平成25年10月8日（火）～ 10日（木）

事務局： （公社）埼玉県看護協会
参加者： 3,600人
支援額： 300,000円

カ　第55回全日本病院学会 in 埼玉【学術会議】　
開催日： 平成25年11月1日（金）～ 3日（日）
事務局： 第55回全日本病院学会 in 埼玉事務局
参加者： 3,000人
支援額： 300,000円

キ　第2回日本精神科医学会学術集会【学術会議】
開催日： 平成25年11月13日（水）～ 15日（金）
事務局： 第2回日本精神科医学会事務局
参加者： 1,700人
支援額： 300,000円

ク　第17回日本心不全学会学術集会【学術会議】
開催日： 平成25年11月27日（水）～ 30日（土）
事務局： 第17回日本心不全学会学術集会事務局
参加者： 1,500人
支援額： 300,000円

（2）コンベンション誘致・広報事業

ア　ソニックシティ「施設内覧会」
開催日： 平成25年7月8日（月）
参加費： 無料
参加者： 62人（18団体）

イ　第23回国際ミーティング・エキスポ/IME2013
コンベンションに関する日本で唯一の産業見本市である「第23
回国際ミーティング・エキスポ（IME2013）」に（公社）さいたま
観光国際協会が設置したブース内に共同出展し、当施設のアピール
に努めた。
開催日： 平成25年12月10日（火）～ 11日（水）
会　場： 東京国際フォーラム　展示ホール
出展数： 全国から133団体
来場者： 2日間で延べ3,321人

ウ　コンベンション施設見学会
「IME2013」のブース来場者及び学術会議主催者等を対象に、

（公社）さいたま観光国際協会と共同で施設見学会を実施し、当施設
の利便性をPRした。
開催日： 平成26年2月24日（月）
参加者： 70人（26団体）

エ　ソニックシティ・ポリスコンサート開催事業
ソニックシティの賑わいと周辺地域の活力と潤いを創出するた

め、埼玉県警察音楽隊との共催により、イベント広場にてコンサー
トを実施した。※4月、10月は雨天中止

開催日 来場者
①平成25年5月24日 600人
②平成25年6月24日 650人
③平成25年7月26日 550人
④平成25年9月20日 550人
⑤平成26年3月27日 500人



5,715.59

18

資　　料

1　公共オフィス一覧（平成26年4月1日現在）

面積合計（（　）内を含む計）／ 6,983.41㎡

埼玉県信用保証協会／ 1,554.03㎡

埼玉県中小企業共済協同組合／ 156.25㎡
埼玉県信用保証協会（南）／ 230.85㎡
（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㎡
埼玉県信用保証協会［会議室］／ 101.25㎡
（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㎡

埼玉県中小企業団体中央会／ 237.48㎡
埼玉県中小企業団体中央会（南）／ 89.15㎡
（一社）埼玉県物産観光協会／ 29.66㎡
（一社）埼玉県経営者協会［埼玉音楽文化協会］／ 211.67㎡
（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］／ 42.71㎡
（一社）埼玉県発明協会／ 24.00㎡
（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県会（事務室）／ 70.98㎡
日本公認会計士協会埼玉県会（研修室）／ 116.47㎡

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［埼玉県商工共済協同組合］
［全国商工共済振興事業団埼玉支所］［㈱エヌ・シー・シー埼玉営業所］／ 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㎡
国立大学法人埼玉大学大宮ソニックシティカレッジ／ 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」／ 94.5㎡
（公財）埼玉県国際交流協会／ 44.48㎡

（一社）埼玉県物産観光協会［埼玉県物産観光館「そぴあ」］／ 123.69㎡
　　〃（倉庫）／ 10.55㎡
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2　主催事業一覧
№ 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 入 場 者 数

1

日本フィルハーモニー
交響楽団
第77回さいたま定期

5月17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：小林 研一郎　　チェロ：堤　剛
曲目：ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
　　　ドヴォルザーク／交響曲第８番

Ｓ：5,000円　　Ａ：4,000円　　　Ｂ：3,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 1,805人

2

日本フィルハーモニー
交響楽団
第78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：奥村　愛
曲目：モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲第５番「トルコ風」
　　　マーラー／交響曲第５番

Ｓ：5,000円　　Ａ：4,000円　　　Ｂ：3,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 2,099人

3

ソニックシティ・
シンフォニック・
エンタテインメント

8月24日（土）
15：00開演
大ホール

共催：日本フィル
後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市、市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟
　　　埼玉県合唱連盟

指揮：渡辺 俊幸　　ゲスト：さだ まさし
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団
曲目：ムーンリバー、ゴッド・ファーザー、ワン・ノート・サンバ、
　　　「おひさま」メインテーマ、「利家とまつ」メインテーマ「颯流」、
　　　夕凪、風に立つライオン、秋桜、青の青春　ほか

Ｓ：7,000円　　Ａ：5,500円　　　Ｂ：4,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 2,200人

4

日本フィルハーモニー
交響楽団
第79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
　　　三国フーズ㈱

指揮：小林 研一郎　　ピアノ：清水 和音
曲目：チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第１番
　　　チャイコフスキー／交響曲第４番

Ｓ：5,000円　　Ａ：4,000円　　　Ｂ：3,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 2,189人

5
日本フィルハーモニー
交響楽団
第80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：浮ヶ谷 孝夫　　ヴァイオリン：シン・ヒョンス
曲目：ウェーバー／オペラ「オイリアンテ」序曲
　　　ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第 1番
　　　ベートーヴェン／交響曲第６番「田園」

Ｓ：5,000円　　Ａ：4,000円　　　Ｂ：3,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 1,731人

6

日本フィル・
ソニックシティ
「第九」演奏会

12月20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
　　　県吹奏楽連盟・合唱連盟
協賛：㈱タムロン

指揮：広上 淳一
　　　ソプラノ：森　麻季　　アルト：金子 美香
　　　テノール：錦織　健　　バリトン：ベンノ・ショルム
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

Ｓ：7,000円　　Ａ：5,500円　　　Ｂ：4,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 2,170人

7

日本フィルハーモニー
交響楽団
第81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
　　　埼玉県合唱連盟
協賛：パレスホテル大宮

指揮：池辺 晋一郎　　ソプラノ：小林 沙羅
曲目：ヨハン・シュトラウスⅡ世／春の声（ソプラノ入り）
　　　ヨハン・シュトラウスⅡ世／美しく青きドナウ　ほか

Ｓ：5,000円　　Ａ：4,000円　　　Ｂ：3,000円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 1,733人

8

ソニックシティ
ティータイム・コンサート
津田真理
ピアノ・リサイタル

3月6日（木）
15：00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

ピアノ：津田 真理
曲目：ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第 17番
　　　ショパン／ノクターン第 20番、スケルツォ第 3番
　　　リスト／慰め（コンソレーション）より第３番、巡礼の年
　　　　　　　第２年 イタリアより ソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」

全席指定：2,000円 入 場 者 数 344人

9

日本フィルハーモニー
交響楽団
第82回さいたま定期

3月21日（金・祝）
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：東京ガス㈱埼玉支社

指揮：アレクサンドル・ラザレフ　　ピアノ：小菅　優
曲目：シューマン／ピアノ協奏曲
　　　ブラームス／交響曲第２番

Ｓ：5,500円　　Ａ：4,500円　　　Ｂ：3,500円　　　Ys：2,000円 入 場 者 数 1,743人

合計入場者数　16,014人
大ホール 平均入場者数 1,958人

小ホール 平均入場者数 344人
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●　資　料

№
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 入 場 者 数

1

ＮＨＫ交響楽団演奏会
4月29日（月・祝）
16：00開演
大ホール

共催：大宮ソニックシティ㈱
　　　パレスホテル大宮
後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市、市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟
　　　NHKさいたま放送局
　　　FM NACK5、テレビ埼玉
　　　各新聞社　など

指揮：小泉和裕    ピアノ：上原彩子
曲目：ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第 2番
　　　チャイコフスキー／交響曲第 5番

通  常  料  金　　Ｓ：7,000円　　Ａ：5,500円　　Ｂ：4,000円　　Ys（Ｓ席以外から）：3,000円
入 場 者 数 2,373人

県民特別価格　　Ｓ：3,500円　　Ａ：2,750円　　Ｂ：2,000円　　Ys（Ｓ席以外から）：1,500円

2

ストラディヴァリウス・
サミット・コンサート
2013

6月9日（日）
15：00開演
大ホール

共催：大宮ソニックシティ㈱
　　　パレスホテル大宮
後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市、市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟
　　　NHKさいたま放送局
　　　FM NACK5、テレビ埼玉
　　　各新聞社　など

演奏：ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
曲目：モーツァルト／ディヴェルティメント ヘ長調
　　　Ｊ．Ｓ．バッハ／２つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
　　　フンメル／ヴィオラのための幻想曲 ト短調
　　　チャイコフスキー／弦楽のためのセレナーデ ハ長調

通  常  料  金　　Ｓ：9,000円　　Ａ：7,000円　　Ｂ：5,000円　　Ys（Ｓ席以外から）：3,000円
入 場 者 数 2,397人

県民特別価格　　Ｓ：4,500円　　Ａ：3,500円　　Ｂ：2,500円　　Ys（Ｓ席以外から）：1,500円

3

シエナ・ウインド・
オーケストラ

12月8日（日）
15：00開演
大ホール

共催：大宮ソニックシティ㈱
　　　パレスホテル大宮
後援：埼玉県、県教育委員会
　　　さいたま市、市教育委員会
　　　埼玉県吹奏楽連盟
　　　NHKさいたま放送局
　　　FM NACK５、テレビ埼玉
　　　各新聞社　など

指揮：宮川彬良
共演：埼玉栄高等学校 吹奏楽部
曲目：宮川彬良／ Fun, Fun, Fantastico ！
　　　ロジャース（宮川彬良編）／シャル・ウィ・ダンス？
　　　宮川　泰（宮川彬良編）／ゲバゲバ 90分！テーマ
　　　宮川　泰（宮川彬良編）／組曲「宇宙戦艦ヤマト」
　　　宮川彬良／大ラッパ供養　ほか

通  常  料  金　　Ｓ： 5,000円　　Ａ： 4,000円　　Ｂ： 3,000円　　Ys（Ｓ席以外から）： 2,000円
入 場 者 数 2,318人

県民特別価格　　Ｓ： 2,500円　　Ａ： 2,000円　　Ｂ： 1,500円　　Ys（Ｓ席以外から）： 1,000円

合計入場者数　7,088人　

3　25周年記念特別公演一覧表

ⓒK.Miura

NHK交響楽団

ⓒHikaru.☆ ⓒMikako Ishigurro

シエナ・ウインド・オーケストラ

ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイスツ
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4　共催・後援事業一覧
No. 公 演 名 称

[助成形式]
公 演 日
主 催 者 内　　　　　容 入場料金

（円）
入場数
（人）

1 ディズニー・ライブ！ 4月10日（水）
内容：家族向けミュージカル

Ｓ：5,000
Ａ：3,800

朝　1,116
昼　1,245
夜　   898〔名義後援〕 ㈱キョードー東京

2 特選落語名人会 4月28日（日） 出演：桂歌丸・春風亭昇太・春風亭一之輔 Ｓ：3,800
955

〔名義後援〕 ㈱アクセス 内容：落語 Ａ：3,500

3 ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ 4月30日（火） 出演：ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ Ｓ：8,000
Ａ：7,000

1,432
〔名義後援〕 ㈱テイト・コーポレーション 内容：クラシックコンサート

4 K.バレエカンパニー「ジゼル」 6月1日（土） 出演：熊川哲也　他 Ｓ：18,000～
1,251

〔名義後援〕 ㈱TBSテレビ事業局 内容：バレエ Ｃ：8,000

5 鼓動　ワン・アース・ツアー 2013 6月2日（日） 出演：鼓動 ※チケット
　取扱いはなし 855

〔名義後援〕※チケット取扱いなし 埼玉音楽文化協会 内容：太鼓演奏会

6 秦 基博 “Signed POP” TOUR 2013 6月5日（水）
出演：秦 基博 全席：5,250 2,340

〔名義後援〕 ㈱ソーゴー東京

7 チューリップコンサート 6月8日（土）
出演：チューリップ 全席：7,500 2,389

〔名義後援〕 ㈱キョードー東京

8 デビュー 50周年　大月みやこコンサート 6月28日（金）
出演：大月みやこ

SＳ：6,500～ 昼　2,300
〔名義後援〕 ㈱ベルワールドミュージック Ａ：4,500 夜　2,000

9 鈴木雅之コンサート 6月30日（日）
出演：鈴木雅之 全席：7,000 2,209

〔名義後援〕 全栄企画㈱

10 日本フィル夏休みコンサート2013 7月27日（土） 出演：日本フィルハーモニー交響楽団 大人：5,000 午前　1,848
〔名義共催〕 （公財）日本フィルハモニー交響楽団 内容：子供向けクラシックコンサート 子供：1,800 午後　1,559

11 埼玉第九合唱団第78回演奏会 7月28日（日） 出演：埼玉第九合唱団 Ｓ：4,000～
1,796

〔名義後援〕 埼玉第九合唱団 内容：第九演奏会 Ｂ：2,500

12 トロカデロ・デ・モンテカルロ・バレエ団2013 9月28日（土） 出演：トロカデロ・デ・モンテカルロ・バレエ団 Ｓ：8,000
2,054

〔名義共催〕 ㈱ホットスタッフプロモーション 内容：男性によるコミックバレエ Ａ：6,000

13 東西落語名人寄席　三人会 9月29日（日） 出演：桂歌丸・三遊亭円楽・桂文珍 特等：5,500～
2,079

〔名義後援〕 ㈱エニー 内容：落語 2等：3,000

14 氷川きよしコンサートツアー 2013 10月18日（金）
出演：氷川きよし 全席：7,000

昼　2,375
〔名義後援〕 ㈱ベルワールドミュージック 夜　2,375

15 沢田研二 LIVE 2013 10月19日（土）
出演：沢田研二 全席：7,000 2,385

〔名義後援〕 ㈱エニー

16 葉加瀬太郎 World Tour 2013 10月26日（土）
出演：葉加瀬太郎 全席：7,500 2,375

〔名義後援〕 ㈱ホットスタッフプロモーション

17 坂本冬美コンサート2013 11月12日（火）
出演：坂本冬美

SＳ：7,000～ 昼　2,400
〔名義後援〕 ㈱ベルワールドミュージック Ａ：5,000 夜　2,252

18 ディズニー・オン・クラシック 11月16日（土） 出演：東京フィルハーモニー交響楽団 Ｓ：8,000～
2,421

〔名義後援〕 ㈱エニー 内容：クラシック（ディズニー名曲集） Ａ：6,500

19 さだまさしコンサートツアー 2013 12月1日（日）
出演：さだまさし 全席：8,400 2,459

〔名義後援〕 ㈱エニー

20 松山バレエ団Ｘmas公演「くるみ割り人形」 12月1日（日） 出演：松山バレエ団 Ｓ：9,000～
̶

（さいたま市文化センター大ホール） 松山バレエ団 内容：クラシックバレエ Ｃ：4,000

21 ザ・アイリッシュダンス ラグース 12月5日（木） 出演：ザ・アイリッシュダンスカンパニー Ｓ：6,500
847

〔名義後援〕 ㈱光藍社 内容：ダンス Ａ：4,500

22 チャリティクリスマスおもいやりコンサート 12月25日（水） 出演：日フィル三重奏、劇団青い鳥
全席：2,000 480

〔助成共催（小ホール） 　￥216,730〕 さいたま商工会議所女性会 内容：クラシックコンサート、演劇

23 ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 ニューイヤーコンサート 1月9日（木） 出演：ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 Ｓ：7,500～
835

〔助成後援　￥500,000〕 ㈱コンサート・ドアーズ 内容：クラシックコンサート Ｂ：4,500

24 三枝改メ六代桂文枝襲名披露公演 2月1日（土） 出演：桂文枝 Ｓ：5,800
1,666

〔名義後援〕 ㈱エニー 内容：落語 Ａ：4,500

25 加山雄三 53rdホールコンサートツアー 3月14日（金）
出演：加山雄三 全席：6,800 1,109

〔名義後援〕 全栄企画㈱

26 辻井伸行　日本ツアー 2013/14 3月16日（日）
出演：辻井伸行

Ｓ：6,800～
2,436

〔名義後援〕※チケット定価販売 ㈱インタースペース Ｂ：4,800

27 仮面ライダースーパーライブ 2014 3月29日（土） 内容：仮面ライダーショー 全席：2,800 午前　1,845
〔名義後援〕 全栄企画㈱ 午後　1,645

合計入場者数　58,231人　 
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