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１　優れた経営体への変革	
今日まで “ 自立した経営体制の確立 ” に取り組み確立してきた組織（経営体）を更に進

化させ、安定した財政状況を構築するとともに公益財団法人として高品質な公益イベント
の実施や柔軟かつスピーディーな利用者サービスを追求し、自らが中心となって埼玉県や
関係各所を巻き込んだ積極的な事業展開を押し進め、安定と独自性を兼ね備えた優れた経
営体への “ 変革 ” を目指す。

２　	責任とスピードを持った高品質なサービスの提供
全職員が “ すべてはお客様のために ” を常に意識し、日頃から利用者ニーズの把握に努

め、利用者の要望に対してスピード感を持った柔軟なサービス、利用者の立場に立った積
極的な施設運営を心がけ、責任とスピードを持った高品質なサービスを提供する。

３　クオリティの高い多彩な自主事業の展開
25 年間にわたる自主事業の運営で蓄積してきた経験とノウハウを十二分に活かし、埼

玉県のさらなる産業・文化の振興と国際交流の促進を図るとともに、公益財団法人として
社会貢献となる多彩な事業展開を実現する。

４　	安全の追求による安心・快適な空間の創出
防災・防犯など「危機管理の強化」を絶えず図り、利用者や来場者が安心、そして快適

に利用できる質の高い空間を創出・提供する。
また、各施設の特性を踏まえた設備等の保守点検や修繕、さらに時代のニーズを踏まえ

た施設整備を積極的に推進する。

５　職員の資質向上及び多能化の推進
施設を管理運営していくうえで職員として必要不可欠な資格の取得や資質を向上させる

ための各種研修会への参加を積極的に推進し、全職員の能力向上を図る。
また、多様に変化する利用者ニーズに的確かつ柔軟に対応できる効率的な組織体制づく

りを目指し、職員の多能化を推進する。

すべてはお客様のために　 ～責任とスピードを持った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
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㈱

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

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　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 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）
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周年特別公演
「NHK交響楽団演奏会」

6月 ソニックシティオープン25周年記念公演
「ストラディヴァリウス・サミット・コンサート2013」

10月 ソニックシティオープン25周年記念事業
「アニメ・マンガまつりin 埼玉」

11月 ソニックシティオープン25周年特別公演
「シエナ・ウインド・オーケストラ」

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）

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

沿　　　革

受　賞　歴

Ⅰ ソニックシティの沿革
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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  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

●	役員及び評議員
　　　　　　（平成28年6月2日現在）

●事務局（平成28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

（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）

設 立 趣 旨

設立寄附者

財団の概要

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

［1］

［1］

［1］［1］

［1］

［4］ ［1］ ［5］ ［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

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
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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　　23公演（黒蜥蜴、宝塚歌劇星組公演、川中美幸コンサート2015、桂文珍独演会　他）
●助成共催・後援　　 1公演（さいたま商工会議所女性会チャリティクリスマスおもいやりコンサート）

※「平成27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：2,778名（平成28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

催事案内&メンバーズ情報（SET）の定期送付

宝塚歌劇星組公演「大海賊」　ⓒ宝塚歌劇団

第41回日本フィル夏休みコンサート2015「くるみ割り」

桂文珍独演会　JAPAN TOUR
ⓒ内池秀人（エクラン）

葉加瀬太郎

「黒蜥蜴」 川中美幸コンサート2015

0

1,000

2,000

3,000
（名）

平成27年平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

2,845 2,897 2,846 3,043
2,778

ホールメンバーズ会員数の推移
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■	メディア連携事業

■	プライマリーコンサート事業

■	自主文化事業

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。

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
　（89回〜 94回）
●日本フィル・ソニックシティ
　「第九」演奏会
●NHK交響楽団演奏会
●プラハ国立歌劇場オペラ「椿姫」

※「平成27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

　●NHK全国学校音楽コンクール
　　埼玉県コンクール
　　日　時：8月3日（月）〜 7日（金）
　　会　場：大ホール
　　参加校：小学校の部：35校 
　　　　　　中学校の部：50校
　　　　　　高等学校の部：7校
　　入場者： 9,562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5日（土）〜 6日（日）
　　会　場：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：14校
　　入場者：5,671名

●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/8,037名
●県内自治体等との共催コンサート
　県内施設6回/955名

・神川町中央公民館
・入間市産業文化センター
・特別養護老人ホームひまわり
・特別養護老人ホームたちばな
・特別養護老人ホームさくら苑
・埼玉県立岩槻特別支援学校

プラハ国立歌劇場オペラ「椿姫」西本智実（指揮者）　ⓒ大木大輔

南紫音（ヴァイオリン）　ⓒShuichi Tsunoda 宮田大（チェロ） 上原彩子（ピアノ）

小林研一郎（指揮者）　ⓒ山口敦

桂文珍独演会　JAPAN TOUR
ⓒ内池秀人（エクラン）

特別養護老人ホームひまわり
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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、県内産業の振興や県内中小企業の後継
者育成等に寄与した。

※「平成27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

※「平成27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

※「平成27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、通訳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、今年度は交通安全イベントやピンクリボン運動へ
の協力などの新たな事業を展開した。

　● TNGパトレイバー「98式AVイングラム」展示×秋の交通安全キャンペーン
　●ピンクリボン運動普及促進事業
　●第14回渋沢栄一賞、第5回渋沢栄一ビジネス大賞

平成27年10月17日（土）約
32,000人が来場した「第3回ア
ニ玉祭」アニメ・マンガまつりin
埼玉（写真）。

●通訳ボランティア入門講座
●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
●サイタマ・エクセレント・カンパニー交流会
●海外留学フェア

■	産業振興イベント事業

海外留学フェア
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　コンベンション誘致助成事業

■	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）。

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支援した。

　●市民漫画教室 in ソニックシティ 
　●ソニックシティPRESENTS
　　　大宮アルディージャ「頭と体のストレッチ教室」
　●第4回子どもがつくるまちミニ大宮2015
　●市民盆栽教室 

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。

　●ソニックシティ・ポリス・コンサート

ソニックシティ PRESENTS
大宮アルディージャ「頭と体のストレッチ教室」

第55回全国国保地域医療学会

●日本補綴歯科学会第124回学術大会
 （ 5/29 〜 31）
●第29回日本小児救急医学会
 （ 6/11 〜 13）
● 2015年獣医春季3合同学会
 （ 6/19 〜 21）
●第58回日本神経化学会大会
 （ 9/10 〜 13）
●第55回全国国保地域医療学会
 （ 10/ 1 〜 3）
●第68回全日本合唱コンクール全国大会
 （10/23 〜 25）

開催日 人　数
平成27年 4月 24日 600人
平成27年 5月 22日 600人
平成27年 6月 26日 500人
平成27年 7月 24日 300人
平成27年 10月 23日 600人
平成28年 3月 26日 400人

■	賑わい創出事業
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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
　　（11/25 〜 12/25：エントランス）

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 282日 261日 92.6%
小 ホ ー ル 317日 288日 90.9%
国際会議室 296日 246日 83.1%

●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27年平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

92.6

86.6

80.0

62.7

80.1

83.0 82.9

90.2

94.0

89.9

92.8

92.9

92.1

90.9

83.1

　●正月看板設置
　　（12/26 〜 1/15：東側屋外大型掲示板）

営業活動 非営業活動
● ポピュラー 89回 （41.0％） 83 6
● 会議・講演会 43回 （19.8％） 19 24
● 大会・学会 24回 （11.1％） 4 20
● クラシック 20回 （9.2％） 12 8

演劇 9回 （4.2％） 6 3
式典・表彰式 8回 （3.7％） 1 7
発表会（QC等） 7回 （3.2％） 0 7
演芸・古典芸能 6回 （2.8％） 4 2
その他 11回 （5.0％） 4 7

合計217回
営業活動　　133回（61.3％）
非営業活動　 84回（38.7％）

■	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

営業活動 非営業活動
● 会議・講演会 128回 （48.5％） 60 68
● 大会・学会 55回 （20.8％） 12 43
● 発表会（QC等） 25回 （9.5％） 6 19
● 式典・表彰式 14回 （5.3％） 5 9

発表会（ピアノ等） 10回 （3.8％） 4 6
ポピュラー 8回 （3.0％） 7 1
クラシック 6回 （2.3％） 3 3
映画 5回 （1.9％） 4 1
演芸・古典芸能 3回 （1.1％） 2 1
演劇 1回 （0.4％） 1 0
その他 9回 （3.4％） 1 8

■	小ホール

合計264回
営業活動　　105回（39.8％）
非営業活動　159回（60.2％）

0 20 40 60 80 100（％）

発表会（QC等）発表会（QC等） 式典・表彰式式典・表彰式

会議・講演会会議・講演会 大会・学会大会・学会

● 講演 151回 （67.1％）
● 大会・会議 42回 （18.7％）
● 研修 11回 （4.9％）
● 式典・表彰式 9回 （4.0％）

発表 4回 （1.8％）
講習 2回 （0.9％）
試験 2回 （0.9％）
その他 4回 （1.7％）

■	国際会議室

合計225回

0 20 40 60 80 100（％）
研修研修講演講演 大会・会議大会・会議

式典・表彰式式典・表彰式
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　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・公共オフィス

施設利用状況

貸出可能日数 利用日数 利用率

会 議 室（29室） 10,040日 8,758日 87.2%

展 示 場 5室
商談室 2,051日 1,340日 65.3%

市民ホール （4室） 1,405日 1,269日 90.3%

※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19,350時間帯

● 会議 4,986時間帯（25.8％）
● セミナー 3,351時間帯（17.3％）
● 研修会 3,078時間帯（15.9％）
● 試験 2,371時間帯（12.3％）
● 採用・面接 1,484時間帯 （7.7％）

■	会議室

説明会 1,256時間帯 （6.5％）
講習会 952時間帯 （4.9％）
講演会 730時間帯 （3.8％）
大会・学会 650時間帯 （3.4％）
その他 492時間帯 （2.5％）

■	展示場 合計3,049時間帯

● 研修・相談会 746時間帯（24.5％）
● 大会・学会 353時間帯（11.6％）
● 機械展示 318時間帯（10.4％）
● イベント 248時間帯 （8.1％）
● 学術文化展示 216時間帯 （7.1％）
● 衣料品物販 196時間帯 （6.4％）

その他物販 159時間帯 （5.2％）
日用品展示 133時間帯 （4.4％）
住宅展示 116時間帯 （3.8％）
日用品物販 104時間帯 （3.4％）
宝飾美術物販 97時間帯 （3.2％）
その他 363時間帯（11.9％）

■	市民ホール 合計2,599時間帯

● 大会・学会 547時間帯（21.0％）
● 研修会 331時間帯（12.7％）
● セミナー 317時間帯（12.2％）
● 試験 281時間帯（10.8％）
● 講演会 229時間帯 （8.8％）
● 説明会 216時間帯 （8.3％）
● 会議 166時間帯 （6.4％）

展示会 155時間帯 （6.0％）
講習会 120時間帯 （4.6％）
採用面接 60時間帯 （2.3％）
交流会 47時間帯 （1.8％）
式典表彰式 20時間帯 （0.8％）
その他 110時間帯 （4.2％）

※公共オフィスについては、資料4（P17）を参照

（ 　 ）

0 20 40 60 80 100（％）
セミナーセミナー 試験試験

採用・面接採用・面接

会議会議 研修会研修会

0 20 40 60 80 100（％）
研修・相談会研修・相談会 大会・学会大会・学会 機械展示機械展示 イベントイベント

学術文化展示学術文化展示 衣料品物販衣料品物販

0 20 40 60 80 100（％）
大会・学会大会・学会 研修会研修会 試験試験 会議会議講演会講演会 説明会説明会セミナーセミナー
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　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】
　・20,000 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、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。また、会議室ネット予約利用促進のた

めの期間限定キャンペーンを実施した。
　●第25回国際ミーティング・エキスポ（IME2015）
　　（公社）さいたま観光国際協会と共同出典（12/9 〜 10）
　●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対象（7/21）
　　第 2 回：IME2015 来場者及びコンベンション利用関係者対象（1/25）

Ⅳ 事業報告

※公共オフィスについては、資料4（P17）を参照
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　付帯サービス事業

　駐車場管理事業

　その他

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。

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
　　・ 株式会社パレスエンタープライズ 100,000 円
　　・ 匿　名 　30,000 円
　　・ 匿　名 20,000 円
　　・ 匿　名 10,000 円
　　・ 匿　名 10,000 円
　　・ 匿　名 10,000 円
　　・ 匿　名 10,000 円

ホール棟来館者数 ビル棟来館者数
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367
397 414 411

　●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

　●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　8 名　490,000 円
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Ⅴ 決算状況

（平成 28 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  464,167,310 490,460,795  △ 26,293,485
　　　　　未収金  13,963,660 72,308,936  △ 58,345,276
　　　　　未収金貸倒引当金  △ 93,833 △ 485,912  392,079
　　　　　貯蔵品  1,008,390 2,043,008  △ 1,034,618
　　　　　前払金  388,800 388,800  0
　　　　　立替金  119,880 104,700  15,180
　　　　　繰延税金資産  4,099,540 3,907,063  192,477
　　　　流動資産合計  483,653,747 568,727,390  △ 85,073,643
　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  270,773,626 270,773,626  0
　　　　　退職給付引当資産  131,361,990 121,461,407  9,900,583
　　　　　減価償却引当資産  50,743,511 46,272,268  4,471,243
　　　　　修繕引当資産  48,000,000 48,000,000  0
　　　　　施設整備積立資産  50,512,536 63,429,120  △ 12,916,584
　　　　　30周年記念事業積立資産  50,000,000 27,000,000  23,000,000
　　　　特定資産合計  601,391,663 576,936,421  24,455,242
　　（3） その他固定資産   
　　　　　什器備品  2,446,957 2,109,058  337,899
　　　　　通信設備  1,851,750 3,714,652  △ 1,862,902
　　　　　リース資産  71,010,807 96,148,479  △ 25,137,672
　　　　　ソフトウェア  9,619,848 9,286,686  333,162
　　　　　投資有価証券  100,000,000 0  100,000,000
　　　　　繰延税金資産  18,713,411 16,986,514  1,726,897
　　　　その他固定資産合計  203,642,773 128,245,389  75,397,384
　　　　固定資産合計  955,034,436 855,181,810  99,852,626
　　　　資産合計  1,438,688,183 1,423,909,200  14,778,983
Ⅱ　負債の部   
　1.流動負債   
　　　　　未払金  100,239,792 148,063,619  △ 47,823,827
　　　　　未払消費税等  15,303,300 6,276,000  9,027,300
　　　　　未払法人税等  20,633,400 23,117,700  △ 2,484,300
　　　　　前受金  228,256,020 204,726,993  23,529,027
　　　　　預り金  2,765,242 4,748,866  △ 1,983,624
　　　　　賞与引当金  9,475,790 8,220,072  1,255,718
　　　　　リース債務  24,717,672 24,717,672  0
　　　　流動負債合計  401,391,216 419,870,922  △ 18,479,706
　2.固定負債   
　　　　　退職給付引当金  131,361,990 121,461,407  9,900,583
　　　　　修繕引当金  48,000,000 48,000,000  0
　　　　　リース債務  45,568,047 70,285,719  △ 24,717,672
　　　　固定負債合計  224,930,037 239,747,126  △ 14,817,089
　　　　負債合計  626,321,253 659,618,048  △ 33,296,795
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  662,366,930 614,291,152  48,075,778
　　　　　（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） （  422,029,673 ） （ 407,475,014 ）  14,554,659
　　　　正味財産合計  812,366,930 764,291,152  48,075,778
　　　　負債及び正味財産合計  1,438,688,183 1,423,909,200  14,778,983
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（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

（単位：円）

正味財産増減計算書

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 （  597,080 ）（  734,065 ）（  △ 136,985 ）
　　　③受取会費 （  6,355,100 ）（  6,237,700 ）（  117,400 ）
　　　④事業収益 （  1,363,398,101 ）（ 1,371,500,315 ）（  △ 8,102,214 ）
　　　⑤受取負担金 （  4,045,570 ）（  8,040,108 ）（  △ 3,994,538 ）
　　　⑥受取寄付金 （  490,000 ）（  50,000 ）（  440,000 ）
　　　⑦雑収益 （  273,807 ）（  261,063 ）（  12,744 ）
　　　　経常収益計  1,376,425,658 1,388,089,251  △ 11,663,593
　　（2） 経常費用    
　　　①事業費 （  1,284,761,126 ）（ 1,298,781,108 ）（  △ 14,019,982 ）
　　　②管理費 （  25,126,507 ）（  23,255,387 ）（  1,871,120 ）
　　　　経常費用計  1,309,887,633 1,322,036,495  △ 12,148,862
　　　　評価損益等調整前当期経常増減額  66,538,025  66,052,756  485,269
　　　　評価損益等計  0  0  0
　　　　当期経常増減額  66,538,025  66,052,756  485,269
　2.経常外増減の部    
　　(1) 経常外収益    
　　　①貸倒引当金戻入益 （  392,079 ）（  0 ）（  392,079 ）
　　　②雑収益 （  0 ）（  5,206,512 ）（  △ 5,206,512 ）
　　　　経常外収益計  392,079  5,206,512  △ 4,814,433
　　　　当期経常外増減額  392,079  5,206,512  △ 4,814,433
　　　　税引前当期一般正味財産増減額  66,930,104  71,259,268  △ 4,329,164
　　　　法人税、住民税及び事業税  20,633,400  23,117,700  △ 2,484,300
　　　　過年度法人税等  140,300  16,700  123,600
　　　　法人税等調整額  △ 1,919,374  △ 2,562,916  643,542
　　　　当期一般正味財産増減額  48,075,778  50,687,784  △ 2,612,006
　　　　一般正味財産期首残高  614,291,152  563,603,368  50,687,784
　　　　一般正味財産期末残高  662,366,930  614,291,152  48,075,778
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  812,366,930  764,291,152  48,075,778

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 会　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 ）（ 597,080 ） （ 597,080 ）
　　　③受取会費 （ 6,355,100 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ） （ 6,355,100 ）
　　　④事業収益 （ 771,251,040 ）（ 406,157,101 ）（ 185,989,960 ）（ 592,147,061 ）（ 0 ） （ 1,363,398,101 ）
　　　⑤受取負担金 （ 3,437,453 ）（ 474,540 ）（ 33,393 ）（ 507,933 ）（ 100,184 ） （ 4,045,570 ）
　　　⑥受取寄付金 （ 490,000 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ） （ 490,000 ）
　　　⑦雑収益 （ 113,306 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 160,501 ） （ 273,807 ）
　　　　経常収益計 782,912,899 406,631,641 186,023,353 592,654,994 857,765 1,376,425,658
　　(2) 経常費用
　　　①事業費 （ 812,609,876 ）（ 309,640,224 ）（ 162,511,026 ）（ 472,151,250 ）（ 0 ） （ 1,284,761,126 ）
　　　②管理費 （ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 0 ）（ 25,126,507 ） （ 25,126,507 ）
　　　　経常費用計 812,609,876 309,640,224 162,511,026 472,151,250 25,126,507 1,309,887,633
　　　　当期経常増減額 △ 29,696,977 96,991,417 23,512,327 120,503,744 △ 24,268,742 66,538,025
　２．経常外増減の部
　　(1) 経常外収益
　　　　貸倒引当金戻入益 （ 313,184 ）（ 78,847 ）（ 0 ）（ 78,847 ）（ 48 ） （ 392,079 ）
　　　　経常外収益計 313,184 78,847 0 78,847 48 392,079
　　　　当期経常外増減額 313,184 78,847 0 78,847 48 392,079
　　　　他会計振替額 55,674,285 △ 45,507,263 △ 10,167,022 △ 55,674,285 0 0
　　　　税引前当期一般正味財産増減額 26,290,492 51,563,001 13,345,305 64,908,306 △ 24,268,694 66,930,104
　　　　法人税、住民税及び事業税 0 16,382,920 4,250,480 20,633,400   0 20,633,400
　　　　過年度法人税等 0 119,957 20,343 140,300   0 140,300
　　　　法人税等調整額 0 △ 249,475 △ 1,669,899 △ 1,919,374   0 △ 1,919,374
　　　　当期一般正味財産増減額 26,290,492 35,309,599 10,744,381 46,053,980 △ 24,268,694 48,075,778
　　　　一般正味財産期首残高 390,067,566 212,483,842 20,570,534 233,054,376 △ 8,830,790 614,291,152
　　　　一般正味財産期末残高 416,358,058 247,793,441 31,314,915 279,108,356 △ 33,099,484 662,366,930
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 566,358,058 247,793,441 31,314,915 279,108,356 △ 33,099,484 812,366,930
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資料

1　平成27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）
入場数

（人）

1 仮面ライダースーパーライブ	2015 名義
後援 4月26日（日） 全栄企画㈱ 内容：仮面ライダーショー 全席：3,000 昼

夕
2,283
1,079

2 黒蜥蜴 名義
後援 5月13日（水） 全栄企画㈱ 出演：美輪明宏　ほか Ｓ：10,800 〜

Ａ：6,500　 2,166

3 氷川きよしコンサートツアー	2015
　※チケット定価販売

名義
後援 6月1日（月） ㈱ベルワールド

ミュージック 出演：氷川きよし 全席：7,500 昼
夕

2,415
2,375

4 宝塚歌劇星組公演 名義
後援 6月23日（火） 全栄企画㈱ 出演：宝塚歌劇星組 Ｓ：7,000 〜

Ｂ：5,000
昼
夕

2,448
2,450

5 川中美幸コンサート2015 名義
後援 6月26日（金） ㈱ベルワールド

ミュージック 出演：川中美幸 ＳＳ：6,500 〜
　Ａ：4,500

昼
夕

2,090
1,850

6 鈴木雅之コンサートツアー2015 名義
後援 7月2日（木） 全栄企画㈱ 出演：鈴木雅之 全席：7,200 2,203

7 第41回日本フィル夏休みコンサート2015 名義
共催 7月25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

2,305

8 埼玉第九合唱団　第82回演奏会 名義
後援 7月26日（日） 埼玉第九合唱団 出演：埼玉第九合唱団 Ｓ：3,500 〜

Ｂ：2,000 1,488

9 沢田研二	LIVE	2015	『こっちの水苦いぞ』 名義
後援 8月29日（土） ㈱エニー 出演：沢田研二 全席：7,000 2,302

10 北島三郎コンサート2015 名義
後援 9月3日（木） ㈱アイエムオー

プロモーション 出演：北島三郎 Ｓ：7,000 〜
Ａ：6,000

昼
夕

1,340
942

11
桂文珍　独演会　JAPAN　TOUR	
〜一期一笑〜

名義
後援 9月27日（日） ㈱エニー 出演：桂文珍

内容：落語
特等ペア：8,000 〜
　二等：2,500 1,479

12 小椋佳　余生あるいは一周忌コンサート 名義
後援 10月12日（月） ㈱エニー 出演：小椋佳 Ｓ：7,500 〜

Ａ：6,500 1,997

13 ディズニー・オン・クラシック　2015 名義
後援 11月8日（日） 全栄企画㈱ 出演：オーケストラ・ジャパン

内容：クラシック（ディズニー名曲集）
Ｓ：8,300 〜
Ａ：6,700 2,367

14
福田こうへいコンサート2015　
〜故郷に感謝〜

名義
後援 11月13日（金） ㈱ベルワールド

ミュージック 出演：福田こうへい ＳＳ：6,000 〜
　Ａ：4,000

昼
夕

2,290
1,850

15
ザ・グレン・ミラー　オーケストラ
ジャパンツアー2015

名義
後援 11月14日（土） ㈱ケーエム・ミュー

ジック 出演：グレン・ミラーオーケストラ Ｓ：6,000 〜
Ａ：5,000 1,656

16 財津和夫コンサート2015〜 2016 名義
後援 11月21日（土） ㈱キョードー東京 出演：財津和夫

スペシャルゲスト：姫野達也 全席：6,800 1,876

17 葉加瀬太郎コンサート 名義
後援 11月23日（月） ㈱ホットスタッフ・

プロモーション 出演：葉加瀬太郎 全席：7,800 2,338

18 氷川きよしコンサートツアー	2015
　※チケット定価販売

名義
後援 11月25日（水） ㈱ベルワールド

ミュージック 出演：氷川きよし 全席：7,500 昼
夕

2,400
2,400

19 ベイビー・ブー　うたごえ喫茶音楽会
（小ホール）

名義
後援 11月28日（土） 東京労音府中センター 出演：ベイビー・ブー 全席：4,000 389

20 さだまさしコンサートツアー2015 名義
後援 12月2日（水） ㈱エニー 出演：さだまさし 全席：8,640 2,435

21 THE	RETURN	JAPAN	TOUR	2015 名義
後援 12月8日（火） ㈱エニー 出演：THE RETURN Ｓ：5,500 〜

Ａ：4,500 990

22 第4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（金） さいたま商工会議所

女性会 出演：増田厚司氏箏演奏ほか 自由：2,000 496

23 島津亜矢コンサート2016 名義
後援 1月22日（金） ㈱アイエムオー

プロモーション 出演：島津亜矢 Ｓ：6,500 〜
Ａ：5,500

昼
夕

1,629
1,084

24 布施明ライブ2015-2016 名義
後援 2月4日（木） 東京労音府中センター 出演：布施明 Ｓ：6,800 〜

Ａ：5,000 1,815

合計入場者数　59,227人　　
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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）
入場数

（人）

1
日本フィルハーモニー
交響楽団
第89回さいたま定期

5月22日 （金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮：小林 研一郎　ピアノ：金子 三勇士
曲目：チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第１番
　　　ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／展覧会の絵

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
2,162

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

2 ＮＨＫ交響楽団演奏会
6月27日 （土）
16：00 開演

大ホール

後援 埼玉県、県教育委員会
さいたま市、さいたま市
教育委員会、埼玉県吹奏
楽連盟、ＮＨＫさいたま
放送局

指揮：渡邊 一正　ピアノ：横山 幸雄
曲目：ボロディン／歌劇「イーゴリ公」から
　　　「ダッタン人の娘たちの踊り」「ダッタン人の踊り」
　　　リスト／ピアノ協奏曲第１番
　　　チャイコフスキー／交響曲第６番ロ短調作品74「悲愴」

Ｓ：7,000
Ａ：5,500
B：4,000

YＳ：2,000
2,039

3
日本フィルハーモニー
交響楽団
第90回さいたま定期

7月3日 （金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮：西本 智実　ナレーター：音無 美紀子
曲目：プロコフィエフ／組曲「キージェ中尉」（語り付き）
　　　チャイコフスキー／交響曲第４番

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
1,975

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㈱

4 プレミアム・コラボシ
リーズ2015

8月22日（土）
15：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 ＊ 出演者の日程確保が出来なかったため、公演中止 Ｓ：7,000
Ａ：5,500
B：4,000

YＳ：2,000
－後援

協賛

5
日本フィルハーモニー
交響楽団
第91回さいたま定期

9月18日 （金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮：藤岡 幸夫　ピアノ：上原 彩子
曲目：吉松 隆／鳥は静かに・・・
　　　ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第４番
　　　ブラームス／交響曲第４番

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
1,635

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イース
トジャパン㈱

6 プラハ国立歌劇場オペ
ラ

10月10日（土）
15：00 開演

大ホール

共催 ㈱コンサート・ドアーズ 演目：ヴェルディ ／椿姫
指揮：マルティン・レギヌス
出演：プラハ国立歌劇場管弦楽団／合唱団／バレエ団
ヴィオレッタ役：デジレ・ランカトーレ

＊招聘元との共催により、財団販売枚数は、748枚。

Ｓ：18,000
Ａ：15,000
B：12,000
C：9,000
D：6,000

－
後援 埼玉県、県教育委員会、

さいたま市、埼玉県吹奏
楽連盟、埼玉県合唱連盟

協賛 ㈱しまむら

7
日本フィルハーモニー
交響楽団
第92回さいたま定期

11月20日（金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮：小林 研一郎　チェロ：宮田 大
曲目：ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
　　　コダーイ／ガランタ舞曲
　　　マスカーニ／オペラ『カヴァレリア・ルスティカーナ』より間奏曲
　　　スメタナ／交響詩『わが祖国』より「モルダウ」
　　　シベリウス／交響詩『フィンランディア』

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
2,170

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

8
日本フィル・
ソニックシティ
「第九」演奏会

12月18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

指揮：大友 直人
　　　ソプラノ：青木 エマ　メゾ・ソプラノ：小川 明子
　　　テノール：錦織 健　　バリトン：宮本 益光
合唱：埼玉第九合唱団
曲目：ベートーヴェン／エグモント序曲
　　　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
2,171

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 ㈱タムロン

9
日本フィルハーモニー
交響楽団
第93回さいたま定期

1月8日 （金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮＊チェンバロ：大植 英次　ヴァイオリン：木野 雅之
曲目：ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲「四季」＊
　　　ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界より」

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
2,045

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

10
日本フィルハーモニー
交響楽団
第94回さいたま定期

3月18日 （金）
19：00開演

大ホール

共催 日本フィル、さいたま市 指揮：広上 淳一　ヴァイオリン：南 紫音
曲目：チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲
　　　ベートーヴェン／交響曲第７番 

Ｓ：5,500
Ａ：4,500
B：3,500

YＳ：2,000
2,105

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

合計入場者数　16,302人 （大ホール平均入場者数　2,038人）

2　平成27年度　主催事業一覧［自主文化事業］
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　3　平成27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 5/26 合同企業説明会 展示場 957 埼玉県、埼玉りそな銀行、
武蔵野銀行他

2 6/16 日本人・外国人留学生対象企業説明会 市民ホール 281 埼玉県、
（公財）埼玉県国際交流協会

3
7/10

他5日間
「女性の活躍が企業の未来につながる！」
セミナー・ワークショップ・成果発表会

国際会議室
会議室 434 埼玉県

4 8/18 平成27年度埼玉地酒応援団	総会 国際会議室 184 埼玉地酒応援団

5 9/18 合同大面接会 展示場 527 埼玉県、埼玉りそな銀行、
武蔵野銀行他

6 10/17 「第３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
全展示場
広場・公園

32,000 実行委員会（埼玉県 他）

7 11/21・22 第25回埼玉県産業教育フェア
小ホール
市民ホール
展示場  等

16,000 (公財)埼玉県産業振興公社、
埼玉県教育委員会他

8 11/24 合同企業面接会 市民ホール 232 埼玉県、埼玉りそな銀行、
武蔵野銀行他

9 11/30 GGS	JOB	FAIR	日本人･外国人留学生対象
インターンシップ説明会&就職面接会 市民ホール 87 埼玉県、

（公財）埼玉県国際交流協会

10 1/31 第40回埼玉県民のための“がんの集い” 国際会議室 166 埼玉県立がんセンター、
テレビ埼玉

11 2/12 平成28年埼玉地酒応援団	新春の集い 国際会議室 135 埼玉地酒応援団

12 3/9 埼玉アニメの聖地セミナー 国際会議室 82 埼玉県

国
際
交
流
事
業

1 9/9 通訳ボランティア入門講座 市民ホール 66 （公財）埼玉県国際交流協会

2 9/19 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 94 埼玉県、

（公財）埼玉県国際交流協会

3 11/27 サイタマ・エクセレント・カンパニー交流会 市民ホール 67 （公財）埼玉県産業振興公社

4 12/19 海外留学フェア 市民ホール 126 埼玉県、
（公財）埼玉県国際交流協会

社
会
貢
献
事
業

社
会
貢
献
協
力
事
業

1 10/17 ＴＮＧパトレイバー「９８式ＡＶイングラム」展示×
秋の交通安全キャンペーン

鐘塚公園
東側道路 — アニ玉祭と併催

2 10/31 ピンクリボン運動普及促進事業 ソニック
シティホール 150 ピンクリボン運動推進埼玉県

委員会

3 2/4 第14回渋沢栄一賞
第５回渋沢栄一ビジネス大賞

会議室
国際会議室 93 埼玉県

市
民
活
動
交
流
事
業

1 8/7 市民漫画教室	in	ソニックシティ 市民ホール 14 代々木アニメーション学院
大宮校

2 9/2 ソニックシティPRESENTS
大宮アルディージャ「頭と体のストレッチ教室」 市民ホール 90 大宮アルディージャ

3 12/5 第４回子どもがつくるまちミニ大宮２０１５ 第１展示場 800 子ども文化ステーション・
さいたま市

4 3/18 市民盆栽教室 市民ホール 101 盆栽清香園

賑
わ
い

創
出
事
業

1
4/24

他5日間 ソニックシティポリス・コンサート イベント広場 3,000 埼玉県警察本部
5,715.59

資料
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5,715.59

（平成 28 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㎡

（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］（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/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］［㈱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」/94.50㎡

（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」］［倉庫］/134.24㎡

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5,823.53㎡
公共テナント契約相手方は22団体、［　　］：同居テナント
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〒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

TEL.048-647-4111  FAX.048-647-4159

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

Access

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

上越・北陸・東北新幹線

上野東京ライン
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