
第４回さいたま市アクションサポート会議 議事要旨 

 

１. 日時：平成 30 年 7 月 10 日（月） 10 時 45 分～12 時 00 分 

 

２. 場所：市民会館うらわ１０１集会室 

 

３. 出席者 ４２名（詳細は出席者名簿参照） 

 

４.配布資料 

資料    次第 

資料    出席者名簿 

資料  席次表 

資料１   アクションサポート会議の概要 

資料２   さいたま市 MICE 誘致戦略の策定について 

資料３   東京 2020 大会期間中における市内の回遊策につい 

      て 

資料４   ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技 

大会に向けたさいたま市オリンピック・パラリンピ 

ック教育 実施方針 

資料５   今年度の活動スケジュール 

資料６   都市ボランティアについて 

 

 

  



５.議題 

 

（１）庁内関連部局からの活動の紹介及び質疑応答 

・ 庁内関連部局からの 2020 年に向けた活動に対する意見交換や

情報提供をするよう、間野座長より説明がなされた。 

 

① 商工観光部 

さいたま市 MICE 誘致戦略について 

・ 商工観光部より、資料２を用いて発表が行われた。（発表者：千

枝経済局商工観光部長） 

・ その後、以下のとおり、質疑応答および間野座長によるフィー

ドバックが行われた。 

 

（近畿日本ツーリスト株式会社 下河氏） 

千葉市では、MICE の I にあたるインセンティブの部分の誘致を

積極的に取り組んでいる。2014 年にはタイの保険会社の報奨旅行を

1000 名程度誘致した。さいたま市でもユニークベニュー等の開発を

行い、外国人客に長く滞在してもらうことも可能ではないかと考え

ている。さいたま市では、鉄道博物館などのユニークベニューの開発

がある。また、氷川神社などとも連携できれば良い。パーティー会場

の開発などができれば、より MICE の誘致活動が産官学の連携によ

り推進できるのではないか。 

 

（間野座長） 

 MICE の誘致にあたっては、２万、１万、５千、２千、４つの規模

の施設とホテルがなければうまく機能しない。大物歌手などを招待

する場合にはホテルと MICE 施設が隣接しているだけでなく、動線

でつながっている仕組みも重要である。観客側を意識しがちだが、出



演者やスタッフ、メディアなどが快適に過ごせる環境を整えること

も大事になる。 

出演者側に年１回はさいたまスーパーアリーナに行きたいと思っ

てもらうことが重要だが、日本のアリーナでアーティストがコンサ

ートを行う場合は、楽屋にいて弁当を食べるようなイメージがある。

ロンドンのオーツ―アリーナにはプレジデントルームという名のパ

ーティルームがあり、出演者は公演後、そのまま家族やスタッフとパ

ーティーをすることができる。直接的にお金を生むものではないが、

MICE を成功させるにはそういった配慮が必要になると思う。 

 

② オリンピック・パラリンピック部 

東京 2020 大会期間中の回遊策について 

・ オリンピック・パラリンピック部より、資料３を用いて発表が

行われた。（発表者：オリンピック・パラリンピック部 田中主

査） 

・ その後、以下のとおり、質疑応答および間野座長によるフィー

ドバックが行われた。 

 

（近畿日本ツーリスト株式会社 下河氏） 

 弊社は東京２０２０大会における旅行部門のスポンサーであり、

来年度からチケットとあわせた旅行パッケージを東京２０２０大会

商品として発売する予定である。日本国内でのチケット販売数は限

られているため、過去の大会の実績をみると、全チケット販売数 880

万枚のうち、国内での販売の割合は 60％程度で、旅行会社には 5％

程度となることが想定されている。他の旅行会社と配分すると、1 社

あたり 8 万枚程度の取り扱いになると思う。 

 ツアーなどで観戦する人はごく僅かであり、そのほかは各自訪れ

ることになる。そのうち、40％程度が海外からの観客と想定される。



これらの観客にどのようにアプローチしていくかが課題になり、シ

ャトルバスの運行情報とあわせて市の魅力を、いつ、どこで、どのよ

うに発信していくかが重要となる。1 つは海外の旅行会社へアプロー

チすることが考えられる。また各スポンサー企業へのチケットの配

分もあり、各社はお客様の招待にあたるため、そういった人たちに観

戦前や観戦後の市内での回遊を提案することも可能ではないかと思

う。 B to C に関しては、デジタルマーケティングを活用して、SNS

で情報発信をしていくことが考えられる。また、オリンピック開催期

間中にバスや電車を乗降できるワンデーパスやウィークリーパスな

どとセットで発信していけると良い。 

 

（間野座長） 

80 万人がさいたま市に訪れると予測されているが、暑い時期に開

催するため、観客の熱中症対策も重要になる。前回のアクションサポ

ート会議では、さいたま・人×まち×暮らし・レジリエンス研究会が

進めるクールスポットの設置について美園タウンマネジメントとの

連携による展開を検討するとお話があったがその後の進捗はどうか。 

 

（一般社団法人美園タウンマネジメント 岡本氏） 

 現在は浦和美園駅周辺でクールスポットを設置できないか、その

設置場所について研究会側で検討を進めていると聞いている。場所

によって土地の持ち主も異なり制約条件が変わってくるため、研究

会とも連携しながら調整を進めたい。 

 

（さいたま市教育委員会事務局生涯学習部 竹居氏） 

 回遊ルートの中に、生涯学習関連施設を是非入れてもらいたい。関

連施設を追加してもらえるとクールスポットの役割を担えるのでは

ないか。例えば、市内には博物館だけでも 8 カ所あり、平成 32 年 4



月には新たに与野郷土資料館ができる。また、意外と知られていない

が、浦和博物館には英国の博物館でも展示された人面画土器が展示

されている。NHK・東京国立博物館等からも貸してほしいと言われ

ている非常に貴重なものである。また、浦和博物館は浦和レッズのエ

ンブレムにもなっている鳳翔閣を復元している。市立博物館には、真

福寺貝塚から発掘されたみみずく土器のレプリカなどがある。大宮

駅の近くには宇宙劇場というプラネタリウムもある。このような資

源をうまく活用していただきたい。 

 

（一般社団法人さいたま市薬剤師会 堀野氏） 

 市内の薬局では、熱中症患者等を受け入れるようにしている。現在

は大塚製薬と連携して観光協会のルートマップに薬局をクールスポ

ットとして掲載できないか検討している。観客などに提供すること

ができれば熱中症の対策につながると考えている。 

 

（さいたま新都心まちづくり推進協議会 椎木氏） 

 市内の回遊策は是非実施していただきたい。80 万人の観客が市内

を訪れても、何も手を打たなければ、試合を見て帰ってしまう。新都

心には造幣局の貨幣博物館があり、スポットのひとつになると思う。

昨年度は盆栽美術館と貨幣博物館を結ぶシャトルバスを運行して好

評だったと聞いている。バスを運行すれば、市内を回遊するきっかけ

になり、最寄り駅の混雑を解消するうえでも重要になると思う。 

多くの場合は旅行する際に行き先の計画を立てるため、事前の情

報がないと利用してもらえない。そのため、プロモーション活動とし

て、Web サイトの充実はもちろん、トリップアドバイザーとの連携

など戦略的なアプローチを実施してほしい。 

 

 



（間野座長） 

 ロンドンオリンピックで男子のサッカーを観戦したが、試合終了

後、最寄り駅に入るまで２時間半待った。シャトルバスなどで別の手

段があれば利用していたと思う。ロンドン大会の際にはなかったた

め、そのようなことがないようにできれば良い。 

 

（さいたま市保健福祉局保健部 木村氏） 

 先ほども少しお話があったが、熱中症対策に関して、「まちのクー

ルオアシス」という制度を実施している。これは、暑さをしのぐ場所

として図書館や公民館などの公共施設を開放する取組である。薬剤

師会の堀野氏から、クールスポットとして薬局を地図に掲載すると

いうお話があったため、是非、「まちのクールオアシス」の情報も掲

載していただきたい。 

 

（公益社団法人さいたま観光国際協会 中山氏） 

 情報の一元化は必要だと思う。観光国際協会の地図は通年利用し

ており、毎年は更新していないため、2020 年の期間中のみという限

定的な情報でなければ前向きに検討していきたい。 

 

（間野座長） 

 さいたまアプリなどのアプリケーションを作った方が良い。そこ

に店舗や博物館、クールスポット、シャトルバスなどの情報を掲載で

きると多言語化も容易にできる。 

オリンピックの中で、サッカーとバスケットボールという人気ス

ポーツが開催されるのはすごいこと。シャトルバス運行やアプリ開

発などを行うだけの価値はあるものだと考える。 

 

 



（消防局警防部 沼澤氏） 

 熱中症が発症した際には、消防局として速やかに応急処置をして

医療機関に搬送したいと考えているが、その前に発症させないため

の予防が重要になる。水分補給をしっかり行ってもらうことが大切。

統計をみると、午前の 11～12 時、午後の 14～15 時に熱中症が発症

しやすい。この時間を熱中症のケアタイムとして周知して、水分補給

を促す施策があると良い。また、水を飲むだけではなく、塩分の含ん

だ飲料水等を飲んでいただくことが熱中症にならないための対策に

なる。回遊ルート上の施設に給水所があり、時間にあわせて水分補給

を促していけると良いと思う。 

 

（大塚製薬株式会社 竹村氏） 

 ボランティアも含め、熱中症にならないための啓発や、観客の体調

が悪くなった時の対策をさいたま市薬剤師会と連携して実施してい

きたいと考えている。 

 

③ 教育委員会 

「さいたま市オリンピック・パラリンピック教育実施方針」に

ついて 

・ 教育委員会より、資料４を用いて発表が行われた。（発表者：教

育委員会指導 1 課 下舘主任指導主事） 

その後、以下のとおり、質疑応答および間野座長によるフィー

ドバックが行われた。 

 

（東京ガス株式会社 阿久根氏） 

 「ようい、ドン！」に関しては、東京ガスでも「暮らしを支えるエ

ネルギー」「エネルギーを極小化して作るエコクッキング」などのプ

ログラムを 10 年以上前から実施している。さいたまが教育施政方針



で掲げている「Grit（グリット）、やり抜く力」をアクティブラーニ

ングで学ぶ機会を設けている。 

 また、競技選手を実際に見るという点について、東京ガスにはリオ

デジャネイロパラリンピックで銀２つ、銅２つを獲得した盲目のス

イマー、木村敬一選手が在籍している。昨年度には塙保己一の奨励賞

も授与しており、今後、埼玉県内の小学校の訪問や講演会の実施を計

画している。既に訪問した小学校では、子どもたちが選手に触れ合う

ことでファンになっている。このような取組を通じて、オリンピッ

ク・パラリンピック後にはさいたま市内の学校で特別支援学級がな

くなり、障がい者と健常者が一緒に学べるようなレガシーになると

いいですね、と細田教育長にお伝えしている。 

 第 1 回アクションサポート会議で発表されたヨーロッパ野菜研究

会と東京ガスが連携して、東京 2020 大会に向けた食のおもてなしと

して、ヨーロッパ野菜を使った料理教室を、食育も兼ねて 9 月と 11

月に開催予定である。 

 

（さいたまヨーロッパ野菜研究会 北氏） 

 ヨーロッパ野菜研究会は、これまで輸入品だった野菜を国産にし

て、ホテルやレストランに提供することを目的に活動している。近年

は、ヨーロッパ野菜を通じて郷土愛を醸成したいという想いから学

校給食に取り組んでいる。今年はシェフクラブさいたまと連携しな

がら 24 校でヨーロッパ野菜を使ったメニューを提供させていただ

く準備を進めている。また、11 月 13 日はさいたま市 162 校でシェ

フカレーを提供する予定となっている。ヨーロッパ野菜を通じて子

どもたちが世界に目を向けるきっかけができればと考えている。 

 

（日本電気株式会社 五十嵐氏） 

 現役・OB 含め、多くのオリンピアン・パラリンピアンが在籍して



いるため、経験談を伝えることで教育にも貢献できるのではないか

と考えている。埼玉県の世の中大学が定期的に開かれており、明日は、

アイススレッジホッケーの代表として平昌パラリンピックに出場し

た上原大祐選手が東京 2020 大会の講演を開催する予定である。さい

たま市でも様々でテーマで貢献できればと考えている。 

 

（オリパラ等経済界協議会 秋元氏） 

オリパラ等経済界協議会は、スポンサーを中心に約 100 社で構成

する団体で、自治体が主催する子どもたちのイベントを中心に各企

業に所属しているオリンピック・パラリンピックアスリートを派遣

している。さいたま市では、これまでも様々なイベントに参加させて

いただいており、継続していきたいと考えている。 

 

（間野座長） 

 横浜市では 500 校の校長がリーダーシップをとってどのようなス

クールレガシーを残していくかが考えられている。教育委員会だけ

ではなく、各学校の校長先生とも連携して活動を考えてもらいたい。 

 

（２） 今後の予定について 

・ 事務局（オリンピック・パラリンピック部 田中主査）より、

今後の予定について、資料５を用いて説明が行われた。 

 

６.その他 

・ 事務局（オリンピック・パラリンピック部 田中主査）より、

都市ボランティアについて、資料６を用いて説明が行われた。 

 

以上 


