
さいたま市の産業振興施策体系について（平成さいたま市の産業振興施策体系について（平成2525年度経済局予算集中審議用資料）年度経済局予算集中審議用資料）
● さいたま市産業振興ビジョン ● 平成25年度経済局主要施策

Ⅰ 中小企業の成長産業への参入を支援

Ⅱ 中小企業の持続的な経営環境を整備

Ⅲ 地域商業の活性化

地域コミュニティの担い手である地域商業を活性化するため、一般的な相談・支援事業に加え、
照明のLED化や施設改修などの環境整備事業と、賑わいの創出を目的としたソフト事業を総合

的に実施することで、地域住民が身近に感じることのできる個店・商店街を増やします。

• 本市では、振興ビジョンの基本理念である「強い産業力の醸成と躍動す
る都市づくり～革新と自立～」の実現を目指し、平成25年度までの行動

計画として定めた「先導プロジェクト」に基づき各種施策を実施している。

【先導プロジェクト施策体系】

施策の柱１

自立都市にふさわ
しい新産業の創造

施策の柱１

自立都市にふさわ
しい新産業の創造

施策の柱２

市民生活や地域社
会を支える産業の
活性化

施策の柱２

市民生活や地域社
会を支える産業の
活性化

施策の柱３

産業活動の活性化
に必要な環境づくり

施策の柱３

産業活動の活性化
に必要な環境づくり

主に商業・サービス業の振興 主に製造業の振興

① “さいたま市ブランド”構築① “さいたま市ブランド”構築

• さいたま市ブランド構築戦略提
案型モデル事業

• さいたまのおいしい逸品事業
など

③ 産業の「核」創出③ 産業の「核」創出

• さいたま市テクニカルブランド企
業認証事業

• 戦略的企業誘致推進事業
など

② 魅力ある商業形成② 魅力ある商業形成 ④ 力強い基盤産業づくり④ 力強い基盤産業づくり

• 商店街個店バリューアップ事業
• 商店街モニタリング＆PR事業

• 商店街活性化支援事業
など

• 中小企業資金融資事業
• 販路開拓支援事業
• CSR普及促進事業

など

⑤ 活力ある人材が集まる産業づくり⑤ 活力ある人材が集まる産業づくり

• 地域技術人材育成事業
• 若年人材確保促進事業
• 創業支援事業

など

● 経済環境の変化と経済に与える影響等

産業振興ビジョンに定めた施策を計画的に実施することに加え、経
営環境の変化に即した施策を着実に実施することが必要

多くの中小企業が直面している経営課題や外的環境の変化などに対して、中小企業の持続的な
経営を可能とするための総合的な支援体制を整備する。
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中小企業金融円滑化法による貸付条件
変更実績（累計）の推移

（万件）

（資料）金融庁

○中小企業支援事業
・中小企業支援センター（さいたま市

産業創造財団）による相談対応
・経営改善・事業再生の集中実施

(中小企業健全化支援強化事業 9月補正)

○中小企業資金融資事業
・創業や通常融資あっせんに加え、景
況変化等の緊急時に融資

・経営健全化を後押しする資金ニーズへの対応
中小企業金融支援中小企業金融支援

中小企業支援センター中小企業支援センター
相談窓口相談窓口

専門家の派遣専門家の派遣
情報の提供等情報の提供等
事業可能性評価事業可能性評価

創業の促進 経営の革新

連携の促進

環境変化対応

資金供給の円滑化

人材

新事業活動

経営改善・事業再生

成長可能性のある企業や基盤となる技術を保有する企業の競争力を強化するため、医療・福祉、
環境・エネルギー分野等の成長分野参入や新事業展開・事業拡大を支援する。

○医療ものづくり都市構想
・医療現場とものづくり現場の対話を促すコミュニティの形成
・市内製造業の医療機器分野への参入をサポート

○テクニカルブランド企業認証事業
・従来の技術支援から新分野進出や海外展開などの支援へ
・認証企業による成長産業進出のための研究会を設立支援

○地域間技術交流事業（ＲＩＴ）
・さいたま市技術クラスターと欧州の産業クラスターとの連携を
行い、国際間の企業同士の対話の機会を創出

○パーソナルモビリティ普及事業（総合特区）
・環境・エネルギーや高齢者・子育て世代等に配慮した製品や
サービスの事業化を支援

金子製作所（岩槻区）

高い技術力を活かし宇宙航空産
業・医療機器分野へ参入。米国
や欧州との海外展開も行う。

東京チタニウム（岩槻区）

チタンの加工を得意とする企業が、
人工股関節骨頭コンポーネントの
開発に着手。

経済環境の変化 等 好影響 悪影響

少子高齢化・人口減少
新たなビジネスチャンス
（医療機器、健康・介護産業 等）

マーケットの縮小

環境意識の高まり
新たなビジネスチャンス
（エネルギー関連 等）

エネルギー調達コスト増加

経済の国際化 海外マーケット獲得チャンス
・ 価格競争激化

・ 日系大企業の海外移転

円高 原材料輸入価格等の低下 価格競争力の低下

消費の低迷・消費増税・
電気料金値上げ

消費者マインドの悪化

その他政策課題
創業環境の整備、中小事業者の経営下支え・底上げ、賑わいの創
出、個社支援の充実、事業承継、連携の促進 等

○商店街PR支援事業・商店街活性化キャンペーン事業
・消費喚起の効果が高いと見込まれるイベント開催、共同クーポン券
やスクラッチカードの発行を総合的に実施

【その他 地域商業活性化事業】
○ハード支援事業

• 商店街街路灯LED化

• 街路灯装飾
• 施設改修支援
• 照明施設等維持管理
• 空き店舗改装
• AED設置 等

○ソフト支援事業

• なんでも相談事業
• 経営コンサルタント等専門家派遣
• にぎわい創出事業
• 個店バリューアップ事業
• 地域活動連携事業 等

パーソナルモビリティ実証実験
市民ニーズに基づく環境配慮型モビ
リティの普及のための実証実験等の
機会を提供し事業化支援

「ＭＥＤＴＥＣＪａｐａｎ２０１２」

さいたま市医療機器研究会ブース

第１５回都市経営戦略会議
資料１

経 済 局

平成24年9月4日
第15回都市経営戦略会議
経済局　【資料１】



（仮称）・ Le Tour de France Ｃｒｉｔｅｒｉｕｍ SAITAMA ／JAPON 事業プラン素案

開催趣旨
さいたまスポーツコミッションはさいたま市と連携し、さいたま市及びその周辺地域にあるスポーツ資源や自然・都市環境などを最大限に活用したスポーツイベント等を実施することで、スポーツの振興や地域経済の活性化を

図り、スポーツで日本一笑顔があふれるまちづくりを、多くの皆様の協力を得て進めています。
その実現に向け、このたび、本市PRや本市への新たな観光客の拡大、市民の環境や健康への意識を高めることへのきっかけづくりなど、多様な効果が見込める、世界初となる「Le Tour de France」の名を冠したサイクリング

イベント「（仮称）・Le Tour de France Criterium Saitama／Japon 」の開催を予定します。

当イベントは、日本におけるサイクリングマーケットの拡大及び震災後の日本復活の世界へのアピールなど、市のみならず、国にとっても大きなメリットをもたらすことが想定されることから、日本におけるスポーツ先進都市さい
たま市として開催しようとするものです。

多くの人々が集い、そして世界が注目するフェスティバル（エキシビション）として実施／展開した後、費用対効果などについて十分な検証を行い、ASO、UCI（国際自転車競技連合）、JCF（日本自転車競技連盟）など、関係団体

と調整のうえ、サイクリング界のトップ選手が集う、さいたま発の国際的競技大会としての位置づけ及び定着を目指します。

〇大会名称 （仮称）・Le Tour de France Ｃｒｉｔｅｒｉｕｍ SAITAMA ／JAPON

〇主 催 さいたま市/さいたまスポーツコミッション（さいたま観光国際協会） / ASO

〇主 管 （仮称）・Le Tour de France Ｃｒｉｔｅｒｉｕｍ SAITAMA ／JAPON実行委員会

〇開催地 さいたま新都心内及び首都高速埼玉新都心線 （調整中）

〇開催日 ２０１３年１０月

〇競技規則 ASOによる競技規則及び大会規則 （調整中）

〇想定来場者数 約１０万人

〇TV放送 ASO（ツールドフランス）による１８８カ国 １００局以上のネットワーク活用予定

〇スポンサー（募集例）

① ゴールド・スポンサー（1社） ② シルバー・スポンサー（数社）

③ ブロンズ・スポンサー（数社） ④ オフィシャル・エアライン（1社）

⑤ オフィシャル・メディア（数社） ⑥ サプライヤー（多数社）

※ ASO関連のスポンサーは別途確認

（スポンサー枠については、ASO関連スポンサーを優先）

参考：ジャパンカップ２０１１（宇都宮市）

・ 開催日 平成２３年１０月２２日（土）、２３日（日）

・ 来場者数 １０万３千人（２日間延べ人数／ロードレース７．３万人、クリテリウム３万人）

・ 総事業費 １．６億円（うち市負担分８,９００万円）

開催概要（案） 経済効果等

2012年 10月 事業プラン策定
11月 準備委員会立上げ
12月 実施仮決定

2013年 1月 実行委員会立上げ（準備委員会を移行）
3月 実施最終決定（最終予算確定）/開催告知/プレスリリース発信
4月 スポンサー確定/最終実施プラン確定

10月 本番/報告書提出 検証作業

１ 経済波及効果
〇 Tour de France 2012 ﾘｪｰｼﾞｭ／出発地 １０００万ユーロ（約１０億円）／ﾘｪｰｼﾞｭ市発表
〇 ジャパンカップ2011（宇都宮市） ２０億円／主催者 発表
○ ‘96ワールドカップ サイクルロードレース（宇都宮） ３２.１６億円／主催者 発表
〇 Tour de France 2007 ロンドン／出発地 ８,８００万ﾕｰﾛ（約８８億円）／ASO発表

２ その他効果
〇 Tour de France 2007 ロンドン／出発地 ３７５００万ユーロ（約３７５億円）のメディア価値効果

サイクルクラブへの参加意向が20％増加
来場者数３００万人 （来場者満足度90㌫以上）

（ASO発表）
〇 Tour de France 2010 ロッテルダム／出発地 ロッテルダムトップスポーツCEOコメント

（2012/7 欧州視察にて）
経済効果はもとより、自転車の利用者が２０％も増
えるなど、多くの相乗的な効果があった。

展開の方向性

毎年7月に23日間の日程（全21ステージ）で、フランスおよび周辺国を舞台にして行われる自転車プロロードレース。1903年から開催されている。名称はフランス語で「フランス一周」を意味する。フランス国内でのレースが中心だがイ
ギリス、イタリア、スペイン、ベルギー、モナコなど周辺国が舞台になるステージもある。他に3週間程度にわたり行われる大規模なステージレースとしてはジロ・デ・イタリア（イタリア一周）とブエルタ・ア・エスパーニャ（スペイン一周）が
あり、これにツール・ド・フランスを加えて俗にグランツール（三大ツール）と呼ばれる。その中でもツール・ド・フランスの知名度・露出度は突出しており、日本でも「世界最大の自転車レース」として認識されている。出場する選手の国籍
はヨーロッパだけに限らずアメリカやオーストラリアなど多様である。

参考1：ASO
アモリ・スポル・オルガニザシオン（Amaury Sport Organisation）というフランスのスポーツ・メディアグループの略称。ツール・ド・フランスの主催者として世界的に有名である他、ダカール・ラリーの主催者としても知られる。
当初は自転車競技のロードレースだけを対象としていたが、現在は、パリマラソンやゴルフのフランスオープンの主催も手がけている。
ツール・ド・フランスを創設した新聞社、レキップ（フランス全土で発刊のスポーツ新聞）より、ツール・ド・フランスの主催権を、ル・パリジャン（フランスの日刊新聞）の編集者であったフィリップ・アモリによって設立されたメディアグルー

プ、エディシオン・フィリップ・アモリに譲渡されたことに起因して1992年9月に設立された。

参考2：クリテリウム
他の交通を遮断して街中に作られた短いコースを何度も周回する自転車ロードレースのこと。通常のロードレースと違い観客の前を選手が複数回通過し何度も応援できるのが特徴。平坦でコーナーがキツイコース設定がされること

が多い。

ツールドフランス（Le Tour de France）について

スケジュール

第１５回都市経営戦略会議
資料２

経 済 局

平成24年9月4日
第15回都市経営戦略会議
経済局　【資料2】



ク リ テ リ ウ ム

クリテリウムとは・・・
他の交通を遮断して街中に作られた短いコースを何度も周回する自転車ロードレースのレース形態。
通常のロードレースと違い観客の前を選手が複数回通過し何度も応援できるのが特徴。
平坦でコーナーが多いコース設定がされることが多い。

＜ODAIBA CYCLE FESTIVAL2011＞

お台場の公園敷地内で開催。

3日間で36,000人を動員。

実業団のトップライダーレースから、一般参
加ＯＫのレース、タイムトライアルレースなど
も開催し、3日間楽しめる内容に。

＜ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ＞

宇都宮市内（市街地）で開催。

2010年より、宇都宮駅前の目抜き
通りを封鎖して開催。

海外からの有力選手出場も相まって、
沿道は二重三重の人だかりに。

中央分離帯を挟んだ直線コースの往
復（1.6km×20周）だけであったが、
スピード感に素人も大興奮。

事 例 紹 介



   ※輸出本数は、平均単価を１０万円とした場合の試算。

 

   
　

     
　　

第８回世界盆栽大会

大宮盆栽村を取り巻く現状
　大宮盆栽村は、さいたま市の主要な観光資源であ
る。しかし、この地域は住宅地としての価値が高
まったことで地価の上昇による相続税の負担や、盆
栽に対する価値観の変化に伴う国内市場の縮小に悩
まされており、将来の発展、存続が危ぶまれてい
る。
施策の必要性
　本市における貴重な観光資源である盆栽は、海外
を含めた多くの観光客を呼び込む可能性がある。ま
た、長い歴史と風土の中で育まれた文化芸術でもあ
ることから、将来世代に確実に受け継いでいく必要
があり、一層の活性化を図る施策が急務となってい
る。
大宮盆栽ＪＡＰＡＮブランド化事業
　大宮盆栽を世界的ブランドとして確立し、海外か
らの観光客や海外への販路の拡大を図ることによっ
て、大宮盆栽村を中心に盆栽全体の活性化を図る。
盆栽輸出の状況
・大宮盆栽の輸出数　０本
・埼玉県内の輸出数　約６,０００本
　　　　　　輸出金額　約１,２００万円
・日本国内の輸出数　約３万本
（下記表１、表２参照）
・競合する輸出国は中国、台湾、韓国
※イタリアにおいては、中国からの輸入額が日本
　の３倍（小売で５～１０ユーロの安価なも
   の。）

　平成２４年度～平成２８年
　大宮盆栽JAPANブランド化事業経費
　　市負担額　　　　　　　約３,０００万円
　世界盆栽大会誘致等経費
　　市負担額                      約１,５００万円
　世界盆栽大会広報費・プレイベント等
　　市負担額　　　　　　　約2,０００万円
　持続的な発展に向けた取組に係る調査検討経費
　　市負担額　　　　　　　約１,０００万円

　平成２９年度
　世界盆栽大会経費

　　世界盆栽大会開催経費
　　市負担額（見込み）　約9千万円

大宮盆栽JAPANブランド化事業の推進について

　大宮盆栽ブランドコンセプト
　・芸術性の高い盆栽の最上級ブランド
　 （下記図１参照）
　ターゲット＝ＥＵ諸国の富裕層
　・植物検疫体制が整備されており、
   　日本から盆栽輸出の実績がある
　・大宮盆栽村との人脈を活用
　大宮盆栽の持続的な発展に向けた取組
　・目標値の実現可能性や具体的な戦略に
      ついて、大宮盆栽協同組合と協議する。
    （資料３参照）

　
　世界盆栽大会
　・世界盆栽大会開催に合わせ、海
　　外バイヤーを招聘した商談会を
　　開催し、一層の販路を拡大
　・国内市場の再活性化

大宮盆栽の持続的な発展

　
　大宮盆栽の持続的な発展に向けた
　取組を継続して実施
　・海外のマーケットを把握し、出荷数、
      単価等を調査・検討し、出荷数の目標
      設定を行う。
　・大宮盆栽村周辺の観光客数の増加の目
      標設定を行う。

　経営の観点から必要な輸出目標
　平成３０年度～
　輸出本数　　 １,０００本～２,０００本
　輸出額　　  １億円～２億円

　大宮盆栽の持続的な発展に向けた取組の
　事業展開経費

　　持続的な発展に向けた取組みに係る経費に
　　 ついては、調査検討後、算出する。

　

表　１

表　２

図　１

高

■輸出地域からみた大宮盆栽のブランドポジショニング（イメージ図）

芸術性

価　格

安い 中程度 高い

国内その他

大宮盆栽

中国などアジア諸国

資料：埼玉県花と緑の振興センター提供資料「埼玉県における盆栽の輸出状況について」

合計 29,704 本 100%

順位 県名 鉢数 割合

埼 玉 県

神 奈 川 県

栃 木 県

非公表 －

非公表 －

（上位３県）

5,971 本 20%1

2

3

スペイン 2,091 本 35%

輸出先 鉢数 割合

イタリア 1,604 本 27%

ド イ ツ 486 本 8%

台　　湾 480 本 8%

イギリス 368 本 6%

フランス 269 本 5%

チ ェ コ 251 本 4%

オランダ 198 本 3%

ベルギー 182 本 3%

合計 5,971 本 100%

資料：植物防疫所の輸出検査実績（2009年）

韓　　国 38 本 1%

南アフリカ 4 本 0.1%

大宮盆栽の現状 大宮盆栽ＪＡＰＡＮブランド化事業

　

　　　　経営の観点から必要な輸出目標
　　　　　 平成25年度　　　 　平成28年度
輸出本数　  　 100本　    　   ３00～５00本
輸 出 額　 　　1千万円　　　３千万円～５千万円

海外販路を拡大する好機

第１５回都市経営戦略会議
資料３

経　済　局

　技術継承者育成

　　技術継承者不足解消方策検討

　　プロモーション活動の実施

　観光客数増加

　　訪日観光ツアー開発

今後の取組（現時点でのイメージ）

　販路拡大策

　　海外バイヤー招聘

　　マーケティングの実施

平成24年9月4日
第15回都市経営戦略会議
経済局　【資料3】



   
　

     
　　

　

　

　

世界盆栽大会について

５　大会誘致に向けての今後のスケジュール

４　世界盆栽大会誘致体制

◇2012年９月　世界盆栽友好連盟理事会（イタリア・ミラノ）
　                      ・２０１７年世界盆栽大会立候補表明
　　　　　　　　　  　（世界盆栽友好連盟理事会において、日本盆栽協会理事長
　　　　　　　　　　　  より、立候補の意思表示をする。）
　
　
　

◇2013年９月　世界盆栽大会（中国・金壇市）
　　                   ・２０１７年世界盆栽大会立候補・開催地決定
　　                   ・プレゼンテーション実施
　
◇201３年10月　開催実行委員会設立

＜開催誘致活動＞
  観光庁の誘致支援事業、キーパーソン招請事業などを
  活用する。

   ◇第１回世界盆栽大会
　　（1989年４月　大宮ソニックシティ）
　　日本の盆栽を世界にアピールする目的で、世界中
　　から盆栽愛好家が集い「盆栽を通じて世界平和へ」
　　をテーマに開催された。
      主催者：日本盆栽協会（第１回世界盆栽大会のみ）
　
　◇世界盆栽友好連盟
　　第１回世界盆栽大会開催時に設立
　　世界盆栽大会第２回以降の主催者となる。
      初代会長：加藤三郎氏（当時、蔓青園園主）
　
　◇過去の開催国（４年に１度開催）
　　第２回オーランド（米国）　第３回ソウル（韓国）　第４回ミュンヘン（ドイツ）
　　第５回ワシントンＤＣ（米国）　第６回サンファン（米国・プエルトリコ）
　
　◇第７回世界盆栽大会
　　2013年に、中国金壇市（Jintan）で開催される予定。
　　世界各地で開催され年々規模も大きくなっており、大会期間中延べ７万人以上の入
　　場者数が見込まれる。

１　世界盆栽大会の概要

２　第８回世界盆栽大会の概要（案）

◇日程　　平成２９年（２０１７年）　４日間開催予定

◇会場　　さいたまスーパーアリーナ　外

◇内容　　オープニングセレモニー、盆栽剪定デモンストレーション、講座、
　　　　　ワークショップ、名品盆栽の展示会、盆栽即売会、
　　　　　大宮盆栽美術館および産地見学ツアー

◇入込観光客数　　延べ７万人（見込）

◇経費　　約1億８千5百万円　（会場使用料、設営・備品等使用料、会議運営委託料等）

◇市補助金　　約９千万円

◇その他収入（見込）　　国、県、参加者会費、日本盆栽協会、企業等協賛金等

◇大会誘致の状況　　国内では、立候補すれば、有力な候補地となる。
　　　　　　　　　　国外では、現時点で明確に意思表示している国はない。

日本盆栽協会

　大宮盆栽海外展開プロジェクト研究会

・大宮盆栽協同組合・さいたま商工会議所
・盆栽ネットワーク・ジャパン（盆栽商社）
・さいたま観光国際協会・大宮盆栽美術館
・さいたま市経済局観光政策課（所管課）

　さいたま市・さいたま観光国際協会
   観光庁・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

協
力

誘致支援

◇第１回世界盆栽大会開催に伴う経済波及効果
　約５億１千３百万円

◇その他、期待できる効果
　・盆栽園の売上増に伴う経済効果
　・大宮盆栽村・盆栽美術館への観光客増加に伴う経済効果
　・芸術性の高い大宮盆栽を海外に向けてPRすることにより、
     市民が愛着と誇りを持つことができる文化芸術としても活
     性化される。

３　第８回世界盆栽大会に伴う効果


