
    

様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 
令和元年度第１回さいたま市スポーツ振興審

議会 

２ 会議の開催日時 
令和元年１１月１日（金曜日） 

午前９時３０分～午前１１時３０分 

３ 会議の開催場所 
さいたま市役所議会棟２階 

第４委員会室 

４ 出席者名 

【委員】 

浅見委員、天野委員、安東委員、鬼塚委員、  

小野崎委員、菊原委員、小嶋委員、小沼委員、

境委員、ナザヤ委員、武田委員、野﨑委員、 

兵藤委員、吉田委員(計１４名) 

【さいたま市スポーツアドバイザー】 

伊藤アドバイザー（計１名） 

【事務局】 

蓬田スポーツ文化局長、大沢スポーツ部長、 

髙橋スポーツ部参事兼スポーツ政策室長、  

石川スポーツ振興課長、海津スポーツイベント

課長補佐 

＜スポーツ政策室＞ 

鈴木主査、羽島主任、野村主事 

＜関係機関：（一社）さいたまスポーツコミッ

ション＞ 

 新倉リーダー（計９名） 

５ 欠席者名 

【委員】 

内田委員、神保委員、外園委員、保髙委員、

村田委員(計５名) 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議題】 

（１）報告事項 

①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計

画」の進捗について 

②さいたまスポーツコミッションの取組に

ついて 

③さいたまスポーツシューレ事業の取組に



 

ついて 

④ラグビーワールドカップ 2019 公認チーム

キャンプ受入れについて 

⑤「2019 ツール・ド・フランスさいたまクリ

テリウム」の開催概要（結果）について 

⑥「第 5回さいたま国際マラソン」の開催概

要について 

（２）審議事項 

 ①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計

画」の改定について 

 

公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数 ０名 

９ 審議した内容 上記６ 議題のとおり 

10 問合せ先 

スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策

室 

電話番号：０４８－８２９－１７３７ 

11 その他 後日、議事概要を公開します 

 



令和元年度 第１回さいたま市スポーツ振興審議会会議録 

 

１ 日時 令和元年 11月 1 日（金）9時 30 分から 11時 30 分 

 

２ 場所 さいたま市役所議会棟２階 第４委員会室 

 

３ 出席者 

（１）委員（14 名） 

浅見 茂、天野 恵子、安東 さやか、鬼塚 信次、小野崎 研郎、菊原 伸郎、 

小嶋 理恵子、小沼 彰彦、境 修、ナザヤ ズライカ、武田 弓佳、 

野﨑 直良、兵藤 明子、吉田 弘一                （敬称略） 

 

（２）スポーツアドバイザー（1名） 

伊藤 博義 

 

（３）事務局（8名） 

蓬田スポーツ文化局長、大沢スポーツ部長、高橋スポーツ政策室長、 

石川スポーツ振興課長、海津スポーツイベント課長補佐、 

（スポーツ政策室）鈴木主査、羽島主任、野村主事 

 

（４）関係機関（1名） 

   （一社）さいたまスポーツコミッション 

   新倉総務企画課リーダー 

  

４ 欠席者 

（１）委員（5名） 

   内田 直、神保 久美子、外園 倫生、保髙 智、村田 正二     

（敬称略） 

５ 傍聴人 0名 

 

６ 公開又は非公開の別 公開 

 

７ 問い合わせ先 

  さいたま市 スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策室 

  〒330-9588 さいたま市常盤 6-4-4 

  TEL 048-829-1737 FAX 048-829-1996 

 

８ 内容 

（１）開会 

委員 19 名中 14名の出席により、会議が成立した。 

 

（２）委嘱状交付 

委員改選に伴い出席委員に対し委嘱状を交付した。 

 

（３）委員、スポーツアドバイザー及び事務局紹介 

    各委員より自己紹介を行った。 



（４）正副会長選出 

    委員の互選により、会長に兵藤委員、副会長に菊原委員、武田委員と決定した。 

（５）諮問 

さいたま市スポーツ振興審議会会長あてに諮問の依頼を行った。 

 

（６）議事 

各所管課より、下記報告事項及び審議事項について資料に沿って説明した。 

 

【報告事項】 

 ①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗について 

②さいたまスポーツコミッションの取組について 

③さいたまスポーツシューレ事業の取組について 

④ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入れについて 

⑤「2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催概要（結果）について 

⑥「第 5回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

 

【審議事項】 

  ①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の改定について 

 

質疑・応答・意見 

【報告事項】 

①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗について 

（菊原委員） 

  ノーマライゼーションカップにおいて、ブラインドサッカーと表記されているが、パラ

リンピックでは５人制サッカーとなっているので、せっかくなので、パラリンピックの正

式名称に改めてはどうか。 

 

（スポーツ政策室長） 

担当課に趣旨について説明、情報提供をする。 

 

（小沼委員） 

 スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営についてだが、家の近所の公園で、滑り台

やブランコにずっとテープが貼られ使えなくなっているが、どういうことか。 

 

（スポーツ政策室長） 

 都市公園課所管ではあるが、遊具設置の基準の改定により、市内の全公園、全ての遊具

について検査を実施し、コンクリート部分や遊具の作りでの基準上使えなくなってしまっ

た遊具について順次修繕を進めているところである。 

 

（小沼委員） 

 総合型地域スポーツクラブについて、現計画においては会員数が減っているとなってい 

るが、現状はどうなっているのか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 計画改定時において集計している数値は、総合型スポーツクラブ推進委員会に参画して

いる団体の人数等を集計したものである。会員の高齢化に伴い退会してしまうことによる



減少や同推進委員会より抜けたクラブ、総合型地域スポーツクラブを辞めてしまったクラ

ブもあったため、会員数等に減少が生じたものである。 

現状は各クラブが活動する中で、各クラブの努力により若干ではあるが増えているよう 

である。 

 

②さいたまスポーツコミッションの取組について 

 質疑なし 

 

③さいたまスポーツシューレ事業の取組について 

（吉田委員） 

 スポーツシューレと同様の取り組みで、他市の事例、実績はあるのか。またドイツのス

ポーツシューレがどういったものなのか、ドイツの実態等の資料等があればいただきたい。 

 

（スポーツ政策室長） 

 スポーツシューレと名を付けて、国内で回しているというものは、我々が調べた範囲で

はないものと認識している。ただ、実態としてスポーツシューレ状のものとしては、ナシ

ョナルトレセンなどはスポーツシューレと同様のもので、宿泊機能やトレーニング施設等

の機能を有している。昨年、静岡県清水市や大阪府堺市の施設を視察させていただき参考

にさせていただいている。 

 現状では、財政面や用地面等様々な視点から考察した結果、今ある施設を活用し、でき

ることから進めているところ。 

 ドイツに関してはそういった施設が充実しているので、ナショナルトレセンに関する資

料と共に、簡単にまとめさせていただき、後日郵送させていただければと考えている。 

 

（小嶋委員） 

 ICT の取組としてラクロスでデータ活用し、体の状態のデータ取得をしているようであ

るが、医療機関や施設との連携はしているのか。スポーツドクター等専門的な知識が入っ

ていたほうが、より正確なアドバイスができるということと、さいたま市の取り組みとし

て医療機関と連携して進めることで、例えば医療機関に何かマークがあるとか、連携して

いることがわかるようになっているといいなと思う。 

 

（スポーツ政策室長） 

 現状では、スポーツドクター等医療機関とは連携してはいない。元々はデータと理論で

子どもたち、選手たちに理解してもらったうえでトレーニングに臨んでもらうという目的

であった。また医学、栄養学等に繋いでいこうという目的もある。まだ始まったばかりで、

実証実験の域を出ていないのが現状であるが、将来的には医療機関等も含め、包括的に選

手のサポートができるようにしていきたいと考えている。特に現在取り組んでいる、中学

生の女子サッカー選手への取り組みというところでは、女子選手の三主徴の問題にも取り

組んでいく必要があり、子どもたちが安心、安全にスポーツに取り組んでいける環境を作

っていきたい。 

 

（小嶋委員） 

 私自身の活動の中で、月経が止まってしまった選手のサポートで、食事を改善したこと

で回復したといった例がある。しかし現状、女子アスリートをサポートしていくうえで、

産婦人科のスポーツドクターを見つけることが困難で、また選手自身の気持ちの部分もあ

るので、何かしらのマーク等で分かりやすい、見つけやすい環境を整えることが大事だな

と感じている。板橋区で糖尿病サポートメニューがある飲食店の目印を医療機関等と連携



していた事例がある。 

 

（スポーツ政策室長） 

 今後事業を進めていくうえで、ご提案いただいたアイデアも参考にさせていただく。 

 

（小沼委員） 

 県にスポーツ科学委員会があると思うが、こちらとの連携はいかがか。以前県が設置し

た県民健康センターに体力測定ができる施設があったが、さいたまにこのようなスポーツ

の拠点のような施設ができるといいのではないか。 

 

（スポーツ政策室長） 

 現状では、同委員会との連携はない。県のスポーツ振興の組織とは話をしているので、 

今後同委員会等ともつながりを持てればと考えている。 

 

④ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入れについて 

（境委員） 

 北九州市では今でも「ようこそウェールズ」ののぼり等が立っており、街を挙げて

盛り上げている様子が見られたが、さいたまでは、ロシア代表がキャンプをしていた

ということだが、盛り上がりがいまいちのように感じた。例えば YouTube で検索する

と、北九州市での取り組みとして国歌を歌っている動画なども見ることが出来る。今

後、同様なイベント等もあるかと思うので、他市の事例等をよく研究していただき、

今後につなげていただければと思う。 

 

（スポーツ振興課長） 

 他市と比べて、盛り上がりという点では弱かったと実感している。指摘いただいた

事項等参考にさせていただき、今後取り組んでいきたいと思う。 

 

⑤「2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催概要（結果）について 

（小嶋委員） 

 同大会の経済波及効果について、「算出中」となっている。過去の結果についてもど

のような状況なのか情報提供いただければ。 

 

（スポーツイベント課長補佐） 

 経済波及効果等については、市の実行委員会において取りまとめており、市報やホ

ームページ等を通じて公開している。 

 本日配布した資料については、経済波及効果等については例年年明け頃に数値が確

定するので、算出中と表記している。過去の効果等を取りまとめたものについては、

後日委員宛に送付させていただく。 

 

⑥「第 5回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

（境委員） 

 自身の周囲のランナー等から、さいたま国際マラソンのコースの評判があまりよくない

と感じる。コースのアップダウンがきつかったり沿道の途中が見沼田んぼの中で何もなく

なってしまうのでつまらないといった印象があるようだ。また開催日について、12 月第 1

日曜日はホノルルマラソン日程が重なっているが、なにもぶつける必要はないのではない

か？ 

 



（スポーツイベント課長補佐） 

同マラソンのコースや日程については、本市をはじめ埼玉県、日本陸上競技連盟、読売

新聞、日本テレビの五者で協議のうえ決定している。日程については、国内の同規模の別

大会の日程等を考慮している。ご指摘いただいた点については今後の検討にあたって参考

とさせていただく。 

  

  【審議事項】 

①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の改定について 

（安東委員） 

 今後 10年という話だが、大きな目標だけでなく、目の前の小さな課題もきっちりと計画 

に入れてほしいと。また、共通のルール、システムを作ってほしいと思う。さらには、組

織をまたがった取り組みということはたくさんあると思うが、所管が違うのでわからない

ということのない計画を作ってほしいと思う。 

 

（小野崎委員） 

 子どもが外で遊ばなくなったり、スポーツをしなくなった原因や、スポーツ実施率等が

伸びないなどといったものを考えるときに根本的な原因を突き詰める必要があるのではな

いか。対処療法的なものではなく、なぜスポーツが続けられないのか根本的に紐解けると

いいと思う。 

 

（菊原委員） 

 行政だからできること、大義名分の中で、ビジネスではない部分でできる部分が多くあ

ると思う。一つは環境にやさしいハードの整備、環境面とのつながり、モノとヒトがスム

ーズに循環するような環境整備が必要だと思う。やはり、良いスポーツ環境で過ごしてこ

なかった子どもたちは、スポーツ嫌いが非常に多いと実感している。 

 10 年後に振り返った時に、さいたま市は良い方向に進んだよねと、さいたま市に住む子

どもたちは幸せだよねと言われるような方向に審議会が進み、良い計画をつくれればと思

う。 

 

（吉田委員） 

 日程に関して、来年度 7 月中旬頃に開催予定とあるが、ちょうどオリンピック開催期間

中にかかってしまうと、忙しい委員さんも多いと思うので、考慮いただきたい。 

 

（７）その他 

   なし 

 

（８）閉会 

 

 

以上 



令和元年度第１回さいたま市スポーツ振興審議会 

 
次    第 

 
令和元年１１月１日（金）９時３０分～ 

議会棟２階第４委員会室 

 
１ 開  会 

 
２ 委嘱状交付 

 
３ 委員、スポーツアドバイザー及び事務局紹介 

 
４ 会長・副会長の選任 

 
５ 諮  問 

 
６ 議  事 

（報告事項） 

  ①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗について 

② さいたまスポーツコミッションの取組について 

③ さいたまスポーツシューレ事業の取組について 

④ ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入れについて 

⑤「2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催概要（結果）につ   

いて 

⑥「第 5回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

 

（審議事項） 

   ①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の改定について 

 

７ そ の 他 

 

８ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪ 配布資料一覧 ≫ 

・次第 

・配布資料一覧 

・席次表 

・さいたま市スポーツ振興審議会委員名簿 

・さいたま市スポーツ振興審議会条例 

・さいたま市スポーツ振興まちづくり条例 

・さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 

・資料１ さいたま市スポーツ振興まちづくり計画平成３０年度進捗状況等について 

・資料２ さいたま市スポーツ振興まちづくり計画平成３０年度施策・事業集 

・資料３ さいたまスポーツコミッションの取組について（パンフレット） 
・資料４ さいたまスポーツシューレ事業の取組について（パンフレット） 
・資料５ ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入れについて 
・資料６「2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催概要（結果）に 

ついて 
・資料７「第 5回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

・資料８－１ 審議会の位置づけ及び計画策定の進め方 

・資料８－２ 本市を取り巻くスポーツの現況と課題 

・資料８－３ 次期計画の検討事項 

 

 

 

 

※さいたま市スポーツ振興まちづくり計画、資料１、資料２、資料８－１，８－２，  

８－３については事前送付させて頂いております 

 

 



● ● ●

● ● ● ● ● ●

令和元年度第１回さいたま市スポーツ振興審議会 席次表

会長

●

（公財）さいたま市スポーツ協会
副会長
　浅見　茂　委員

● ●
市民公募
　小沼　彰彦　委員

● ●

副会長 副会長

市民公募
　境　修　委員

● ●

（株）テレビ埼玉
スポーツ局長
　鬼塚　信次　委員

● ●

市民公募
　ナザヤ　ズライカ　委員

さいたま市レクリエーション協会
副理事長
　武田　弓佳　委員

きた！Urawaフェスタ実行委員会
日本空手協会　北浦和支部　武修館
　安東　さやか　委員

（公財）さいたま市スポーツ協会

　天野　恵子　委員
● ●

● ●
さいたま市スポーツ少年団
副本部員
　吉田　弘一　委員

（公財）日本栄養士会・（公財）日本スポーツ協会
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○さいたま市スポーツ振興審議会条例 

平成13年５月１日 

条例第134号 

改正 平成22年３月25日条例第10号 

平成23年12月27日条例第53号 

平成27年３月12日条例第１号 

平成29年３月29日条例第31号 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号。以下「法」という。）第31条の規定に基

づき、さいたま市スポーツ振興審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（一部改正〔平成22年条例53号〕） 

（任務） 

第２条 審議会は、法第31条及び第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて本市

のスポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し

て市長に建議する。 

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。 

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。 

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。 

(4) スポーツの団体の育成に関すること。 

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。 

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。 

（一部改正〔平成22年条例10号・23年53号〕） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、

審議会に臨時委員を置くことができる。 

（委員） 

第４条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係団体の代表者 
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(3) 公募による市民 

２ 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。 

（一部改正〔平成22年条例10号・23年53号・29年31号〕） 

（任期） 

第５条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は、前項の規定にかかわらず、特別の事項に関する調査審議が終了する

までとする。 

３ 審議会の委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、スポーツ文化局において処理する。 

（一部改正〔平成22年条例10号・27年１号〕） 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成22年条例10号〕） 

附 則 

この条例は、平成13年５月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月25日条例第10号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（さいたま市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 
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３ この条例の施行の際現に従前のさいたま市スポーツ振興審議会委員である者は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）に、前項の規定による改正後のさいたま市スポ

ーツ振興審議会条例第４条第１項の規定により委員として任命されたものとみなす。この

場合において、その委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第５条第

１項の規定にかかわらず、平成23年７月27日までとする。 

附 則（平成23年12月27日条例第53号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月12日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日条例第31号） 

この条例は、平成29年７月28日から施行する。 
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○さいたま市スポーツ振興まちづくり条例 

平成22年3月25日 

条例第14号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、スポーツ振興まちづくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民等、

スポーツ関連団体及び事業者の役割を明らかにすることにより、スポーツ振興まちづく

りに関する施策を推進し、もって、市民等の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の

形成及び活力ある市の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) スポーツ  

運動競技その他の身体運動であって、心身の健全な発達に寄与するものをいう。 

(2) 生涯スポーツ 

体力、年齢、技術等に応じて、生涯にわたって継続的にスポーツをすることをいう。 

(3) スポーツ振興まちづくり 

広範な分野において、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び行政が連携することに

より、生涯スポーツを振興し、健康で活力ある地域社会を形成することをいう。 

(4) スポーツ関連活動  

スポーツをすること、見ること若しくは学ぶこと又はこれらを支えることをいう。 

(5) スポーツ施設  

一般の利用に供することを目的に設置された体育館、運動場その他のスポーツをす

るための施設(設備を含む。)をいう。 

(6) スポーツ財産  

スポーツ関連活動を行う者、スポーツ施設その他スポーツ振興まちづくりの推進に

寄与する財産をいう。 

(7) 市民等  

市内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は本市が推進するスポーツ振

興まちづくりに賛同し、協力する個人をいう。 

(8) スポーツ関連団体  

市内においてスポーツ関連活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除

く。)をいう。 

(9) 事業者  

市内において事業活動を行うすべての者(スポーツ関連団体を除く。)をいう。 
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（基本理念） 

第３条 スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、本市におけるスポーツの振興のみ

ならず、市民等が愛着と誇りをもつことができる個性的で活力ある地域社会の形成が図

られなければならない。 

２ スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、スポーツに対する理解及び関心を深め

るとともに、健康の保持及び増進に関する知識の向上が図られなければならない。 

３ スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、スポーツ財産の活用を促進するととも

に、地域、職場その他の場において、市民等の自主性に配慮した環境の整備が図られなけ

ればならない。 

４ スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、市、市民等、スポーツ関連団体及び事業

者がそれぞれの責務又は役割を理解し、相互の信頼のもとに連携及び協力が図られなけ

ればならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、基本理念にのっとり、スポーツ振興まちづ

くりを総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

２ 市は、市民等及びスポーツ関連団体が行うスポーツ関連活動に関する環境を整備しな

ければならない。 

３ 市は、生涯スポーツが促進されるよう、スポーツ関連団体と協力してその機会を提供す

るとともに、スポーツ関連活動に関する情報を提供しなければならない。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、自らがスポーツ関連活動の担い手であることを理解し、相互に尊重し、

自主的な活動を通じて、自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、スポーツ振興まち

づくりに関する施策に協力する役割を担うものとする。 

（スポーツ関連団体の役割） 

第６条 スポーツ関連団体は、地域社会の一員として、自主的なスポーツ関連活動を通じて、

スポーツ振興まちづくりに関する施策に協力する役割を担うものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、スポーツ関連活動を行いやすい職場環境の整備に努めるとともに、スポ

ーツ振興まちづくりに関する施策に協力する役割 を担うものとする。 

（スポーツ振興まちづくりに関する計画） 

第８条 市は、スポーツ振興まちづくりの具体的な施策について、総合的な推進を図るため

の基本的な計画を定めるものとする。 

２ 市は、前項の計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

（市のスポーツ施設の整備等） 

第９条 市は、スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、本市のスポーツ施設を整備す

るため、必要な措置を講じなければならない。 
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２ 市は、本市のスポーツ施設の整備について、効果的及び効率的な推進を図るための指針

を定めるものとする。 

（スポーツ財産の活用） 

第１０条 市は、スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、スポーツ財産について、効

果的及び効率的な活用を図らなければならない。 

２ 市は、前項の活用に当たっては、スポーツ関連活動において高度な競技技術又は指導力

を有する市民等又はスポーツ関連団体に属する者の理解及び協力を得て、その者が有す

る高度な競技技術又は指導力の活用に努めるものとする。 

３ 市は、第 1項の活用に当たっては、市民等、スポーツ関連団体、事業者又は他の地方公

共団体若しくは国が所有し、又は管理する市内に存するスポーツ施設について、これらの

者の理解及び協力を得て、その活用に努めるものとする。 

（推進組織） 

第１１条 市は、スポーツ振興まちづくりを推進するための総合的な取組について、市、市

民等、スポーツ関連団体及び事業者が意見を交換し、相互に協力し、及び推進するための

組織を設置するものとする。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 

 



 

 

 

 

さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 
平成３０年度進捗状況等について 

（報告） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月 

さいたま市スポーツ文化局スポーツ部 

スポーツ政策室 
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１ はじめに 

 

 本市は、平成２３年のスポーツ基本法施行に先行し、平成２２年に制定し

た「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」に基づき、スポーツとまちづ

くりの広範な分野において、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び行政が

連携を図るための方向性を定めるものとして、平成２３年７月に「さいたま

市スポーツ振興まちづくり計画」を策定しました。また、計画から５年が経

過し、それまでの計画の進捗状況や社会情勢、国の動向等に対応するため、

平成２８年３月に計画の改訂を行いました。改訂した計画の期間は、平成２

８年４月から平成３３年３月までの５年間です。本報告書は、計画に基づく

施策・事業の進捗状況を把握し、計画全体の進行管理を行い、次期計画の策

定に生かすため、平成３０年度に実施した各施策・事業を施策体系別にまと

めたものです。 
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２　施策体系
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３ 各施策の状況 

（１）教育分野の連携施策について 

  教育分野においては、①子どもたちのスポーツ振興、②スポーツをする空間

の整備・向上、の２つの基本施策のもと、１３事業が行われている。 
  基本施策のうち、①子どもたちのスポーツ振興については、スポーツ文化局

や各区役所（コミュニティ課）、教育委員会等において、子どもたちを対象とし

たスポーツ教室、スポーツイベント支援等を行うものとして８事業が実施され

ている。 
主な事業としては、児童・生徒の体力向上を目指すため、希望する幼稚園や

保育園、小学校に対し、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディージャといっ

たプロサッカーチームの協力を得て、指導者の派遣を行う事業が実施されてお

り、児童・生徒の参加人数は約１５，８００人となっている（施策集Ｐ２・Ｎｏ

２参照）。同様にサッカーの盛んなまちの特性を生かし、プロサッカーチームの

協力を得て、主に小学生を対象としたサッカー教室を実施し、参加人数は約７

５０人となっている（施策集Ｐ３・Ｎｏ８参照）。また、スポーツや海外での生

活体験等による交流を通して、市民レベルでの姉妹・友好都市をはじめとする

海外都市との友好親善を図るため、サッカーや野球などのスポーツ少年団が交

流する相互派遣事業が行われており、メキシコ・トルーカ市へサッカー少年団

から１２名、アメリカ・リッチモンド市へ野球少年団から３６名、計４８名の

派遣、受入を行った（施策集Ｐ２・Ｎｏ５参照）。 
  次に、基本施策のうち、②スポーツをする空間の整備・向上については、ス

ポーツ文化局や教育委員会、都市局等において、全ての市民が、いつでも、ど

こでも、いつまでも、スポーツを楽しむことができる空間の整備・向上を図る

ものとして、５事業が実施されている。 
主な事業としては、幅広い世代にスポーツ活動の場を提供するため、小・中

学校の夜間照明の整備・維持を図る取組が実施されており、平成３０年度は、

美園北小学校と美園南中学校の 2 か所の新設校に設置する夜間照明の仕様を検

討し、そのうち平成３１年４月に開校の美園北小学校に夜間照明の整備を実施

した（施策集Ｐ４・Ｎｏ１２参照）。またスポーツを通じた地域住民との交流推

進事業として、市立浦和南高等学校人工芝グラウンドの開放を行い、約３，３

００人の参加があった（施策集Ｐ４・Ｎｏ１３参照）。 
 

（２）文化分野の連携施策について 

  文化分野においては、①さいたまスポーツ文化の創出・醸成、②スポーツと

文化・芸術の連携、の２つの基本施策のもと、１５事業が行われている。 
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  基本施策のうち、①さいたまスポーツ文化の創出・醸成については、スポー

ツ文化局や都市戦略本部、都市局において、スポーツが市民生活に根付く取組

を推進し、本市独自のスポーツ文化を育むことを目的として、１３事業が行わ

れている。 
主な事業としては、サッカーを核としたスポーツのまちづくり推進事業が行

われており、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディージャのレリーフ設置事

業を実施したほか、高校選抜サッカー選手団の海外派遣事業では５２名の中か

ら選抜された１８名をドイツへ派遣、女子中学生のサッカー大会「H30 
SAITAMA GIRLS MATCH」においては、１２チーム、４７１人が参加して実

施された（施策集Ｐ７・Ｎｏ１７参照）。また、東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けた開催支援事業として、市民、事業者等と共に全

市を挙げての協力体制を構築するため、「おもてなしアクションプラン」推進の

ためのアクションサポート会議の開催や「東京2020ボランティア推進事業」と

して、ボランティア連絡協議会の実施や催事出展、出前講座等を通じ、多くの

市民参加を促す周知活動を行った（施策集Ｐ８・Ｎｏ２３参照）。さらには、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた国際スポーツ交流

の推進として、さいたまスポーツフェスティバル２０１８を開催し、オリンピ

ック・パラリンピック競技を中心としたキッズ向け体験アトラクションやスポ

ーツ大会等の実施、関連大会等の展示を実施し、２３，５００人の来場があっ

た（施策集Ｐ９・Ｎｏ２５参照）。 
  次に、基本施策のうち、②スポーツと文化・芸術の連携については、スポー

ツ文化局及び都市局において、様々なスポーツ活動と文化・芸術を連携させ、

相互発展を目指すものとして２事業が行われている。 
主な事業としては、浦和レッドダイヤモンズとの連携により、ホームゲーム

開催時に、スタジアム敷地内にて市内の学生や市民団体等による音楽コンサー

ト「浦和レッズハートフルコンサート」事業を実施しており、全９回実施した

（施策集 P１０・Ｎｏ２８参照）。 
 

（３）環境分野の連携施策について 

  環境分野においては、①環境にやさしいスポーツの場の整備、②スポーツを

通じた環境意識の啓発、の２つの基本施策のもと、４事業が行われている。 
  基本施策のうち、①環境にやさしいスポーツの場の整備については、スポー

ツ文化局や都市局、建設局等において、環境に配慮したスポーツ関連施設の整

備を推進するものとして、３事業が実施されている。 
主な事業としては、身近な緑を増やすことを目的として、グラウンドの芝生

化推進事業が実施されている。平成３０年度において、市内４か所の新設公園

で芝生化が実施されたほか、既に芝生化されている公園、市内小中学校の校庭
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及び公立保育園の園庭における芝生の維持管理業務が行われている（施策集Ｐ

１２・Ｎｏ３０参照）。また、安全・安心に配慮した道路の整備を図るとともに、

ウォーキング・サイクリングを促進させるため、平成３０年度には、「さいたま

市自転車ネットワーク整備計画」に基づき、東浦和駅の周辺ネットワーク路線

約１１kmにおいて自動車通行環境が整備され、累計９３kmとなっている（施策

集Ｐ１２・Ｎｏ３１参照）。 
  次に、基本施策のうち、②スポーツを通じた環境意識の啓発については、環

境局及び都市局において、１事業が実施されている。 
  事業としては、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディージャのＪリーグホ

ームゲームの際に、スタジアム内の大型映像装置において、スタジアム観戦者

に向けて、節電・省エネルギーの啓発、さいたま市ごみゼロキャンペーン市民

清掃活動の呼び掛け、コミュニティサイクルポートＰＲ等の周知活動等が行わ

れた（施策集Ｐ１３・Ｎｏ３２参照）。 
 

（４）経済・観光分野の連携施策について 

  経済・観光分野においては、①大規模イベントの実施・支援、②地域経済や

市内観光とスポーツの連携、の２つの基本施策のもと、９事業が行われている。 
  基本施策のうち、①大規模イベントの実施・支援については、スポーツ文化

局において、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ、

多くの人が集まる大規模なイベントの実施・支援を行うものとして５事業が行

われている。 
  主な事業としては、国内外から注目される大規模スポーツイベントの開催に

より、「スポーツのまち さいたま」の魅力を広く発信するとともに、付帯イベ

ント等の開催により、まちの賑わいを創出するため、「ツール・ド・フランスさ

いたまクリテリウム」及び「さいたま国際マラソン」等の大型のスポーツイベ

ントが開催されている（施策集Ｐ１５・Ｎｏ３３，Ｐ１６・Ｎｏ３７参照）。ま

た、スポーツによる地域経済の活性化、国際文化交流の促進を目指し、国際ス

ポーツ大会や大規模大会の招致、市民参加型のスポーツイベント開催を促進す

るため、「さいたまスポーツコミッション」の法人化に向けた準備、手続等を行

い、平成３０年１２月に一般社団法人化した。（施策集Ｐ１５・Ｎｏ３４参照）。 
  次に、基本施策のうち、②地域経済や市内観光とスポーツの連携については、

スポーツ文化局及び経済局において、スポーツに関する活動と地域経済（商店

街、事業者等）や市内の観光活動との連携を推進するものとして４事業が行わ

れている。 
  主な事業としては、スポーツイベントと地域消費の連携・強化を目的として、

見沼田んぼ周辺を歩くウォーキングイベント「さいたマーチ ～見沼ツーデーウ

オーク～」とさいたま市の「食」のイベント「さいたまるしぇ」が同日開催さ
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れ、平成３０年度の参加者はそれぞれ８，６５９人（さいたマーチ参加者）と

約１２，４００人（さいたまるしぇ来場者）となっているほか、スポーツイベ

ント主催者や地元商店街等が連携し、スポーツ観戦前後に飲食、買物、観光な

どの消費活動が円滑に行えるような企画・支援等として、浦和レッドダイヤモ

ンズ、大宮アルディージャ等と協力し、浦和駅、大宮駅周辺の商業活性化事業

の実施や大宮アルディージャホームゲームや都市対抗野球大会、ラグビーワー

ルドカップイベントを活用した本市のイベント・観光ＰＲブースの出展が行わ

れている（施策集Ｐ１７・Ｎｏ３９参照）。また、MICE 施策と連携して、スポ

ーツ競技大会・イベントのほか、スポーツカンファレンス・会議等の誘致・開

催などのコンベンションの推進及びこれらを通じた積極的なシティセールスの

推進として、「スポーツツーリズム・コンベンション in さいたま」が実施され、

２７９名の参加があった（施策集Ｐ１８・Ｎｏ４０参照）。 
 

（５）健康・福祉分野の連携施策について 

  健康・福祉分野においては、①健康増進につながるスポーツの振興、②障害

者スポーツ等の振興、③スポーツをする空間の整備・向上の３つの基本施策の

もと、４１事業が行われている。 
  基本施策のうち、①健康増進につながるスポーツの振興については、保健福

祉局やスポーツ文化局、各区役所（コミュニティ課、保健センター）等におい

て、世代を問わず日常生活から体を動かすことを啓発し、スポーツに親しむ機

会を増やし、心と身体づくりを推進するため、２７事業が実施されている。 
  主な事業としては、だれもが気軽に楽しめるウォーキングを促進するため、

健康増進ガイドブックやウォーキングマップの配布によりウォーキングルート

のＰＲを行ったほか、各区役所主催のウォーキングイベントや講習会を開催し

た（施策集 P２３～２４・Ｎｏ６１参照）。また高齢化・人口減少社会が到来し

ても、市民のだれもが「健幸」で元気に暮らせるまちを実現するため、「歩く」

を基本に「体を動かす、動かしてしまう」まちづくり、「スマートウエルネスさ

いたま」の推進事業が行われており、平成３０年３月に市内企業・団体の健康

づくりの意識醸成を図るために設立された「さいたま健幸ネットワーク」主催

のセミナーの開催や「さいたマーチ」等のイベント時にブースを出展し、健康

づくりに関する普及・啓発活動を実施した（施策集 P２５・Ｎｏ６４参照）。ま

た、その他、健康に関する正しい知識を普及し、生活習慣病の予防、健康の保

持増進を図ることを目的に、運動習慣・生活習慣の改善のきっかけづくり及び

継続化の支援をするため、各区役所保健センター等により、運動イベント等を

実施した（施策集 P２６～２９・Ｎｏ６５参照）。 
次に、基本施策のうち、②障害者スポーツ等の振興については、保健福祉局

において、スポーツを通じた障害者の社会参加及び、障害に対する理解を促進
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するものとして５事業が実施されている。 
主な事業としては、障害のある人がスポーツを通じて心身のリフレッシュを

図るとともに、ボランティアとの交流を深め、障害及び障害者に対する理解と

社会参加の促進を図ることを目的とした「ふれあいスポーツ大会」が平成３０

年９月に岩槻文化公園で開催されており、１，０８５人が参加した（施策集 P３
１・Ｎｏ７０参照）。また、障害者も健常者も共にプレーをするブラインドサッ

カーの国際親善試合である「ノーマライゼーションカップ」が平成３１年２月

にサイデン化学アリーナで開催され、１，０３３人が参加した（施策集 P３１・

Ｎｏ７３参照）。 
次に、基本施策のうち、③スポーツをする空間の整備・向上については、スポ

ーツ文化局や都市局等において、全ての市民が、いつでも、どこでも、いつまで

もスポーツに親しむことのできる空間の整備・向上を図るものとして９事業が

実施されている。 
主な事業としては、健康増進や生きがいづくり推進のため、西区宝来に公認

のグラウンド・ゴルフ場の整備が進められ、平成３０年４月より一般利用が開

始された（施策集 P３３・Ｎｏ８２参照）。 
 

（６）都市計画分野の連携施策について 

  都市計画分野においては、①スポーツ施設の整備、②スポーツと連携したま

ちづくり、の２つの基本施策のもと、８事業が行われている。 
  基本施策のうち、①スポーツ施設の整備については、スポーツ文化局や都市

局等において、多目的広場の設置をはじめとする施設の整備や既存施設の再整

備など、スポーツ施設の整備を推進するものとして６事業が実施されている。 
  主な事業としては、市が所有する未利用地や遊休地等を活用し、気軽に身近

なスポーツを楽しむことができる多目的広場の整備事業が行われており、令和

元年度に整備するための設計作業を実施した。（施策集 P３５・Ｎｏ８５参照）。 
  次に、基本施策のうち、②スポーツと連携したまちづくりについては、都市

局や各区役所（コミュニティ課、地域商工室）等において、道路、緑道等の都

市空間において、スポーツに配慮した空間づくりを検討するものとして、２事

業が実施されている。 
  主な事業としては、地域の活性化や賑わいの創出に寄与するため、「Ｊリー

グ２チームのカラーを活用した景観づくり」が実施されており、クラブに関す

る様々なグッズの区役所内での展示、チームエンブレムをあしらったバナーフ

ラッグの商店街街路灯への掲出等の取組が行われている（施策集 P３６・Ｎｏ

９０参照）。 
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（７）まとめとして 

  平成３０年度における６つの連携分野における施策・事業の実施結果をみる

と、全ての連携分野において、本市をホームタウンとする浦和レッドダイヤモ

ンズ、大宮アルディージャとの連携・協力による取組が実施されている。本市

の地域特性として、１００年を超えるサッカーのまちとしての歴史と、Ｊリー

グの２チームを有していることから、サッカーを核としてスポーツを活用した

まちづくりを推進していくことがスポーツ振興はもとより、他の分野における

施策の推進においても肝要なものとなっている。 
また、本市は自転車を利用しやすい環境にあり、自転車利用の促進がスポー

ツ振興や健康増進、環境や経済・観光の面からも効果的であることから、自転

車レースやサイクルイベントのほか、サイクリング教室の開催、自転車通行環

境の整備等、自転車を活用した多数の施策・事業が実施されている。 
 

（８）新規・追加事業について 

  さいたま市スポーツ振興まちづくり計画に記載されている既存事業のほか、

平成２８年度以降の新規・追加事業については施策集３７ページ以降のとおり

である。 
主なものとしては、プロ・アマスポーツチームとの連携による事業や「健

幸」をキーワードに、スポーツを通しての健康づくりを目的としたもの、本市

の自転車によるまちづくりの特性を活かした事業等がある。 
その他、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 大会の気運醸成を図る

ためのもの、女子スポーツの競技力向上を図り、スポーツのまちづくりを推進

するための事業、スポーツシューレ等施設整備事業等がある。 
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４ 重点施策に関する取組について 

 平成３０年度における個々の施策・事業について、６つの重点施策ごとに実施

結果については、以下のとおりである。 
 

（１）ウォーキング・ランニング・サイクリングなど「スマートウエルネスさいたま」

の推進 

各区役所を中心に、様々なウォーキング・ランニング・サイクリング等の教室

やイベントが開催されている。また「スマートウェルネスさいたま」の推進とし

て平成３０年３月に設立された「さいたま健幸ネットワーク」の主催により、健

康づくりのセミナーなどを積極的に実施していくことで、様々な企業や団体に対

し、情報共有や連携をしながら、健康意識の醸成に取り組まれている。さらに、

さいたま自転車ネットワーク整備計画に基づき自転車通行環境の整備も進められ

ている。 

  

（２）スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営に関する指針の策定・推進 

平成２９年３月に策定された「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する

指針」により示された「地域のスポーツ環境の整備」と「新たな交流を創出する

スポーツ拠点の整備」という方向性の具体化に向け、「さいたま市スポーツ施設

の整備・運営に関する指針推進会議」を開催し、スポーツで使用できる施設の設

備・運営・運用ルール等の点検、スポーツ施設の利用方法（利用料金や利用時間

等）や設備の改修、また未利用地の活用や国際的な視野も踏まえた拠点施設整備

についての検討が進められた。 

 

（３）地域のニーズに対応した総合型地域スポーツクラブの活動の推進・支援 

市内の総合型地域スポーツクラブのＰＲを中心に活動の推進・支援を行い、既

存の市民向けリーフレットを内容修正のうえ４，０００枚作成し、各市内公共施

設、学校等（３３９か所）へ配布したほか、さいたまスーパーアリーナで開催さ

れた「さいたま SPORTS Festival 2018」内におけるスポーツ体験イベントへの

出展場所の提供を行った。また、各クラブから選出された委員等で構成された

「さいたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員会」を年 2 回開催し、各クラ

ブの状況、研修会や講座等の情報交換を行った。 
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（４）スポーツコミッションやスポーツボランティアを活用したスポーツイベン

ト支援 

さいたまスポーツコミッションにおける各種スポーツ大会やスポーツイベント

の誘致・開催支援のほか、さいたまスポーツコミッションの更なる活動の充実・

体制の強化を図るため、平成３０年１２月に一般社団法人化し、民間力を活用し

た新たな組織として動き始めた。また、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディ

ージャとの連携により２０１８年９月２４日に NACK5 スタジアム大宮にて

「さいたまサッカーフェスタ２０１８」を開催し、５，１７７人の観客を集め、

サッカーのまち さいたまを広くＰＲした。 

 

（５）発信力のある大規模スポーツイベントの開催 

本市が誇る大規模スポーツイベント「ツール・ド・フランスさいたまクリテリ

ウム」や「さいたま国際マラソン」の継続開催のほか、市民参加型の付帯イベン

ト「サイクルフェスタ」や「駒場ファンラン」、食・グルメをテーマにした「さ

いたまるしぇ」や「うまいもの市場」の同日開催により本市の魅力のＰＲや情報

発信を行った。また、本市がサッカーのまちであるとともにノーマライゼーショ

ンのまちを目指していることから、ブラインドサッカーの国際親善試合「ノーマ

ライゼーションカップ」を開催しており、平成３０年度は「サイデン化学アリー

ナ」で日本代表対ＩＢＳＡ世界選抜の試合を開催したほか、ブラインドサッカー

教室やボッチャの体験会、チアダンス、マーチングバンド、各種ブースなど、

様々なイベントを実施し、１，０３３名の参加があった。 

 

（６）「さいたま市国際スポーツタウン構想」の推進 

世界が認める「日本一のスポーツ先進都市」の実現を目標に、「国際スポーツ

タウン構想」の推進をするため、主要施策である「さいたまスポーツシューレ」

について賛同をいただいた企業等と連携協定を締結した。市内に集積するスポー

ツ施設群を中心に、市内の宿泊、飲食、研修施設等のネットワーク化により、ス

ポーツを「する場」「学ぶ場」を確保するとともに、企業、大学、各団体が持つ

最新の知見や技術を活用した実証実験等により、スポーツ産業の成長の場として

展開することで、民間の力を最大限活用した取り組みを実施していくこととなっ

た。 
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

1 「子どものための体力向上サ
ポートプラン」

運動やスポーツに対する意欲や
身体能力の一層の向上を図り、
運動習慣を確立することにより、
子どもたちの体力向上を目指す
「子どものための体力向上サ
ポートプラン」を推進します。

教育委員会
学校教育部

指導１課

①　市立小・中・高等学校体育主任研修会の実施　平成30年４月２7日　164名参
加
市立小・中・高等学校体力向上推進委員会主任研修会の実施　平成30年１1月
9日実施　164名参加
②　「平成30年度さいたま市の学校体育」の作成・配付　　市立小・中・高等学校
に配付
③　新体力テスト結果の分析と集計 平成30年６月～７月に実施　市立小・中・高
等学校が実施
④　体力アップキャンペーンカードの作成・掲載
⑤　重点事業①～③の取組の推進　取組実績はH29より向上。
①、②は小・中学校対象。③は小学校対象。

2 「希望する学校へのプロサッ
カーチームの指導者派遣」

児童・生徒の体力向上を目指す
ため、希望する学校へのプロ
サッカーチームの指導者派遣を
産学連携により支援します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

浦和レッズハートフルクリニック 小学校授業サポートの開催援助
・開催回数　128回
・対象　　　　小学６年生
・参加人数　約8,589人
・会場　　　　市内小学校
大宮アルディージャスクールキャラバン活動の開催援助
・対象　　　　幼稚園・保育園・小学生
・参加人数　約7,200人
・会場　　　　学校の校庭等

3 「必要種目・人数に応じた学校
運動部活動指導員派遣」

必要種目や人数に応じて、中・
高等学校へ学校運動部活動指
導員を派遣します。

教育委員会
学校教育部

指導１課

平成30年度から名称を部活動サポーターに変更し、中学校運動部に143名、高
等学校運動部活動に14名、合計157名の部活動サポーターを市立中学校55
校、市立高等学校4校に派遣

4 「中学校公式大会への救急法
指導員派遣」

必要種目や人数に応じて、中学
校公式大会へ救急法指導員を
派遣します。

教育委員会
学校教育部

指導１課

中学校の通信陸上大会、学校総合体育大会、新人体育大会において、述べ30
名の救急法指導員に救護を依頼した。
種目は、陸上、相撲、水泳、サッカー。

5 「海外の姉妹友好都市などとの
スポーツ少年団の相互派遣」

スポーツや海外での生活体験な
どによる交流を通して、市民レベ
ルでの姉妹友好都市をはじめと
する海外都市との友好親善を図
るため、サッカーや野球などのス
ポーツ少年団が交流する相互派
遣事業を行います。

経済局
商工観光部
観光国際課

スポーツ少年団派遣受入
　　姉妹・友好都市よりサッカー及び野球少年団を派遣し、スポーツによる交流や
市内視察、ホームステイを通じ、さいたま市をＰＲするとともに、市民レベルの都市
間交流を促進した。
① トルーカ市
　　　ア　日程　　平成30年７月31日～8月7日
　　　イ　人数　　12人
　　　ウ　内容　　サッカー親善試合等による交流
                       トルーカ市表敬訪問
                       ホームステイによる文化習慣の体験　他

② リッチモンド市
　　　ア　日程　　平成30年8月3日～8月10日
　　　イ　人数　　36人
　　　ウ　内容　　野球親善試合等による交流
                       リッチモンド市表敬訪問
                       ホームステイによる文化習慣の体験　他

6 「スポーツと食育の連携」

日常生活をより健康的に送り、ス
ポーツを活発に行うためにも食
育を推進します。

保健福祉局
保健部

健康増進課

・市の食育ポータルサイト「さいたま市食育なび」による情報発信（随時）
・食育月間（6月）等において、平成30年度の重点目標「三食しっかり食べる」を
中心に、食育の普及啓発に取り組んだ。
・朝ごはんを食べよう強化月間（10月）等において、朝食摂取に関する啓発を
行った。

◎連携分野（教育）　基本施策①子どもたちのスポーツ振興
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

7 「将来世界で活躍するチーム、
アスリート等の発掘支援」

市民のスポーツ振興をベース
に、世界で活躍する可能性のあ
るチーム、アスリート等の発掘の
支援に努めます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

（公財）埼玉県体育協会が主催する「埼玉県ジュニアアスリート（彩の国プラチナ
キッズ）発掘育成事業」に対し、さいたま市スポーツ推進員が選考会の測定員と
して協力した。
平成30年5月27日

浦和区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：①『第８回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』②『第９回めざ
せ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
・開催日：　①平成30年8月9日（木）②平成30年12月15日（土）
・会場：　浦和駒場スタジアム
・参加者数：①台風のため中止　②95名
・浦和レッドダイヤモンズ協力のもと開催。

西区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：西区少年少女サッカー教室事業
・開催日：平成30年9月２９日（土）
・会場：西大宮サッカー場
・参加者数：７９名
・青少年の健全育成の場を提供するため、西大宮サッカー場にてサッカー教室
を実施した。

北区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：北区少年少女サッカー教室
・開催日：平成30年9月16日（日）
・会場：さいたま市立大砂土小学校グラウンド
・参加者数：95名
・大宮アルディージャU-12コーチの指導のもと、子どもを対象としたサッカー教室
を開催した。

・事業名：北区親子サッカー教室
・開催日：平成30年9月16日（日）
・会場：さいたま市立大砂土小学校グラウンド
・参加者：138名
・大宮アルディージャU-12コーチの指導のもと、親子を対象としたサッカー教室
を開催した。

大宮区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：少年少女サッカー教室
・開催日：平成30年９月２日（日）
・会場：NACK5スタジアム大宮
・参加者数：102名
・大宮アルディージャの協力のもと実施。

見沼区
区民生活部

コミュニティ課

事業名：見沼区少年少女サッカー教室
実施日時：平成30年11月23日（金・祝）
                 13時30分～15時（受付13時から）
参加人数：114人（申込160人）

さいたま市総合振興計画に基づくサッカーのまちづくりの推進に資するため、
サッカーの基本的な技術の向上を図りつつ、地域への愛着を持たせるとともに、
スポーツを通した参加者間の交流促進を図った。

岩槻区
区民生活部

コミュニティ課

・実施時期：平成30年6月24日(日)
・実施場所：岩槻文化公園　体育館
・対象：岩槻区内在住・在学の小学生
・定員：150人
・応募者数：154人
・参加者数：126人

8 「少年少女サッカー教室の開
催」

サッカーの盛んなまちの特性を
生かし、本市をホームタウンとす
るＪリーグクラブの協力により、小
学生等を対象にサッカー教室を
開催し、併せてサッカーを通じた
青少年の健全育成と基本的な
技術の向上等を図ります。
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◎連携分野（教育）　基本施策②スポーツをする空間の整備・向上

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

都市局
都市計画部
都市公園課

新設公園において、芝生化を実施
・（仮称）大門上・下野田１号公園
・（仮称）蓮沼下２号公園
・まほら公園
・さいたま新都心公園

子ども未来局
幼児未来部

保育課

保育園における芝生の維持管理を実施した。

教育委員会
管理部

学校施設課

H30年度芝生維持管理業務（刈込・除草・目土・補植・施肥・巡視・エアレーショ
ン等）実施校
神田小・谷田小・三室小・岸町小・蓮沼小・大宮南小・桜木小・本太小・沼影小・
美園小・城北小・日進北小・与野西北小・見沼小・大宮西中・宮前中・与野南中・
慈恩寺中・田島中・さくら草特別支援学校

10 「幼児の安全・安心な運動機会
の増加促進」

小学生以下の小さな子どもたち
が安全な環境のもと、保護者とと
もに安心して楽しく元気にからだ
を動かせる機会の増加に努めま
す。

子ども未来局
幼児未来部

保育課

地域の親子に、子育て家庭の支援として、公立保育園５６園（支援センター実施
園４園、大東保育園を除く）で、各保育園、年8～１1回の園庭解放（なかよしひろ
ば）を実施した。

11 「放課後チャレンジスクールの
推進」

子どもの居場所づくりのために、
放課後チャレンジスクールを推
進します。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習振興課

・事業名：チャレンジスクール推進事業
・開催日：チャレンジスクールによる
・会場：チャレンジスクールによる
・延べ参加者数：120,500名
・すべての市立小学校において、実施計画に基づいた計画的なチャレンジス
クールを実施した。

12 「小・中学校における夜間照明
の整備」

幅広い世代にスポーツ活動の場
を提供するため、小・中学校へ
の夜間照明の整備を図ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・新設校（美園北小学校、美園南中学校）に設置する夜間照明の仕様を検討し、
そのうち平成31年４月に開校する美園北小学校に夜間照明を整備した。

13 「スポーツを通じた地域住民との
交流推進」

「市立高等学校『特色ある学校
づくり』計画」に基づき、浦和南
高等学校は「地域連携型高等学
校の取組」として、スポーツを通
して地域住民との交流を推進し
ます。

教育委員会
学校教育部
高校教育課

・市立浦和南高等学校人工芝維持管理業務の実施
・地域連携事業に伴う人工芝グランドの開放
　※開放回数：79回
　※貸出先：高校OBサッカーチーム、各中学校、
　　（公財）埼玉県サッカー協会技術委員会、
　　埼玉県中学校体育連盟、地域ソフトテニスクラブ等
　※内容：高校OBサッカー試合、中学校サッカー部合同練習、
　県内中学生サッカー選手育成強化トレーニング、ソフトテニス練習等
　※参加人数：3,293人

9 「グラウンドの芝生化推進」

身近な緑を増やすため、公園の
芝生化を引き続き推進します。
また、芝生化した学校や公立保
育園の芝生の管理にあたって
は、市民との協働や民間企業か
らの技術支援など、地域社会と
の連携による維持管理を行いま
す。
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◎連携分野（文化）　基本施策①さいたまスポーツ文化の創出・醸成

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

14
再掲

「海外の姉妹友好都市などとの
スポーツ少年団の相互派遣」

スポーツや海外での生活体験な
どによる交流を通して、市民レベ
ルでの姉妹友好都市をはじめと
する海外都市との友好親善を図
るため、サッカーや野球などのス
ポーツ少年団が交流する相互派
遣事業を行います。

経済局
商工観光部
観光国際課

■スポーツ少年団派遣受入
　　姉妹・友好都市よりサッカー及び野球少年団を派遣し、スポーツによる交流や
市内視察、ホームステイを通じ、さいたま市をＰＲするとともに、市民レベルの都市
間交流を促進しました。
① トルーカ市
　　　ア　日程　　平成30年７月31日～8月7日
　　　イ　人数　　12人
　　　ウ　内容　　サッカー親善試合等による交流
                       トルーカ市表敬訪問
                       ホームステイによる文化習慣の体験　他

② リッチモンド市
　　　ア　日程　　平成30年8月3日～8月10日
　　　イ　人数　　36人
　　　ウ　内容　　野球親善試合等による交流
                       リッチモンド市表敬訪問
                       ホームステイによる文化習慣の体験　他

15 「地域のニーズに対応した総合
型地域スポーツクラブの活動な
どの推進・支援」

市民の多様化するスポーズニー
ズ、地域のスポーツ環境に応じ
て、持続的な活動事業展開が可
能となるような運営・事業支援を
行います。その活動の支援にあ
たっては、企業、大学・小中高等
学校、スポーツ団体、NPO法人
等との連携、指導者やトップアス
リート等の人材活用や情報発信
の強化を進めます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

市内総合型地域スポーツクラブのＰＲ支援を中心に推進した。
・既存の市民向けリーフレットを内容修正のうえ4,000枚作成し、市内各公共施
設、学校等（339か所）に配布した。
・総合型クラブの会員募集について、Twitterを活用して周知した。
・市内各公民館に各総合型クラブのプログラム一覧を提供した。
・さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2018」内
に、スポーツ体験イベントへの出展場所を確保し、提供した。
・各クラブから選出された委員等で構成された「さいたま市総合型地域スポーツク
ラブ推進委員会」を年2回開催し、各クラブの状況、研修会や講座などの情報提
供を行った。

16 「さいたま国際マラソンの実施」

市民マラソンにより健康増進を
図るとともに、世界トップレベル
の選手の走りを体感することで、
市民のスポーツに対する意欲、
関心を高め「スポーツのまち　さ
いたま」を国内外に発信すること
を目的に、市民マラソン・国際女
子マラソンを同時開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツイベント課

・開催日：平成30年12月8日（土）、9日（日）
・会場：8日（土）駒場運動公園
　　　　　9日（日）さいたまスーパーアリーナ
・部門：代表チャレンジャーの部、フルマラソン一般の部、
           フルマラソン女子ビギナーの部、8kmの部、車いすの部（1km)、
           親子ランの部（1.5km）、1.5kmの部、2時間チームランの部
・参加申込者数：20,960名
・出走者数：18,286名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

資料２

6



No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

17 「サッカーを核としたスポーツの
まちづくりの推進」

サッカーを核としたまちづくりを
推進するため、さいたま市サッ
カーのまちづくり推進協議会が
主体となり実施するイベント等を
通じて、「する」「みる」「まなぶ」
「ささえる」といった様々な側面か
らサッカーにかかわる市民を応
援します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・事業名：浦和レッズレリーフ【路面盤】設置事業
・開催日：平成31年3月2日
・会場：伊勢丹浦和店前
・観客：オープニングセレモニーの際にクリアファイル1,000枚を配布

・事業名：大宮アルディージャレリーフ【路面盤】設置事業
・開催日：平成31年2月24日
・会場：髙島屋大宮店前
・観客：オープニングセレモニーの際にクリアファイル1,000枚を配布。

・事業名：高校選抜サッカー選手団海外派遣事業
・派遣期間：平成30年7月24日～7月31日
・派遣先：ドイツ
・参加者数：52人の中からセレクションで選抜された18名

・事業名：女子中学生サッカー大会
「H30 SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成30年7月31日（火）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：12チーム　471人

18 「さいたまスポーツコミッション等
の拡充・強化」

スポーツによる地域経済の活性
化、国際文化交流や市民交流
の促進を目指し、国際スポーツ
大会や大規模大会の招致、市
民参加型のスポーツイベントの
開催を促進するため、「さいたま
スポーツコミッション」（SSC）の拡
充強化を図ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

・効果的な誘致戦略の確立や持続可能な事業モデルの構築といった課題に対
応するため、現状分析や中長期ビジョンを描き、更なる機能と体制強化に向けた
事業戦略、組織体制のあり方等を検討した。
・「さいたまスポーツコミッション」の法人化

19 「さいたまシティカップの開催」

海外の強豪クラブチームの招へ
いに努め、本市のイメージ向上
や市民に夢や感動を与えるサッ
カー国際親善試合を実施しま
す。
また、試合に併せて、市民、特に
青少年に一流のサッカーに親し
む機会を提供し、スポーツへの
意欲を高める付帯イベント等を
開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

実施なし

20 「女子サッカーの聖地」化の推
進」

FIFAやJFA主催の大会招致を
はじめ、日本女子サッカーリーグ
主催によるなでしこリーグを引き
続き開催するほか、女子中学生
サッカー大会を定期的に開催す
るなど、観戦と実践の場を提供
することにより、女子サッカー競
技人口の拡大を図るとともに、女
子サッカークラブチームとの連携
によるイベント等の企画・開催を
通じて「女子サッカーの聖地」と
なることを目指します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課
・事業名：女子中学生サッカー大会
「H30 SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成30年7月31日（火）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：12チーム　471人
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

21 「プロ・トップスポーツチームなど
との連携強化」

県内のトップスポーツチームが
参画する「プライムドリームス埼
玉」の活動や、市内のトップチー
ム・選手・コーチ及びOB・OG等
の連携によって、ジュニア世代
のスポーツへの関心を高めるとと
もに、トップレベルの指導を受け
ることのできるスポーツイベント
やクリニックを開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

・プライドリームス埼玉　親子スポーツクリニックを平成30年7月31日（火）にレッズ
ランドにて開催を予定していたが、兼ねてからの猛暑により、熱中症等の事故発
生の可能性を考慮し、中止となった。

・事業名：プライドリームス埼玉　トークフェスティバル2018
・開催日：平成30年12月11日（火）
・会場：三芳町文化会館 コピスみよし
・参加者数：120名

22 「「さいたま市国際スポーツタウ
ン構想」の推進」

「日本一のスポーツ先進都市　さ
いたま」の実現を目標に「国際ス
ポーツタウン構想」を推進しま
す。この中で、本市のスポーツの
拠点施設となる「（仮称）さいたま
スポーツシューレ」の整備促進を
図ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

さいたまスポーツシューレ開設
スポーツ施設事業者・輸送・宿泊・飲食の事業者等とのネットワーク型スポーツ
シューレ連携協定締結とともに（仮称）さいたまスポーツシューレ開設します。平
成31年3月19日に地元スポーツ団体、地元企業、ICT企業、大学と連携協定を締
結した。

23 「2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の円滑な開催
への支援」

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け、本市で
実施される競技が円滑に行われ
るよう、市民・事業者等と共に全
市を挙げての協力体制を構築
するとともに、大会の成功に努め
ます。

都市戦略本部
オリンピック・パラリ

ンピック部

　平成28年度に策定した「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向
けたおもてなしアクションプランVer.2017」を推進するため同プランに掲げる取組
案の具体的実施に向けた検討を行うことを目的とする「さいたま市アクションサ
ポート会議」を7月、11月、1月に開催し、民間事業者等よりおもてなしアクション
プランに関連する取組案を発表していただき、有識者からの講評や助言、庁内
外関係者からの情報提供、意見交換や連絡調整等を行うことで、取組案の推進
につなげた。
　また東京2020大会では、大会運営や観光客のおもてなしのため、多くのボラン
ティアが必要となることから、その準備のため、既に市内で地域活動や観光客等
へのおもてなしに携わっていただいているボランティア関係団体と、行政の関係
所管部局で構成する「さいたま市ボランティア連絡協議会」を7月及び1月に開催
した。
　同協議会では、「埼玉県の都市ボランティア」の募集に関する情報発信や、大
会期間、同協議会に加盟する団体を中心として観光案内や環境美化活動などを
行う本市独自ボランティア（名称「さいたマイスター2020」）の取組内容の検討を
行い、「さいたま市独自ボランティア取組方針」を策定した。

24 「発信力のある大規模スポーツ
イベントの開催」

ツール・ド・フランスさいたまクリ
テリウムやさいたま国際マラソン
等のような国内外から注目される
大規模スポーツイベントの開催
を図り、「スポーツのまち　さいた
ま」の魅力を広く発信します。ま
た、これらの大規模スポーツイベ
ントに併せ、グルメや文化活動、
国際交流等の付帯イベントを企
画・開催し、賑わいを創出しま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツイベント課

・開催日：平成30年11月4日（日）
・会場：さいたま新都心駅周辺
・種目：チーム・個人タイムトライアルレース（約2.5km×1周）
　　　　 スプリントレース（約3km×1周）
           クリテリウムメインレース（約3km×19周=約57.0km）
・参加選手：海外招聘選手26名、国内選手27名、女子選手・男子ジュニア選手7
名、パラサイクリング選手7名、アマチュア選手3名
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

25 「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国際
スポーツ交流の推進」

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けて、参加
出場国の大会事前キャンプの誘
致を推進していくとともに、オリン
ピック・パラリンピック競技等の体
験を通じて、オリンピアン・パラリ
ンピアンとコミュニケーションを図
るイベント等を実施するなどし
て、スポーツ交流の推進を図りま
す。

都市戦略本部
オリンピック・パラリ

ンピック部

・開催日：平成30年5月12日（土）～5月13日（日）
・会場：さいたまスーパーアリーナ　コミュニティアリーナ
・来場者数：23,500人
・内容
①オリンピック・パラリンピック競技を中心としたキッズ向け体験アトラクションの実
施
②スポーツ大会の実施
③ オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ、 さいたま国際マラソン、
ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの関連展示

事前キャンプ・トレーニング誘致事業
事前合宿の最終合意に向け、オランダ王国と市民との交流を深めること及び国
際大会出場を目的として、平成30年10月8日から10月11日にサイデン化学アリー
ナで事前合宿を実施した。オランダの空手選手１名が訪日し、さいたま市空手道
連盟との空手交流を行った。また10月11日にはオランダ空手同連盟会長、オラ
ンダ空手選手及びコーチが市長表敬訪問を行った。

26 「自転車利用の促進」

環境に優しく、健康増進の手段
としても注目される自転車の利
用を促進するため、コミュニティ
サイクルの推進や安全で快適な
自転車通行環境の整備、また、
サイクリングを通じて、市民が健
康増進や余暇を楽しむことので
きるレクリエーションルートの設
定等、自転車利用の促進に取り
組みます。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり推
進課

さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～を策定し、自転車利用の促
進に取り組んでいる。
平成30年度の主な成果
・サイクルフェスタの開催
・サイクルサポート施設の募集・認定
・サイクリングマップの作成
・３人乗り電動アシスト自転車貸出事業の実施　等
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◎連携分野（文化）　基本施策②スポーツと文化・芸術の連携

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

27 「みそのウイングシティの開発」

埼玉スタジアム２〇〇２、埼玉高
速鉄道、浦和美園駅、国道４６３
号線バイパス等に接する恵まれ
た立地特性を生かし、スポーツ・
交流・自然をテーマに、副都心
にふさわしい魅力的な市街地の
形成を図ります。

都市局
まちづくり推進部

浦和東部まちづくり
事務所

①浦和東部第一特定土地区画整理事業の推進
②大門下野田特定土地区画整理事業の推進

28 「スポーツと文化・芸術活動の連
携」

スポーツ観戦と市内文化・芸術
施設との連携を推進し、市内の
観光資源を含めた周遊性の確
保を図ります。また、国際大会や
大規模イベントの開会式等の演
出を図るなど、スポーツ活動と文
化・芸術活動の連携に努めま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

浦和レッズハートフルコンサート開催援助
・浦和レッズホームゲーム開催時に、試合開始前スタジアム敷地内にて学生によ
るコンサートを実施。
・2018シーズンは９回実施。
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◎連携分野（環境）　基本施策①環境にやさしいスポーツの場の整備

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

29 「スポーツ施設の効率的・効果
的な整備・運営に関する指針の
策定・推進」

市民がスポーツをする場所や機
会を増やしていくため、「公共施
設マネジメント計画・第1次アク
ションプラン」を踏まえつつ、ス
ポーツ施設の整備・運営に関す
る指針を策定し、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を
目指します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・ 「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針」で示された方向性であ
る「地域のスポーツ環境の整備」と「新たな交流を創出するスポーツ拠点の整備」
の具体化に向け、さいたま市の中長期的なスポーツ施設の在り方を定めるス
ポーツ施設の整備計画を策定するため、「さいたま市スポーツ施設の整備・運営
に関する指針推進会議」を開催した。

都市局
都市計画部
都市公園課

新設公園において、芝生化を実施
・（仮称）大門上・下野田１号公園
・（仮称）蓮沼下２号公園
・まほら公園
・さいたま新都心公園

子ども未来局
幼児未来部

保育課

保育園における芝生の維持管理を実施した。

教育委員会
管理部

学校施設課

H30年度芝生維持管理業務（刈込・除草・目土・補植・施肥・巡視・エアレーショ
ン等）実施校
神田小・谷田小・三室小・岸町小・蓮沼小・大宮南小・桜木小・本太小・沼影小・
美園小・城北小・日進北小・与野西北小・見沼小・大宮西中・宮前中・与野南中・
慈恩寺中・田島中・さくら草特別支援学校

建設局
土木部

道路環境課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、東浦和駅周辺など
のネットワーク路線において自転車通行環境整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり
推進課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、自転車通行環境
整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

保健福祉局
保健部

健康増進課

市民等の生活習慣病予防に加え介護予防の推進を図るため、さいたま市健康
マイレージを実施した。

31 「みちづくりと連携したウォーキ
ング・サイクリングの促進」

安全・安心に配置した道路の整
備を図るとともに、ウォーキング・
サイクリングを促進します。

30
再掲

「グラウンドの芝生化推進」
身近な緑を増やすため、公園の
芝生化を引き続き推進します。
また、芝生化した学校や公立保
育園の芝生の管理にあたって
は、市民との協働や民間企業か
らの技術支援など、地域社会と
の連携による維持管理を行いま
す。

資料２
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◎連携分野（環境）　基本施策②スポーツを通じた環境意識の啓発

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

環境局
環境共生部

環境創造政策課

（1）浦和レッズホームゲームにおける節電及び省エネルギーの啓発
・開催日：平成30年8月5日（日）
・会場：埼玉スタジアム２００２
・内容：大型映像装置及び会場内アナウンスにおける節電の啓発
（2）大宮アルディージャホームゲームにおける節電及び省エネルギーの啓発
・開催日：平成30年8月18日（土）
・会場：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮
・内容：節電ＰＲグッズ（うちわ）の配布、大型映像装置及び会場内アナウンスによ
る節電の啓発

環境局
資源循環推進部
資源循環政策課

①さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動（実施日：平成30年5月27日
（日）、参加人数：98,996人）について広く市民へ周知を図るため、サッカースタジ
アムの大型映像装置において映像を映写し、場内アナウンスを行った。
・実施日：平成30年5月19日（土）
・実施場所：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

②路上喫煙・ポイ捨て防止について広く市民へ周知を図るため、サッカースタジ
アムの大型映像装置において映像を映写し、場内アナウンスを行った。
・実施日：平成30年7月25日（水）
・実施場所：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

都市局
都市計画部

自転車まちづくり推
進課

NACK5スタジアム大宮及び埼玉スタジアム２００２でのサッカーの試合開催時、
大型映像装置においてコミュニティサイクルポートの宣伝やサイクルフェスタの開
催案内を行い、利用促進につなげた。
平成30年度実績：　6月30日　大宮アルディージャ対愛媛FC
　　　　　　　　　　　　 9月　1日　浦和レッズ対セレッソ大阪
　　　　　　　　　　　　10月13日　大宮アルディージャ対栃木SC

32 「スポーツを通じた環境意識の
啓発」

スポーツイベントや様々なスポー
ツ活動と環境負荷低減活動が連
携することにより、市民の環境意
識の向上を図ります。

資料２

13



 

 

 

 

 

 

経済・観光 

スポーツイベントなどスポーツ関連活動の実施により、 

地域経済の活性化や観光の振興を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２

14



◎連携分野（経済・観光）　基本施策①大規模イベントの実施・支援

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

33
再掲

「さいたま国際マラソンの実施」

市民マラソンにより健康増進を
図るとともに、世界トップレベル
の選手の走りを体感することで、
市民のスポーツに対する意欲、
関心を高め「スポーツのまち　さ
いたま」を国内外に発信すること
を目的に、市民マラソン・国際女
子マラソンを同時開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツイベント課

・開催日：平成30年12月8日（土）、9日（日）
・会場：8日（土）駒場運動公園
　　　　 9日（日）さいたまスーパーアリーナ
・部門：代表チャレンジャーの部、フルマラソン一般の部、
           フルマラソン女子ビギナーの部、8kmの部、車いすの部（1km)、
           親子ランの部（1.5km）、1.5kmの部、2時間チームランの部
・参加申込者数：20,960名
・出走者数：18,286名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

34
再掲

「さいたまスポーツコミッション等
の拡充・強化」

スポーツによる地域経済の活性
化、国際文化交流や市民交流
の促進を目指し、国際スポーツ
大会や大規模大会の招致、市
民参加型のスポーツイベントの
開催を促進するため、「さいたま
スポーツコミッション」（SSC）の拡
充強化を図ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

・効果的な誘致戦略の確立や持続可能な事業モデルの構築といった課題に対
応するため、現状分析や中長期ビジョンを描き、更なる機能と体制強化に向けた
事業戦略、組織体制のあり方等を検討した。
・「さいたまスポーツコミッション」の法人化

35
再掲

「さいたまシティカップの開催」

海外の強豪クラブチームの招へ
いに努め、本市のイメージ向上
や市民に夢や感動を与えるサッ
カー国際親善試合を実施しま
す。
また、試合に併せて、市民、特に
青少年に一流のサッカーに親し
む機会を提供し、スポーツへの
意欲を高める付帯イベント等を
開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

実施なし

36
再掲

「2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の円滑な開
催」

2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け、本市で
実施される競技が円滑に行われ
るよう、市民・事業者等と共に全
市を挙げての協力体制を構築
するとともに、大会の成功に努め
ます。

都市戦略本部
オリンピック・パラリ

ンピック部

　平成28年度に策定した「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向
けたおもてなしアクションプランVer.2017」を推進するため同プランに掲げる取組
案の具体的実施に向けた検討を行うことを目的とする「さいたま市アクションサ
ポート会議」を7月、11月、1月に開催し、民間事業者等よりおもてなしアクション
プランに関連する取組案を発表していただき、有識者からの講評や助言、庁内
外関係者からの情報提供、意見交換や連絡調整等を行うことで、取組案の推進
につなげた。
　また東京2020大会では、大会運営や観光客のおもてなしのため、多くのボラン
ティアが必要となることから、その準備のため、既に市内で地域活動や観光客等
へのおもてなしに携わっていただいているボランティア関係団体と、行政の関係
所管部局で構成する「さいたま市ボランティア連絡協議会」を7月及び1月に開催
した。
　同協議会では、「埼玉県の都市ボランティア」の募集に関する情報発信や、大
会期間、同協議会に加盟する団体を中心として観光案内や環境美化活動などを
行う本市独自ボランティア（名称「さいたマイスター2020」）の取組内容の検討を
行い、「さいたま市独自ボランティア取組方針」を策定した。

資料２
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

37
再掲

「発信力のある大規模スポーツ
イベントの開催」

ツール・ド・フランスさいたまクリ
テリウムやさいたま国際マラソン
等のような国内外から注目される
大規模スポーツイベントの開催
を図り、「スポーツのまち　さいた
ま」の魅力を広く発信します。ま
た、これらの大規模スポーツイベ
ントに併せ、グルメや文化活動、
国際交流等の付帯イベントを企
画・開催し、賑わいを創出しま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツイベント課

・開催日：平成30年11月4日（日）
・会場：さいたま新都心駅周辺
・種目：チーム・個人タイムトライアルレース（約2.5km×1周）
　　　　 スプリントレース（約3km×1周）
           クリテリウムメインレース（約3km×19周=約57.0km）
・参加選手：海外招聘選手26名、国内選手27名、女子選手・男子ジュニア選手7
名、パラサイクリング選手7名、アマチュア選手3名

資料２
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◎連携分野（経済・観光）　基本施策②地域経済や市内観光とスポーツの連携

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

38
再掲

「スポーツと文化・芸術活動の連
携」

スポーツ観戦と市内文化・芸術
施設との連携を推進し、市内の
観光資源を含めた周遊性の確
保を図ります。また、国際大会や
大規模イベントの開会式等の演
出を図るなど、スポーツ活動と文
化・芸術活動の連携に努めま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

浦和レッズハートフルコンサート開催援助
・浦和レッズホームゲーム開催時に、試合開始前スタジアム敷地内にて学生によ
るコンサートを実施。
・2018シーズンは９回実施。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

名称：第7回さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～
開催日：平成31年3月30日（土）・31日（日）
会　　場：さいたま新都心から見沼田んぼ周辺
参加者数：8,659人同時開催さいたまるしぇは12,400人

さいたま市の「食」のイベント「さいたまるしぇ」と連携し、スタート及びゴール地点
をイベント会場（高沼遊歩道）とすることで相乗効果を発揮できるよう開催した

経済局
商工観光部
観光国際課

NACK５スタジアム大宮アルディージャ戦観光PR
・開催日：平成30年4月28日、5月19日、8月18日
・会場：NACK５スタジアム大宮
・大宮アルディージャ市民感謝デーに合わせて、来場者へのイベント告知及び
観光PRを行い、地域経済の活性化につなげるため、ホームゴール裏にて、さい
たま市観光PRブースを出展した。

その他スポーツイベントとの連携
・都市対抗野球大会での観光PR　7月18日に東京ドーム（千代田区）で実施。
・ラグビーワールドカップイベント　　9月16日に熊谷文化公園（熊谷市）で実施。

経済局
商工観光部
商業振興課

１．スポーツチームと連携した地域経済活性化事業
（１）大宮アルディージャとの連携による商店街活性化事業
・実施時期：平成30年10月28日
・実施場所：大宮駅東口銀座通り周辺商店街（大宮銀座商店街、住吉通り商店
街、大宮一番街商店街）
・チラシ掲載店舗：5店
・内容：NACK5スタジアム大宮における試合観戦者を主なターゲットとして、大宮
駅東口銀座通り及び商店街において集客イベント等を実施し、併せて特典サー
ビス（割引等）を実施する店舗情報を掲載したパンフレットを配布することにより商
店街へ誘客し、商店街の活性化を図る。
実行委員会への補助事業。

（２）浦和レッドダイヤモンズと連携した街バル開催事業
・実施時期：平成30年10月17日～11月4日
・実施場所：浦和駅及び北浦和駅周辺
・参加店舗：60店
・内容：浦和レッドダイヤモンズと連携して、サポーター等をまちなかに誘客し、街
全体の活性化を図る。
実行委員会への補助事業。

（３）プロスポーツチーム（大宮アルディージャ）を活用した商業活性化事業
・実施時期：平成30年8月18日～11月10日
・実施場所：大宮駅周辺
・参加店舗：30店
・内容：大宮アルディージャとの連携により、NACK５スタジアムに設置されたWifi
及びクラブ公式アプリを活用して大宮駅周辺商店街への誘客を図る。

39 「スポーツ観戦と地域消費の連
携・強化」

スポーツイベント主催者や地元
商店街などが連携し、スポーツ
観戦前後に飲食・買い物・観光
などの消費活動が円滑に行える
ような企画・支援等を行います。

資料２

17



No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

（４）プロスポーツチーム（浦和レッズ）を活用した商業活性化事業
・実施時期：平成30年9月1日～12月1日
・実施場所：浦和駅周辺
・参加店舗：30店
・内容：浦和レッズとの連携により、浦和駅中ノ島地下通路に設置されたインフォ
メーションウォールを活用して浦和駅周辺商店街への誘客を図る。

２．大型イベント等と連動した商店街支援事業
商店街の活性化を図るため、にぎわいが創出できる市内大型イベント等との連携
事業を実施した。
（１）大型イベント等開催時における商店街支援
実施日：平成30年11月3日・4日（サイクルフェスタ）、12月8日（駒場ファンラン）、
平成31年1月12日・13日（Vリーグ）
内容：市内大型イベント開催時に、主に近隣商店街の商店から出店支援を行うこ
とにより、当該商店街の活性化を図る。

（２）さいたまクリテリウムスタンプラリー
・実施時期：平成30年10月5日～11月11日
・開催場所：中央区内商店街
・参加店舗：67店
・内容：一定金額以上の買い物をした場合にスタンプを押印し、賞品応募できる
スタンプラリーを実施。スタンプラリー参加者には、大会ノベルティグッズ等をプレ
ゼント。

（３）商店街活性化キャンペーン事業
・実施時期：平成30年10月5日～11月11日
・開催場所：市内商店街
・参加店舗：1623店
・内容：さいたま市商店会連合会が実施する市内統一のキャンペーン事業につ
いて支援。実施にあたってはクリテリウムと連携したタイアップポスターや、早期特
典申込による観戦チケットやオフィシャルグッズが当たるキャンペーンやノベル
ティのプレゼントを行った。

40 「MICEと連携したシティセール
スの推進」

MICE施策と連携して、スポーツ
競技大会・イベントのほか、ス
ポーツカンファレンス・会議等の
誘致・開催などのコンベンション
の推進及びこれらを通じた積極
的なシティセールスの推進を図
ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

・国際観光都市戦略「さいたＭＩＣＥ」の中の施策である、「国際シティホテルの誘
致、コンベンションセンターの整備」、「国際レベルの会議・イベントの誘致（コン
ベンション事業）」について進捗状況を確認した。

・事業名：「スポーツツーリズム・コンベンションinさいたま」
・開催日：平成31年3月19日（火）、20（水）
・会場：ソニックシティ市民ホール
・参加者数：279名
（一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA)が主催し、年に１度、全
国各地にて海外・全国の先進事例を紹介するシンポジウム等を実施）

41
再掲

「「さいたま市国際スポーツタウ
ン構想」の推進」

「日本一のスポーツ先進都市　さ
いたま」の実現を目標に「国際ス
ポーツタウン構想」を推進しま
す。このなかで、本市のスポーツ
の拠点施設となる「（仮称）さいた
まスポーツシューレ」の整備促進
を図ります。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

さいたまスポーツシューレ開設
スポーツ施設事業者・輸送・宿泊・飲食の事業者等とのネットワーク型スポーツ
シューレ連携協定締結とともに（仮称）さいたまスポーツシューレ開設します。平
成31年3月19日に地元スポーツ団体、地元企業、ICT企業、大学と連携協定を締
結した。
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◎連携分野（健康・福祉）　基本施策①健康増進につながるスポーツの振興

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

実施なし

保健福祉局
保健部

健康増進課

・市の食育ポータルサイト「さいたま市食育なび」による情報発信（随時）
・食育月間（6月）等において、平成30年度の重点目標「三食しっかり食べる」を
中心に、食育の普及啓発に取り組んだ。
・朝ごはんを食べよう強化月間（10月）等において、朝食摂取に関する啓発を
行った。

43
再掲

「地域のニーズに対応した総合
型地域スポーツクラブの活動な
どの推進・支援」

市民の多様化するスポーズニー
ズ、地域のスポーツ環境に応じ
て、持続的な活動事業展開が可
能となるような運営・事業支援を
行います。その活動の支援にあ
たっては、企業、大学・小中高等
学校、スポーツ団体、NPO法人
等との連携、指導者やトップアス
リート等の人材活用や情報発信
の強化を進めます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

市内総合型地域スポーツクラブのＰＲ支援を中心に推進した。
・既存の市民向けリーフレットを内容修正のうえ4,000枚作成し、市内各公共施
設、学校等（339か所）に配布した。
・総合型クラブの会員募集について、Twitterを活用して周知した。
・市内各公民館に各総合型クラブのプログラム一覧を提供した。
・さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2018」内
に、スポーツ体験イベントへの出展場所を確保し、提供した。
・各クラブから選出された委員等で構成された「さいたま市総合型地域スポーツク
ラブ推進委員会」を年2回開催し、各クラブの状況、研修会や講座などの情報提
供を行った。

44
再掲

「さいたま国際マラソンの実施」

市民マラソンにより健康増進を
図るとともに、世界トップレベル
の選手の走りを体感することで、
市民のスポーツに対する意欲、
関心を高め「スポーツのまち　さ
いたま」を国内外に発信すること
を目的に、市民マラソン・国際女
子マラソンを同時開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツイベント課

・開催日：平成30年12月8日（土）、9日（日）
・会場：8日（土）駒場運動公園
　　　 　9日（日）さいたまスーパーアリーナ
・部門：代表チャレンジャーの部、フルマラソン一般の部、
　　　　 フルマラソン女子ビギナーの部、8kmの部、
　　　　 車いすの部（1km)、親子ランの部（1.5km）、1.5kmの部、
           2時間チームランの部
・参加申込者数：20,960名
・出走者数：18,286名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

45 「スポーツ少年団活動への支
援」

学校での体育活動だけでなく、
青少年に対するスポーツの振興
と心身の健全な育成を目指した
スポーツ少年団を育成するな
ど、子どもの地域スポーツ活動を
積極的に支援していきます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

（公財）さいたま市体育協会を通じ、さいたま市スポーツ少年団に対する各種支
援を実施した。
・スポーツ少年団種目別部会等助成事業
　スポーツ少年団の活動を支援するため、各部会に対し、必要な助成を行った。
・スポーツ少年団大会・部会大会開催事業
　 各種目別に、大会を開催し、市内のスポーツ少年団の競技力向上及び健全
育成推進した。
・スポーツ少年団指導者認定員養成講習会事業
　　指導者資格である「スポーツ少年団認定員」養成講習会を実施し、指導者の
資質向上を図った。

46 「スポーツ推進委員と連携した
新体力テストの実施」

市民の健康・体力への関心を高
め、健康の保持増進やスポーツ
実施率の向上を目的として、ス
ポーツ推進委員等と連携し、特
にスポーツ実施率の低い20代か
ら40代の年齢層を中心に呼びか
けを行い、新体力テストを実施し
ます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

実施なし。

47 「介護予防水中運動教室の実
施」

市内スイミングスクール事業者と
の連携により、健康に不安を持
つ人（市内に在住する60歳以
上）を対象として介護予防水中
運動教室を実施し、心身の健康
の保持増進を図ります。

保健福祉局
長寿応援部

いきいき長寿推進
課

・事業名：介護予防水中運動教室
・実施期間：平成30年９月～平成31年3月（24回）
・参加者人数：215人
・水中でのウォーキングを中心としたトレーニングを実施した。

42
再掲

「スポーツと食育の連携」

日常生活をより健康的に送り、ス
ポーツを活発に行うためにも食
育を推進します。
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48 「全国健康福祉祭（ねんりんピッ
ク）へ選手団派遣」

世代間・地域間の交流を通じ
て、高齢者がいつまでも社会の
一員として活躍できる長寿社会
づくりを図ることを目的とした全
国健康福祉祭へ、選手団を派遣
します。

保健福祉局
長寿応援部
高齢福祉課

・事業名：第31回全国健康福祉祭とやま大会ねんりんピック富山2018
・開催日：平成30年11月3日（土）～6日（火）
・会場：富山県全域
・参加者数：さいたま市選手団146名
・富山県で開催された当該大会へさいたま市選手団137名と本部役員9名を派遣
した。

49 「シニアスポーツ大会の開催」

高齢者が積極的に運動に取り組
み、健康や体力への自信を高め
ることを目的に、シニアスポーツ
大会を開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

  各種目別に、大会を開催し、市内のスポーツ団体の競技力向上及び健全育成
推進した。
  「健康フェア」を開催し、40歳以上の市民を対象としたストレッチ健康相談等を
行った。

50 「シルバーゲートボール大会の
開催」

市内で活動している団体間の親
ぼくを図るとともに、心身の健康
の保持増進や生きがいの確保を
目的としてシルバーゲートボー
ル大会を開催します。

保健福祉局
長寿応援部
高齢福祉課

・事業名：第18回さいたま市シルバーゲートボール大会
・開催日：平成30年11月15日（木）
・会場：さいたま市大間木公園ゲートボール場及びサッカー場
・参加者：158名
・さいたま市老人クラブ連合会と共催で開催

51 「介護予防事業うんどう教室の
開催」

一次予防事業として、公園等で
のうんどう教室や公民館での生
きがい健康づくり教室、シニア健
康体操教室など、元気な高齢者
を対象とした教室を開催します。
二次予防事業として、ストレッチ
やヨガなどの簡単な体操、低栄
養予防や口腔ケアの講義など、
生活機能の低下が心配される高
齢者を対象とした教室を開催し
ます。

※平成29年4月から制度改正に
より、介護予防事業が見直され、
一次・二次の区別がなくなり、事
業内容の一部が変更になる予定
です。

保健福祉局
長寿応援部

いきいき長寿推進
課

【一般介護予防事業】
・実施期間：平成30年4月～平成31年3月
・会場：区役所、公民館等

＜各事業の参加者数＞
・生きがい健康づくり教室　　　　　　　　　　　　　参加人数  47,991人
・すこやか運動教室　　　　　　　　　　　　　　　　 参加人数    2,212人
・地域運動支援員派遣事業及び自主活動　　 参加人数  38,588人
・ますます元気教室　　　　　　　　　　　　　　　　 参加人数    3,133人
・健口教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数       343人
・健口づくり交流会　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数         92人
・いきいきサポーター養成講座　　　　　　　　　　参加人数       324人
・地域リハビリテーション派遣活動支援事業　　派遣回数　 　 304回
（リハビリテーション専門職 267回、栄養士 37回）

※市が主催する教室以外に、住民が主体となって立ち上げる通いの場の支援に
取り組んだ。

52 「スポーツ施設における託児室
の確保」

乳幼児を持つ世帯のスポーツ実
施率の向上のため、託児室の整
備と有効利用を促進し、安心し
てスポーツを行うことのできる環
境を整備します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

乳幼児を持つ世帯のスポーツ実施率の向上のため、託児付の講座を４講座実施
した。

53 「さいたま市・南会津町たていわ
親善ツーデーマーチの開催」

健康・体力づくりをテーマとして、
会津高原に位置する友好都市・
福島県南会津郡南会津町の豊
かな自然のなかを二日間にわた
り歩き、交流を図るツーデーマー
チを開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

開催日：平成30年9月29日（土）・30日（日）
参加者数：市民153名（男性60名、女性93名）
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54 「本市webサイトでの情報発信の
強化」

市民が運動をはじめとした健康
づくりに関する情報や市内で開
催される健康づくりの教室や
ウォーキングイベント等の情報を
入手しやすいよう、食育・健康づ
くりのポータルサイト「さいたま市
食育・健康なび」において情報
提供を行います。

保健福祉局
保健部

健康増進課

・市の健康づくりのポータルサイト「さいたま市健康なび」による情報発信（随時）
・庁内で開催している体組成測定会の一覧表の掲載

55 「生涯学習活動の促進」

講座やイベント、サークル、団体
の情報などをインターネットから
自由に検索できる「さいたま市生
涯学習情報システム」や、生涯
学習情報誌「まなベル」を通じ
て、様々な情報を提供し、市民
の生涯学習活動を支援します。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習振興課

　市内の公共施設で開催される講座・イベント情報や、市内で活動する団体・
サークル情報などを、「さいたま市生涯学習情報システム」を通じて提供した。
　また、生涯学習情報誌「まなベル」を年2回（前期・後期）合計で１５，０００部を
作成し、公民館・図書館・区役所などに配布し、学習情報の提供に努めた。

56 「学校体育施設開放の促進」

市立小・中学校の校庭、体育
館、武道場などの学校体育施設
を開放し、市民に身近なスポー
ツ・レクリエーション活動の場とし
て提供します。
また、身近な場所でスポーツが
できる場所としての、利用しやす
くなる工夫や効果的な運用方法
を検討します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

市立小学校全校（103校）、浦和中学校を除く市立中学校（56校中）53校で学校
体育施設開放運営委員会を組織し、開放した。

57 「スポーツ・レクリエーションリー
ダーバンク制度の促進」

市民の要請に応じた適切なス
ポーツ・レクリエーション指導者
の紹介や必要とされる人材確保
などより良い運用を行います。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

今年度は、「県スポーツリーダーバンク」の運営委員会が実施されなかったため、
実施報告や事業計画等について協議を行うことができなかった。

58 「スポーツボランティアバンク制
度の充実」

様々なスポーツイベントにおい
て、やりがいを持ち、継続して活
動ができるように、スポーツボラ
ンティアバンク制度を改善し、そ
の活用を促進します。また、身近
な場所でスポーツができる場所
としての、利用しやすくなる工夫
や効果的な運用方法を検討しま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

実施なし。

59 「スポーツ推進委員の活動推
進」

スポーツの推進のための事業の
実施にかかる連絡調整ならびに
住民に対するスポーツの実技の
指導その他スポーツに関する指
導及び助言を行うスポーツ推進
委員の活動を推進します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

地域における指導者としての知識や技術を身につけるための各種研修会を実施
した。
・中央研修会（①理論講習②実技講習）
　①「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の取り
組みについて
　②ゴールボール（2020東京パラリンピック競技種目）
　開催日・会場：平成30年6月24日(日)　　与野体育館

・実技研修会（実技講習）　「タグラグビー」
　開催日・会場：平成30年12月 2日（日）　与野体育館
　　　　　　　　 　 平成30年12月16日（日）  大宮武道館
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60 「ニュースポーツの教室や大会
の開催」

市内各地で幅広い年齢層がス
ポーツを楽しめるように、ニュー
スポーツの教室や大会を開催
し、普及、啓発に努めます。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

レクリエーション協会やスポーツ推進委員などを中心にニュースポーツの教室や
大会を開催した。
・第17回さいたま市レクリエーションフェスティバル
　主　催：さいたま市レクリエーション協会
　開催日・会場：平成30年6月3日（日）　与野体育館、与野本町コミュニティセン
ター、与野本町小学校
　参加者数：332名
・市レクリエーション協会加盟団体による普及事業（全19団体）を実施した。
・第3回さいたま市ふらば～るバレー親善大会
　 主　 催：さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会
　 開催日・会場：平成31年1月20日（日）　大宮体育館
　 参加者数：35チーム　219名
・市スポーツ推進委員連絡協議会各支部による事業（各支部によるニュースポー
ツ普及事業など２４事業）を実施した。
・各区スポーツ振興会や各地区体育振興会により教室や大会を実施した。

61 保健福祉局
保健部

健康増進課

市内の３つのウォーキングルートが掲載された健康倍増ガイドブックを市内関係
機関に設置し、4,210部を配布。
10区全てのウォーキングマップを当課の窓口に設置した。
さいたま市健康マイレージの体組成測定会（全20回）に設置した。

西区
区民生活部

コミュニティ課

・自分磨きゼミ
開催日：平成30年5月24日（木）、9月14日（金）、12月20日（木）、平成31年1月25
日（金）、平成31年3月13日（水）
会場：西区役所保健センター
参加人数：　54名
内容：特定保健指導及びの生活習慣病予防の観点から、運動・栄養等の実習を
踏まえた講座

・かがやく女性のためのHAPPYエイジング
開催日 ①平成30年6月8日（金）
　　　　　②平成30年11月21日(水)、11月28日(水）　（2日間1コース）
　　　　　③平成31年2月27日(水)
会場：西区役所保健センター
参加人数：①19名　②11月21日：20名　11月28日：14名　　③18名
内容：　栄養、口腔の視点も含め、健康増進について情報を得て、運動を行う。

・親子DE筋トレ
開催日：平成30年9月30日(日）
会場：西区役所保健センター
参加人数：28名
内容：大宮アルディージャとコラボをし、小学生とその保護者を対象に、保護者の
生活習慣病予防を目的とした運動教室。

北区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：平成30年度北区ウォーキング教室
・開催日：平成30年10月20日（土）
・会場：大宮アルディージャフットサルコート 「オレンジコート ステラタウン」
・参加者数：33名
・大宮アルディージャと連携し、ウォーキング前後の効果的なストレッチ方法や正
しいウォーキングフォームを学び、ウォーキングを実践した。

・事業名：平成30年度北区ウォーキングイベント
・開催日：平成31年3月16日（土）
・会場：北区ウォーキング&ジョギングガイド内コース
・参加者数：116名
・『北区ウォーキング&ジョギングガイド』内の「三貫清水・鴨川コース」を活用し開
催した。

「ウォーキングの促進」

だれもが気軽に楽しめるウォー
キングを促進するため、ウォーキ
ングルートのPRや、本市の豊か
な自然と地域の特性を活かした
ウォーキングイベントを開催しま
す。
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大宮区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：大宮魅力発見ツアー
・開催日：平成30年10月2日（火）
               平成31年3月13日（水）
・会場：大宮駅等／側ヶ谷戸古墳群等
・参加者数：51名／50名
・大宮ボランティアガイド会協力のもと、鉄道のまちをめぐるツアーを実施。／大
宮ボランティアガイド会協力のもと、側ヶ谷戸古墳群をめぐるツアーを実施。

見沼区
区民生活部

コミュニティ課

事業名：見沼区花めぐりウォーキング
実施日時：平成30年10月27日（土）
　　　　　　　9時30分～12時30分
参加人数：51人

地域資源を歩きながら見学することで、楽しく健康増進を図るとともに、豊かな自
然や歴史・文化・地域産業を発見し、区への愛着を深めることに繋がった。

中央区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：バラのまちウォーキング
・開催日：平成31年3月2日（土）
・会場：中央区内
・参加者数：125名
・平成29年度に設定した中央区ウォーキングマップのコース「与野パークロード
（約10km）」を基本とした約8ｋｍのコースを歩いた。

浦和区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名： ①浦和区ぶらり散歩（ＪＲ「駅からハイキング」との共催事業）
　　　　　　 ②浦和区ぶらり散歩（浦和区文化の小径づくり推進委員会主催）
・開催日：  ①平成30年11月2日（金）～4日（日）②平成30年11月18日（日）
・会　 場：　①②ともに浦和区内
・参加人数:①未定②30名程度

南区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：「さいたま市南区をのんびり歩こう！」南区駅からハイキング
・開催日：平成30年11月8日(木)～11月10日(土)
・会　場：JR南浦和駅～浦和弁天公園～浦和競馬場～守光院～行弘寺～フラ
ワーロード～明花公園
　　　　　　～井沼方公園～見沼通船堀公園～JR東浦和駅
・参加者数：1,048名
・内　容：地元自治会・商店会(物産品販売）と連携し、開催した。

緑区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：緑太郎ロード活用事業
・実施内容：区内に設置した４つのウォーキングコースを紹介するマップの作成、
及び配布
・発行日：平成31年1月
・発行部数：2,000部

岩槻区
区民生活部

コミュニティ課

「第1回ウォーキング講習会」
・実施時期：7月22日（日）
・実施場所：岩槻駅東口コミュニティセンター
・定員：50人

「第2回ウォーキング講習会」
・実施時期：12月頃（予定）
・実施場所：岩槻文化公園
・定員：50人

「城下町岩槻健康ウォーキング～歴史散策クイズ～」
・実施時期：3月頃
・実施場所：岩槻区内
・定員：120人

資料２
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

62
再掲

「サッカーを核としたスポーツの
まちづくりの推進」

サッカーを核としたまちづくりを
推進するため、さいたま市サッ
カーのまちづくり推進協議会が
主体となり実施するイベント等を
通じて、「する」「みる」「まなぶ」
「ささえる」といった様々な側面か
らサッカーに関わる市民を応援
します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・事業名：浦和レッズレリーフ【路面盤】設置事業
・開催日：平成31年3月2日
・会場：伊勢丹浦和店前
・観客：オープニングセレモニーの際にクリアファイル1,000枚を配布

・事業名：大宮アルディージャレリーフ【路面盤】設置事業
・開催日：平成31年2月24日
・会場：髙島屋大宮店前
・観客数：オープニングセレモニーの際にクリアファイル1,000枚を配布。

・事業名：高校選抜サッカー選手団海外派遣事業
・派遣期間：平成30年7月24日～7月31日
・派遣先：ドイツ
・参加者数：52人の中からセレクションで選抜された18名

・事業名：女子中学生サッカー大会
「H30 SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成30年7月31日（火）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：12チーム　471人

63 「スポーツ振興会及び学校体育
施設開放運営委員会への支
援」

生涯スポーツの振興を図るた
め、各区のスポーツ振興会と連
携し、区ごとに特色のあるスポー
ツイベント等を開催します。ま
た、学校施設開放運営委員会と
の連携を図り、学校体育施設の
開放拡大と地域スポーツ活動の
普及を推進します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

市立小学校全校（103校）、浦和中学校を除く市立中学校（56校中）53校に設置
している学校体育施設開放運営委員会に対して、学校体育施設開事業に必要
な交付金を交付した。

64 「「スマートウエルネスさいたま」
の推進」

高齢化・人口減少社会が到来し
ても、市民のだれもが「健幸」※
で元気に暮らせるまちを実現す
るため、「歩く」を基本に、「体を
動かす、動かしてしまう」まちづく
り、「スマートウエルネスさいた
ま」を推進します。
※健康で幸せ（身体面の健康だ
けでなく、人々が生きがいを感
じ、心豊かな生活を送れること）

都市戦略本部
都市経営戦略部

・「さいたま健幸ネットワーク」主催で様々なテーマのセミナーを3回開催し、市内
企業・団体の内部における健康づくりの意識醸成を図った。
・9月の「カーフリーデー」、3月の「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」にお
いてブース出展をし、来場者・参加者に対して、健康づくりに関する普及・啓発活
動を実施した。
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西区
健康福祉部
保健センター

・事業名：第６回西来る（サイクル）フェスタ
・開催日：平成３１年３月１６日（土）
・会場：大宮けんぽグラウンド
・誰もが気軽に楽しめるサイクリングを促進するため、西区の地域資源の一つで
ある荒川サイクリングロードを活用したサイクリングイベントを開催した。

北区
健康福祉部
保健センター

1　事業名：KITAくなるウォーク
・開催日：3回　6月1日、11月2日、2月26日
・会場：保健センター、北区ウォーキングコース
・定員数　各回15名  参加者数　22名

2　事業名：親子で運動～かけっこのコツ～
・開催日：12月9日
・会場：北区役所
・定員数　20組　　参加者数　44名

3　事業名：スタイルUP!エクササイズ教室（お家で出来る簡単エクササイズ）
・開催日：3回　5月23日、8月31日、2月5日
・会場：保健センター
・定員数　各回15名　　参加者数　19名

4　事業名：自分でできるエイジングケア～口元＆骨盤から～
・開催日　10月17日、10月26日　2日間コース
・会場：保健センター
・定員数　15名　　参加者数　1日目14名、2日目12名
・歯周病予防教室とのコラボ。2日間コースの1日

65 「生活習慣病予防事業及び特
定保健指導事業の推進」

健康に関する正しい知識を普及
し、生活習慣病の予防
、健康の保持増進を図ることを
目的に、運動習慣・生活習慣の
改善のきっかけづくり及び継続
化の支援を行います。

①事業名：健活チームおおみや～レベルアップ講座
開催日：6月14日（木）、3月14日（木）
会場：6月大宮区役所南館、3月大宮区保健センター
参加者数：6月5名、3月1名
内容：体育トレーナーによる運動指導、体組成測定
②事業名：健活チームおおみや～大宮アルディージャコラボ編
開催日：11月17日（土）、2月2日（土）
会場：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮室内練習場
参加者数：11月15組31名、2月9組18名
内容：大宮アルディージャトレーナーによる運動指導
③事業名：健活チームおおみや～ウォーキング編
開催日：10月10日（水）
会場：大宮第三公園
参加者数：3名
内容：体育トレーナーによる運動指導
④事業名：健活チームおおみや～男の筋トレ講座
開催日：2月23日（土）
会場：大宮区保健センター
参加者数：４名
内容：体育トレーナーによる運動指導、体組成測定、講義（メタボについて、男性
のためのデンタルケア）
⑤事業名：ママの元気アップ講座
開催日：5月17日（木）、7月12日（木）、9月20日（木）、11月22日（木）
会場：子育て支援センターおおみや
参加者数： 5月21組、7月9組、9月29組、11月10組
内容：体育トレーナーによる運動指導、講義（知って安心女性の健康・ママと子ど
ものお口のケア・ママのための栄養学）、育児相談、体組成測定
⑥事業名：歯周病予防教室～ハッピーファミリークラス
開催日：9月2日（日）
会場：大宮区保健センター
参加者数：10組20名
内容：歯科医師・歯科衛生士による講義、実習、体育トレーナーによる運動指
導、体組成測定
⑦事業名：Ｈ24年度教室ＯＢ会「すみれ」　自主グループ支援
開催日：4月13日（金）、5月14日（月）、6月20日（水）、7月31日（火）、9月13日
（木）、10月12日（金）、11月19日（月）、1月16日（水）、2月14日（木）、3月15日
（金）
会場：大宮区保健センター
参加者数：4月9名、5月3名、6月8名、7月11名、9月8名、10月9名、11月9名、1
月12名、2月6名、3月6名
内容：自主グループ活動に会場を貸し出している。健康づくりのためのストレッチ
体操

大宮区
健康福祉部
保健センター
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見沼区
健康福祉部
保健センター

1．事業名：アラフォーからのボディレッスン
　・開催日：9月5日（水）・10日（月）、11月28日（水）・12月10日（月）
　・回数：1コース2日間、年2コース実施
　・会場：1日目見沼区役所保健センター、2日目ＮＰＯ法人さいたまスポーツクラ
ブ クラブハウス ＳＳＣあすも
　・対象者・定員：区内在住で医師から運動制限の指示のない30～64歳以下の
方、1コース25名
  ・参加者数：9月延32名、11月延30名
　・実施内容：体組成測定、生活習慣病予防の講義、栄養講義・試食、歯科講
義、運動講義・実技
２．事業名：親子でトライ!!らんらん♪ランニング
　・開催日・回数：10月28日（日）、年1回
　・会場：さいたま市大宮武道館、堀崎中央公園内（見沼区ウォーキングコース）
　・対象者・定員：小学1～4年生と保護者、40組
　・参加者数：40組84名（親：42名、子:42名）
　・実施内容：初心者向けの安全で効果的なジョギングと子ども向けプログラム、
体組成測定
３．事業名：～運動したパパママへ～きらきら☆こどもキッチン
　・開催日・回数：6月16日（土）、8月24日（金）、年2回
　・会場：見沼区役所保健センター
　・対象者・定員：小学3～6年生と保護者、16組
　・参加者数：6月17組37名（親：17名、子：20名）、8月18組36名（親18名、子18
名）
　・実施内容：子ども→元気がでるごはん作り、大人→体組成測定、運動講義・実
技

中央区
健康福祉部
保健センター

１．事業名：骨盤エクササイズ
　　開催日：平成30年5月30日（水）
　　会場：中央区役所保健センター
　　参加者数：14名
２．事業名：プロに教わる肩こり・腰痛解消ストレッチ
　　開催日：平成30年7月1日（日）
　　会場：中央区役所保健センター
　　参加者数：8名
３．事業名：美姿勢エクササイズ
　　開催日：平成30年10月29日（月）
　　会場：中央区役所保健センター
　　参加者数：17名
４．事業名：アロマストレッチ
　　開催日：平成30年12月1日（土）
　　会場：中央区役所保健センター
　　参加者数：14名

桜区
健康福祉部
保健センター

・事業名：生活習慣病予防普及啓発事業
・実施内容
　プチやせレシピ  (5/16・6/15)　　2回1コース　　　参加者12名
　美脚トレーニング (9/6)　　1回　　　参加者10名
　初心者のためのヨガレッスン (10/24)　　1回　　　参加者16名
　脂肪燃焼！エクササイズウォーキング  (11/27)　　1回　　　参加者11名
　食べながらダイエット（歯周病予防教室コラボ） (12/6)　1回　　　参加者11名
　デットックスヨガ  (1/31)　1回　　　参加者8名
　みんなで一緒に歩こう会♪（MIA)　　10回(7・8月を除く毎月1回)　　　参加者
118名
　※会場はすべて桜区保健センター
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浦和区
健康福祉部
保健センター

事業名：秋の健幸ウォーキング
開催日：平成30年10月25日(木）
会場：浦和駒場スタジアム
定員：60名（予定）
スポーツインストラクターによるウォーキングレッスン・保健師による生活習慣病予
防の講話

事業名：うらわメタ防クラブwithPTA
開催日：平成30年6月12日（火）
会場：岸町小学校
定員：25名（予定）
ヨガインストラクターによるヨガレッスン・保健師による生活習慣病予防の講話

南区
健康福祉部
保健センター

【事業名】　生活習慣病予防普及啓発事業
１ 美尻エクササイズ
２ Be　筋肉男子～パパとこどもの健康体操～
３ ～さらば！ポッコリお腹、ようこそ！筋肉～　家族みんなのエクササイズ
4 Be　smart lady　～ママとこどもの健康体操～
【開催日・人数】
１平成30年5月31日（木）　　19人
２平成30年6月16日（土）　17組34人　平成30年12月8日（土）  12組23人
３平成30年7月7日（土）  12組28人
４平成30年10月11日（木）　21組42人
【会場】　１、２、４　南区役所保健センター講座室
　　　　 　３　さいたま市立浦和大里小学校体育館
【実施内容】
１　30～40歳代の女性を対象。運動指導士の指導によるながら運動やストレッ
チ、保健師によるがん検診のミニ講話を実施。
２・４　30～40歳代の女性・男性を対象。運動指導士の指導で、自身の子供の体
重を負荷にした運動やストレッチ、ながら運動、保健師によるがん検診、生活習
慣病の健康ミニ講話の実施。
３　小学生とその保護者（30～４０歳代）対象。運動指導士による運動実技の指
導、保健師による健康づくりに関するミニ講話

親子で忍者見習い教室
日時：平成30年6月2日（土）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：20名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：ぷよっとお腹を引き締める！食事と運動講座
日時：平成30年7月24日（火）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：20名

事業名：ママ（パパも可）とキッズの運動教室
日時：平成30年10月29日（月）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：23名
備考：レク指導員の協力により実施

事業名：今から始める！更年期対策教室
日時：平成30年11月6日（火）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：16名
備考：ヨガインストラクターの協力により実施

事業名：親子で忍者入門教室
日時：平成30年12月1日（土）
会場：美園コミュニティセンター　多目的ホール
参加者数：28名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：ぷよっとお腹を引き締める！運動講座プラス
日時：平成31年2月12日（火）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：13名
備考：健康運動指導士の協力により実施

緑区
健康福祉部
保健センター
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岩槻区
健康福祉部
保健センター

・事業名：達人に学ぶおやこシリーズ　「マラソンの達人～楽しく走るコツを教えま
す！～」
・開催日：平成30年9月2日(日)
・会場：岩槻区役所　会議室
・対象者：区内在住の小学１年生から３年生とその保護者（妊娠中の方は除く）
・参加者数：10組29名
・内容：楽しく走るコツと練習についての実技、生活習慣病予防についての講
話、体組成測定(保護者のみ)

・事業名：デトックスヨガ
・開催日：①平成30年6月13日(水)　②平成30年9月20日(木)　③平成31年1月16
日(水)
・会場：岩槻区役所保健センター
・対象者：区内在住の20歳から64歳の方（妊娠中の方は除く）
・参加者数：①17名　②16名　③17名
・内容：体内の老廃物を排出させたい方向けのヨガの実技、健康についての話、
体組成測定

66
再掲

「自転車利用の促進」

環境に優しく、健康増進の手段
としても注目される自転車の利
用を促進するため、コミュニティ
サイクルの推進や安全で快適な
自転車通行環境の整備、また、
サイクリングを通じて、市民が健
康増進や余暇を楽しむことので
きるレクリエーションルートの設
定等、自転車利用の促進に取り
組みます。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり推
進課

さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～を策定し、自転車利用の促
進に取り組んでいる。
平成30年度の主な成果
・サイクルフェスタの開催
・サイクルサポート施設の募集・認定
・サイクリングマップの作成
・3人乗り電動アシスト自転車貸出事業の実施　等

浦和区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：①『第8回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
               ②『第9回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
・開催日：　①平成30年8月9日（木）②平成30年12月15日（土）
・会場：　浦和駒場スタジアム
・参加者数：①台風のため中止　②95名
・浦和レッドダイヤモンズ株式会社協力のもと開催。

西区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：西区少年少女サッカー教室事業
・開催日：平成30年9月29日（土）
・会場：西大宮サッカー場
・参加者数：79名
・青少年の健全育成の場を提供するため、西大宮サッカー場にてサッカー教室
を実施した。

北区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：北区少年少女サッカー教室
・開催日：平成30年9月16日（日）
・会場：さいたま市立大砂土小学校グラウンド
・参加者数：95名
・大宮アルディージャU-12コーチの指導のもと、子どもを対象としたサッカー教室
を開催した。

・事業名：北区親子サッカー教室
・開催日：平成30年9月16日（日）
・会場：さいたま市立大砂土小学校グラウンド
・参加者：138名
・大宮アルディージャU-12コーチの指導のもと、親子を対象としたサッカー教室
を開催した。

67
再掲

「少年少女サッカー教室の開
催」

サッカーの盛んなまちの特性を
生かし、本市をホームタウンとす
るＪリーグクラブの協力により、小
学生等を対象にサッカー教室を
開催し、併せてサッカーを通じた
青少年の健全育成と基本的な
技術の向上等を図ります。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

大宮区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：少年少女サッカー教室
・開催日：平成３０年９月２日（日）
・会場：NACK5スタジアム大宮
・参加者数：102名
・大宮アルディージャの協力のもと実施。

見沼区
区民生活部

コミュニティ課

事業名：見沼区少年少女サッカー教室
実施日時：平成30年11月23日（金・祝）
                 13時30分～15時（受付13時から）
参加人数：114人（申込160人）

さいたま市総合振興計画に基づくサッカーのまちづくりの推進に資するため、
サッカーの基本的な技術の向上を図りつつ、地域への愛着を持たせるとともに、
スポーツを通した参加者間の交流促進を図った。

岩槻区
区民生活部

コミュニティ課

・実施時期：6月24日(日)
・実施場所：岩槻文化公園　体育館
・対象：岩槻区内在住・在学の小学生
・定員：150人
・応募者数：154人
・参加者数：126人

68 「サイクルイベント等の開催」

誰もが気軽に楽しめるサイクリン
グを促進するため、サイクリング
ロード等本市の地域特性を活か
したイベント等を開催します。

西区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：第6回西来る（サイクル）フェスタ
・開催日：平成31年3月16日（土）
・会場：大宮けんぽグラウンド
・誰もが気軽に楽しめるサイクリングを促進するため、西区の地域資源の一つで
ある荒川サイクリングロードを活用したサイクリングイベントを開催した。
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◎連携分野（健康・福祉）　基本施策②障害者スポーツ等の振興

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

69 「全国障害者スポーツ大会の意
識啓発及び参加」

障害の有無や種別・程度を超え
て交流・理解を深め、各種文化・
スポーツ活動の参加を促すとと
もに、交流機会の充実を図るた
め、全国障害者スポーツ大会市
代表選手選考会・団体競技予選
会への参加及び本大会へ参加
を行います。

保健福祉局
福祉部

障害政策課

第18回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」にさいたま市選手団
として39名を派遣。
金メダル7、銀メダル8個、銅メダル8個を獲得。

70 「ふれあいスポーツ大会の開
催」

障害のある人がスポーツを通じ
て心身のリフレッシュを図るととも
に、ボランティアとの交流を深
め、障害及び障害者に対する理
解と社会参加の促進を図ること
を目的とした大会開催及び開催
の方法を検討します。

保健福祉局
福祉部

障害政策課

平成30年9月23日に岩槻文化公園で実施し、1,085人が参加。

71 「障害者スポーツ教室の開催」

障害の有無や種別・程度を超え
た交流や理解を深め、スポーツ
活動の参加を促すとともに、交
流機会の充実を図るため、障害
者及び難病者の親ぼくと心身の
リフレッシュを図る教室の開催や
開催方法を検討します。

保健福祉局
福祉部

障害政策課

サッカー、野球など13競技17教室を市内各地で開催し、合計306人が参加。

72 「ユニバーサルスポーツフェス
ティバルの開催」

障害のあるなしや年齢、性別に
係わらず、誰もが共に取り組むこ
とのできるユニバーサルスポーツ
を実際に体験、観戦するユニ
バーサルスポーツフェスティバル
を開催し、障害のある方もない方
も共にこのスポーツを楽しみ、交
流することでお互いの理解を深
め、ノーマライゼーション条例の
理念の普及啓発を図ります。

保健福祉局
福祉部

障害政策課

平成29年度より、オリンピック・パラリンピック部所管の「さいたまスポーツフェス
ティバル」に統合した。

73 「ノーマライゼーションカップの
開催」

障害者も健常者もともにプレー
をするブラインドサッカーの国際
親善試合であるノーマライゼー
ションカップを開催することで、
障害の有無にかかわらず、だれ
もがともに暮らすことができる
「ノーマライゼーション」社会への
理解を深めます。

保健福祉局
福祉部

障害政策課

平成31年2月23日にサイデン化学アリーナで実施し、1,033人が参加。
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◎連携分野（健康・福祉）　基本施策③スポーツをする空間の整備・向上

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

都市局
都市計画部
都市公園課

次の新設公園において、芝生化を実施
・（仮称）大門上・下野田１号公園
・（仮称）蓮沼下２号公園
・まほら公園
・さいたま新都心公園

子ども未来局
幼児未来部

保育課

保育園における芝生の維持管理を実施した。

教育委員会
管理部

学校施設課

H30年度芝生維持管理業務（刈込・除草・目土・補植・施肥・巡視・エアレーショ
ン等）実施校
神田小・谷田小・三室小・岸町小・蓮沼小・大宮南小・桜木小・本太小・沼影小・
美園小・城北小・日進北小・与野西北小・見沼小・大宮西中・宮前中・与野南中・
慈恩寺中・田島中・さくら草特別支援学校

75
再掲

「幼児の安全・安心な運動機会
の増加促進」

小学生以下の小さな子どもたち
が安全な環境のもと、保護者とと
もに安心して楽しく元気にからだ
を動かせる機会の増加に努めま
す。

子ども未来局
幼児未来部

保育課

地域の親子に、子育て家庭の支援として、公立保育園56園（支援センター実施
園4園、大東保育園を除く）で、各保育園、年8～１1回の園庭解放（なかよしひろ
ば）を実施した。

76
再掲

「放課後チャレンジスクールの
推進」

子どもの居場所づくりのために、
放課後チャレンジスクールを推
進します

教区委員会
生涯学習部

生涯学習振興課

・事業名：チャレンジスクール推進事業
・開催日：チャレンジスクールによる
・会場：チャレンジスクールによる
・延べ参加者数：120,500名
・すべての市立小学校において、実施計画に基づいた計画的なチャレンジス
クールを実施した。

77 「スポーツもできる多目的広場の
整備」

市が所有する未利用地や遊休
地などを活用し、気軽に身近な
スポーツを楽しむことができる多
目的広場の整備を推進します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

スポーツもできる多目的広場1か所の設計を行った。

建設局
土木部

道路環境課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、東浦和駅周辺など
のネットワーク路線において自転車通行環境整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり
推進課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、自転車通行環境
整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

保健福祉局
保健部

健康増進課

市民等の生活習慣病予防に加え介護予防の推進を図るため、さいたま市健康
マイレージを実施した。

79 「スポーツ施設の整備」

スポーツ活動の場や機会の提供
を目的として、スポーツ施設の効
果的及び効率的な整備を図りま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・ 「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針」で示された方向性であ
る「地域のスポーツ環境の整備」と「新たな交流を創出するスポーツ拠点の整備」
の具体化に向け、さいたま市の中長期的なスポーツ施設の在り方を定めるス
ポーツ施設の整備計画を策定するため、「さいたま市スポーツ施設の整備・運営
に関する指針推進会議」を開催した。

80 「みそのウイングシティの開発」

埼玉スタジアム２〇〇２、埼玉高
速鉄道、浦和美園駅、国道４６３
号線バイパス等に接する恵まれ
た立地特性を生かし、スポーツ・
交流・自然をテーマに、副都心
にふさわしい魅力的な市街地の
形成を図ります。

都市局
まちづくり推進部

浦和東部
まちづくり事務所

①浦和東部第一特定土地区画整理事業の推進
②大門下野田特定土地区画整理事業の推進

78
再掲

「みちづくりと連携したウォーキ
ング・サイクリングの促進」

安全・安心に配置した道路の整
備を図るとともに、ウォーキング・
サイクリングを促進します。

74
再掲

「グラウンドの芝生化推進」

身近な緑を増やすため、公園の
芝生化を引き続き推進します。
また、芝生化した学校や公立保
育園の芝生の管理に当たって
は、市民との協働や民間企業か
らの技術支援など、地域社会と
の連携による維持管理を行いま
す。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

81 「産学官連携スポーツ振興事業
の促進」

産学官の連携により、それぞれ
が持つ情報・技術等を融合し、
活用することによって効果的・効
率的なスポーツの振興を図りま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

　芝浦工業大学（学）、株式会社明治（産）との連携により高齢者向けのスポーツ
教室を開催した。

　事  業  名：高齢者健康スポーツ教室
　開  催  日：平成30年5月14日～10月29日　毎週月曜日　全25回
　会　　　場：芝浦工業大学大宮キャンパス 学内運動施設
　参加人数：50名（参加者延数：825名）

82 「公認グラウンド・ゴルフ場の整
備」

健康増進や生きがいづくり推進
のため、公認のグラウンド・ゴル
フ場を西区宝来に整備します。

保健福祉局
長寿応援部
高齢福祉課

・平成30年4月　開所（整備完了）
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◎連携分野（都市計画）　基本施策①スポーツ施設の整備

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

都市局
都市計画部
都市公園課

次の新設公園において、芝生化を実施
・（仮称）大門上・下野田１号公園
・（仮称）蓮沼下２号公園
・まほら公園
・さいたま新都心公園

子ども未来局
幼児未来部

保育課

保育園における芝生の維持管理を実施した。

教育委員会
管理部

学校施設課

H30年度芝生維持管理業務（刈込・除草・目土・補植・施肥・巡視・エアレーショ
ン等）実施校
神田小・谷田小・三室小・岸町小・蓮沼小・大宮南小・桜木小・本太小・沼影小・
美園小・城北小・日進北小・与野西北小・見沼小・大宮西中・宮前中・与野南中・
慈恩寺中・田島中・さくら草特別支援学校

84
再掲

「スポーツ施設の効率的・効果
的な整備・運営に関する指針の
策定・推進」

市民がスポーツをする場所や機
会を増やしていくため、「公共施
設マネジメント計画・第1次アク
ションプラン」を踏まえつつ、ス
ポーツ施設の整備・運営に関す
る指針を策定し、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を
目指します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・ 「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針」で示された方向性であ
る「地域のスポーツ環境の整備」と「新たな交流を創出するスポーツ拠点の整備」
の具体化に向け、さいたま市の中長期的なスポーツ施設の在り方を定めるス
ポーツ施設の整備計画を策定するため、「さいたま市スポーツ施設の整備・運営
に関する指針推進会議」を開催した。

85
再掲

「スポーツもできる多目的広場の
整備」

市が所有する未利用地や遊休
地などを活用し、気軽に身近な
スポーツを楽しむことができる多
目的広場の整備を推進します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

スポーツもできる多目的広場1か所の設計を行った。

86
再掲

「みそのウイングシティの開発」

埼玉スタジアム２〇〇２、埼玉高
速鉄道、浦和美園駅、国道４６３
号線バイパス等に接する恵まれ
た立地特性を生かし、スポーツ・
交流・自然をテーマに、副都心
にふさわしい魅力的な市街地の
形成を図ります。

都市局
まちづくり推進部

浦和東部まちづくり
事務所

①浦和東部第一特定土地区画整理事業の推進
②大門下野田特定土地区画整理事業の推進

87
再掲

「「さいたま市国際スポーツタウ
ン構想」の推進」

「日本一のスポーツ先進都市　さ
いたま」の実現を目標に「国際ス
ポーツタウン構想」を推進しま
す。このなかで、本市のスポーツ
の拠点施設となる「（仮称）さいた
まスポーツシューレ」の整備促進
を図ります。

スポーツ部
スポーツ部

スポーツ政策室

さいたまスポーツシューレ開設
スポーツ施設事業者・輸送・宿泊・飲食の事業者等とのネットワーク型スポーツ
シューレ連携協定締結とともに（仮称）さいたまスポーツシューレ開設します。平
成31年3月19日に地元スポーツ団体、地元企業、ICT企業、大学と連携協定を締
結しました。

88
再掲

「公認グラウンド・ゴルフ場の整
備」

健康増進や生きがいづくり推進
のため、公認のグラウンド・ゴル
フ場を西区宝来に整備します。

保健福祉局
長寿応援部
高齢福祉課

・平成30年4月　開所（整備完了）

83
再掲

「グラウンドの芝生化推進」

身近な緑を増やすため、公園の
芝生化を引き続き推進します。
また、芝生化した学校や公立保
育園の芝生の管理に当たって
は、市民との協働や民間企業か
らの技術支援など、地域社会と
の連携による維持管理を行いま
す。
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◎連携分野（都市計画）　基本施策②スポーツと連携したまちづくり

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

建設局
土木部

道路環境課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、東浦和駅周辺など
のネットワーク路線において自転車通行環境整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり推
進課

・「さいたま市自転車ネットワーク整備計画（H26.4)」に基づき、自転車通行環境
整備を実施した。
・平成30年度末までに約11km（累計93㎞）の整備が完了する見込み。

保健福祉局
保健部

健康増進課

市民等の生活習慣病予防に加え介護予防の推進を図るため、さいたま市健康
マイレージを実施した。

西区
区民生活部

コミュニティ課

タオルや選手サイン色紙等、大宮アルディージャに関する様々なグッズを展示
し、情報発信を行った。

浦和区
区民生活部
地域商工室

サッカーのまち浦和をＰＲするため、区の色である赤を基調として、浦和区の地域
資源である浦和レッドダイヤモンズのチームエンブレムなどを配置したフラッグを
作製し、区内各所の商店街街路灯等へ掲出。
・事業名：サッカーのまち浦和サッカーフラッグ作製及び配付業務
・実施時期：平成30年12月～平成31年2月
・作製枚数：1,500枚

「Ｊリーグ2チームのカラーを活用
した景観づくり」

商店街等において、本市をホー
ムタウンとするＪリーグ２チームの
カラーを活用した景観づくりを推
進し、地域の活性化や賑わいの
創出を図ります。

90

89
再掲

「みちづくりと連携したウォーキ
ング・サイクリングの促進」

安全・安心に配置した道路の整
備を図るとともに、マップの作成
等を行い、ウォーキング・サイクリ
ングを促進します。
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◎新規・追加事業

No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

91 北区野球教室の開催

子どもたちの体力向上やストレス
の解消など、心身両面にわたる
健全育成や交流を促進するとと
もに、野球の楽しさに触れなが
ら、基本的な技術の向上を図る
ことを目的とする。

北区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：平成30年度 北区野球教室
・開催日：平成30年11月23日（祝・金）
・会場：さいたま市立日進小学校グラウンド
・参加者数：48名
・女子プロ野球チーム「埼玉アストライア」の選手の指導のもと、子どもたちを対象
とした野球教室を開催した。

92 桜区親子フットサル体験の開催

桜区の地域資源であるレッズラ
ンドを活用し、気軽に楽しめるス
ポーツ「フットサル」を親子で一
緒に体験するイベントを開催。

桜区
区民生活部

コミュニティ課

フットサルに特化したイベントであったことなどで、集客に課題を残したと検証し、
サクラ・スポレクに発展・統合させ開催した。

93 サクラチャリフェスの開催

自転車の利用を通して、桜区の
地域資源である荒川沿いの自然
を満喫するとともに、自転車の安
全意識と健康意識がともに向上
する契機とするため、実行委員
会との協働により開催。

桜区
区民生活部

コミュニティ課

自転車に特化したイベントであったことなどで、集客に課題を残したと検証し、
サクラ・スポレクに発展・統合させ開催した。

94 サクラ・スポレクの開催

体を動かし参加者同士の交流を
図ることで「健幸」にもつながると
ともに、親子の絆を深め、スポー
ツなどを通して、親子・三世代で
一緒に楽しめるイベントを開催。

桜区
区民生活部

コミュニティ課

事業名：サクラ・スポレク
期　日：平成30年12月2日（日）
会場：秋ヶ瀬公園内西洋庭園
参加者：約3,000人

95 桜区駅からハイキングの開催

桜区の魅力を広く区内外に発信
するため、区内の地域資源の各
所を巡るコースを設定し、桜区の
自然・歴史・文化を参加者に歩
きながら知ってもらうイベントを、Ｊ
Ｒとの共催により開催。

桜区
区民生活部

コミュニティ課

事業名：桜区駅からハイキング
期　日：平成31年３月14日（木）～16日（土）
コース：西浦和駅から中浦和駅まで桜区内周遊（約7.5km）
参加者：1,274人（3日間合計）

96 楽しく歩こう ウォーキング教室

楽しみながら体を動かすことや、
生活習慣への意識を高めること
による「健幸づくり」を進めること
を目的に開催する。
　また、ウォーキングのすそ野を
広げるだけでなく、地域コミュニ
ティづくりにも役立つものと期待
できる。
　内容としては、元さいたま市体
育指導委員による「ウォーキング
講習」と栄養士による「健幸講
話」を予定している。

緑区
区民生活部

コミュニティ課

・事業名：楽しく歩こう 緑区ウォーキング教室
・実施内容：緑区民の「健幸づくり」を進めるためのウォーキング教室及び緑区保
健センター職員による健幸講話
・開催日：平成30年6月3日
・会場：緑区役所3階大会議室
・参加人数：32人
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

97 笑いを取り入れた健康体操

高齢者を支援する各種団体等と
連携して笑いを取り入れた健康
体操のサポーターを養成し、身
近な地域で高齢者でも無理なく
健康づくりができるような地域環
境の整備を推進します。

岩槻区
健康福祉部
高齢介護課

笑いを取り入れた健康体操のサポーターを対象としてフォローアップ講座を開催
し、20名が受講しました。フォローアップ講座を受講したサポーターが中心とな
り、笑いを取り入れた健康体操が各地域で約300回開催され、延べ6,400人の参
加がありました。

98 地域と連携したCO2排出削減
促進（COOL CHOICE）事業

環境未来都市の実現に向け、国
やＪリーグクラブ（浦和レッズ、大
宮アルディージャ）との連携を図
りながら、エコカーの普及を始め
とする地球温暖化対策のための
国民運動「COOL CHOICE（＝
賢い選択）」の普及啓発を広く推
進する。

環境局
環境共生部

環境未来都市
推進課

・事業名：「さいたまサッカーフェスタ」と連携した普及啓発活動
・開催日：平成３０年９月２４日（月）
・会場：NACK５スタジアム
・ブース来場者数：約2,000名
・「COOL CHOICE」等のＰＲを浦和レッズ、大宮アルディージャと連携することに
より開催した。

99 食品ロス削減事業

スポーツイベントや様々なスポー
ツ活動と環境負荷低減活動が連
携することにより、市民の環境意
識の向上を図る。

環境局
資源循環推進部
資源循環政策課

食品ロスの削減について広く市民へ周知を図るため、サッカースタジアムの大型
映像装置において映像を映写し、場内アナウンスを行った。
①実施日：平成30年4月7日（土）
　 実施場所：埼玉スタジアム2002
②実施日：平成30年7月15日（日）
　 実施場所：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

100 部活動指導員配置事業

部活動を充実及び活性化させ
るとともに、
教員の負担軽減を図るために
任用される部
活動指導員を配置します。

教育委員会
学校教育部
指導１課

単独で指導及び引率ができる部活動指導員を、中学校18名、高等学校に3名、
合計21名を中学校６校、高等学校１校に配置した。

101 スポーツと食育の連携

日常生活をより健康的に送り、ス
ポーツを活発に行うためにも食
育を推進します。

教育委員会
学校教育部
健康教育課

【フランスの食文化を感じる学校給食】
11月4日（日）に開催された「Ｊ：ＣＯＭpresents2018ツール・ド・フランスさいたまク
リテリウム」に合わせて、子どもたちが食を通じて外国への興味関心を高めること
を目的として、学校給食にフランスの料理を取り入れた「フランスの食文化を感じ
る学校給食」を全ての市立小・中・特別支援学校（１６２校）において実施。
実施日：10月16日（火）～11月2日（金）  162校
実施内容：実施期間内に各学校が実施日を決めて、1日分の給食に1食分全て
または1～2品のフランス料理の取り入れ
献立例：①ガーリックフランスパン、牛乳、ブイヤベース、フレンチサラダ、ブラマ
ンジェ
②ソフトフランスパン、牛乳、ポテトグラタン、ラタトゥイユ、キャロットラペ

102 スポーツシューレ等施設整備事
業

新たな交流を創出するスポーツ
拠点として「（仮称）さいたまス
ポーツシューレ」を整備し、ス
ポーツ大会、合宿等を誘致しま
す。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

スポーツシューレ構想策定。
引続き、大宮けんぽグラウンド2区画借り上げを継続し、市民利用を推進した。ま
た大会等を誘致をしたほか、最新の知見・技術を取り入れた実証プロジェクト等
を実施した。

103 さいたまサッカーフェスタの開催

浦和駒場サッカーフェスティバ
ルを拡大して、「浦和レッズ２５周
年記念展示」や「埼玉サッカー１
００年の記念展示」なども併設し
て、内容は、従来の少年・少女
サッカー教室に加え、「浦和レッ
ズOBvs大宮アルディージャOB」
というさいたまダービーをメインイ
ベントに実施。
　また、さいたま市環境局の取り
組む「COOL　CHOICE」とも連
携し、サッカー教室参加者や、
OB戦の観戦者に対して、啓発
活動を実施。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・事業名：さいたまサッカーフェスタ2018
・開催日：平成30年9月24日（月）
・会場：NACK5スタジアム大宮
・参加者：5,177名
・「浦和レッズOBvs大宮アルディージャOB」のさいたまダービー、OBによるサッ
カー教室を浦和レッズ、大宮アルディージャと連携することにより開催した。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 平成30年度施策・事業の実施結果

104 銭湯ランニングステーション
事業

さいたま市スポーツ振興まち
づくり計画の数値目標の筆頭
に掲げる「成人の週1回以上
のスポーツ実施率70％」達成
に向け、特にスポーツに親し
む時間の少ない20～50代のス
ポーツ実施の機会を広げる取
組の一つとして、市内11か所
の銭湯の協力を得て、平成28
年10月1日から「銭湯ランニ
ングステーション」を実施し
ています。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

事業については継続中
講習会等の実施なし

105 女子スポーツ競技力向上支援
業務

女子スポーツの競技力向上を図
り、スポーツのまちづくりを推進
するために、市内の女子小中学
生を対象として、サッカー、野球
を始めとしたスポーツで、プロ・ア
マトップスポーツチームの選手・
コーチ等から指導を受けられる
機会を提供する「ステップアップ
セミナー」を開催します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

【サッカー】
日時：平成30年9月24日（月・祝）
場所：NACK5スタジアム大宮
講師：大宮アルディージャ
参加者：38名
日時：平成30年2月17日（土）
場所：浦和駒場スタジアム　補助競技場
講師：アーセナルサッカースクール
　　　  コーチングディレクター
参加者：38名

【野球】
日時：平成30年12月16日（日）
場所：市営大宮球場
講師：埼玉アストライア
参加者：32名

106 ラグビーワールドカップ2019 公
認チームキャンプ地整備事業

本市のスポーツ振興及びスポー
ツに関する市民意識の醸成を図
り、本市の都市イメージを国内外
に発信するた
めに、平成31 年度に開催される
ラグビーワールドカップ2019 大
会に向けて、世界のトップチーム
を受け入れるた
めの公認チームキャンプ地を整
備します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

・練習グラウンドの芝等の整備及びゴールポストの設置（平成30年７月末に整備
工事完了、8月に完成イベント実施）

・市内で開催されるイベント等へPRブースを出展（10件）

107 バスケットボールコート整備事業

東京2020大会への機運醸成を
高めるため、市内にバスケット
コートを整備します。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ振興課

バスケットコート1件整備
平成31年度整備予定箇所2件の設計

108 障害者向けサッカー教室(講座)
の開催

障害のある方が受講者同士の交
流を通じて、自己表現や自己実
現の機会となるよう、趣味・生き
がい等の社会参加への促進を
図ることを目的とする。

保健福祉局
福祉部

障害者総合支援セ
ンター

※対象者：市内在住又は在勤で、18歳以上の障害のある方
・講座名：障害者のレッツ遊ボール
・開催日：平成30年6月5日(火)
・会場：レッズランド
・受講者：24名
・浦和レッズハートフルクラブの指導のもと、障害者向けサッカー教室を開催。

・講座名：ふれあいサッカー教室
・開催日：平成31年2月11日(月・祝)
・会場：堀崎公園　グラウンド
・受講者：18名
・大宮アルディージャ専属コーチの指導のもと、障害者向けサッカー教室を開
催。
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ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入について 

【キャンプ受入期間】 

令和元年９月１０日（火）～９月１７日（火） 

 

【キャンプ実施場所】 

レッズランド（桜区下大久保） 

 

【滞在チーム】 

ロシア代表チーム 

 

【気運醸成・PR イベント】 

 市内で開催されるイベント等への PR ブース出展や体験イベントの実施により、ラグビー

ワールドカップ 2019 日本大会の開催及び本市がロシア代表チームの公認チームキャンプ

地であることを広く市民に周知するとともに大会気運の醸成を図った。 

 

○平成３０年度 

・さいたま SPORTS Festival 2018（５月１２日・１３日 さいたまスーパーアリーナ） 

  ※オリンピック・パラリンピック部との協力事業 

・鉄道ふれあいフェア（５月２６日 JACK 大宮南側広場） 

  ※市都市整備公社との共同出展 

・天然芝ラグビー場完成キックオフ記念イベント（８月２６日 レッズランド） 

  ※レッズランドとの共催事業 

 ⇒ラグビー場の完成セレモニーと市内ラグビースクール所属小学生による交流会を開催 

  
 

・開催１年前イベント（９月２３日 熊谷ラグビー場） 

  ※開催都市（埼玉県・熊谷市）との協働事業 

 ⇒PR ブースの出展（観光国際課による出展） 

・桜区区民ふれあいまつり（１０月２０日 サイデン化学アリーナ） 

  ※桜区との協力事業 

 ⇒タグラグビー体験教室の実施 
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ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入について 

○令和元年度 

・国際友好フェア（５月３日・４日 市民の森・見沼グリーンセンター） 

  ※市国際交流センターとの協力事業 

 ⇒ロシア料理店（３店舗）とのコラボによる PR 

・さいたま SPORTS Festival 2019（５月１１日・１２日 さいたまスーパーアリーナ） 

  ※オリンピック・パラリンピック部との協力事業 

・鉄道ふれあいフェア（５月２５日 JACK 大宮南側広場） 

  ※市都市整備公社との共同出展 

・小学生タグラグビー教室（６月１日 レッズランド天然芝ラグビー場） 

  ※市ラグビーフットボール協会との協力事業 

⇒小学生を対象としたタグラグビー教室の実施 

⇒堀越正己氏（元ラグビー日本代表）による講演の実施 

   
 

・ラグビーフェスティバル（６月２日 熊谷ラグビー場） 

  ※開催都市との協働事業 

・開催１００日前イベント（６月１６日 鐘塚公園） 

  ※開催都市との協働事業 

 ⇒ロシア代表チーム歓迎フラッグの作成 

・ロシア講座（６月２９日 国際交流センター） 

  ※市国際交流センターとの協力事業 

 ⇒ロシア人講師によるロシア文化の体験講座 

・さいたま市花火大会各会場での PR（７月２８日、８月１０日・１７日） 

 ⇒花火大会３会場で場内アナウンスによる来場者へのキャンプ地 PR 

・日本代表壮行試合パブリックビューイング（９月６日 浦和パルコ店内） 

  ※浦和パルコ店の協力のもと、開催都市との協働事業 

 ⇒ラグビーワールドカップ 2019 日本大会開催前最後の代表戦のパブリックビューイン

グを開催 

・ロシア代表チームキャンプ中に「さいたまの水」提供（水道局による提供） 

・歓迎フラッグプロジェクト（イベント時に実施） 

 ⇒イベント参加者によるロシア代表チームへの歓迎メッセージの記入 



ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入について 

【市民交流イベント】 

本市のラグビー競技の普及発展とスポーツ振興を図るため、ラグビーワールドカップ

2019 日本大会に出場するロシア代表チームとのラグビー競技を通じた市民交流を実施し

ました。 

 

１．市長表敬訪問 

ロシア代表チームのコーチ及び選手が市長を表敬訪問し、市民等による歓迎セレモニー

を実施しました。 

日時：９月１２日（木） １５時４５分～１６時２０分 

会場：①さいたま市役所本庁舎１階正面玄関 

    ②さいたま市役所本庁舎４階市長室 

内容：①歓迎セレモニー／花束贈呈、写真撮影、ロシア代表選手による挨拶 

    ②市長表敬訪問／記念品贈呈、写真撮影、歓談 

  
 

２．チームウエルカムセレモニー 

 本大会最初に行われる公式行事で、ラグビーワールドカップ出場を果たしたチームのト

ーナメントでの活躍を祈願するセレモニーを実施しました。 

日時：９月１４日（土） １８時３０分～１９時４０分 

会場：プラザウエスト さくらホール 

内容：和太鼓演奏、キャップ・メダル贈呈式、自治体代表スピーチ、記念品贈呈等 

  
 

 

 



ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ受入について 

３．高校生ラグビークリニック 

 市内高等学校ラグビー部員とロシア代表チームとのラグビー競技を通じた市民交流とし

て、ラグビークリニックを実施しました。 

日時：９月１５日（日） １０時～１１時 

会場：レッズランド 

内容：歓迎セレモニー／ラグビー部員代表による歓迎スピーチ、記念品贈呈、記念撮影 

    ラグビークリニック／ロシア代表チームによるデモンストレーション、ラグビー

部員への実技指導 
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1 名 称 J:COM presents 2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
(J:COM presents 2019 TOUR DE FRANCE SAITAMA CRITERIUM)

2 主 催 一般社団法人さいたまスポーツコミッション

3 共 催 埼玉県、さいたま市、公益社団法人さいたま観光国際協会
Ａ.Ｓ.Ｏ.（Amaury Sport Organisation）

4 特別協力 2019さいたまクリテリウム推進委員会

5 競技主管 公益財団法人日本自転車競技連盟

6 後 援 経済産業省、観光庁、スポーツ庁、自転車活用推進本部
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構

7 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｨﾝｸﾞｽﾎﾟﾝｻｰ 株式会社ジュピターテレコム(J:COM)

8 ｵﾌｨｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰ 朝日新聞社、読売新聞東京本社

9 日 時 2019年10月27日（日）１０ ００ １７ ００

10 会 場 さいたま新都心駅周辺

■コース図（1周約3.5㎞）

参考 2018年コース図

２０１９ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催概要（結果）について

１.大会概要

 Yuzuru SUNADA

資料 ６



２０１９ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催概要（結果）について

１ ツール・ド・フランス2020 ルートプレゼンテーション
①日 時 １０月２６日（土）１３ １５ １３ ５０
②会 場 メインステージ 観覧場所 さいたまスーパーアリーナ内
③内 容 2020年のツール・ド・フランス本大会コースの見どころ紹介

２ J:COM presents 2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
チームプレゼンテーション

①日 時 １０月２６日（土）１４:００ １４:５０
②会 場 メインステージ 観覧場所 さいたまスーパーアリーナ内
③内 容 ２０１９ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム出場選手の紹介
④参加者 国内外出場選手

３ さいたま市内交流会
①日 時 １０月２６日（土）１６ ００ １７ ２５
②会 場 メインステージ 観覧場所 さいたまスーパーアリーナ内
③内 容 ・空手体験

国際ジュニア大使による空手の紹介（英語で紹介）
高校空手部による演舞
選手による空手体験

（海外招聘選手４名と大会アンバサダー１名）
・サッカー・自転車対決

浦和レッドダイヤモンズ・大宮アルディージャOB 各２名
選手とのキックターゲット対決等

（海外招聘選手４名）

４ 前夜祭
①日 時 １０月２６日（土）１９ ３０ ２１ ００
②会 場 ラフレさいたま ３階「櫻ホール」
③参加者 招待者・出場選手・チーム関係者等

2

２.大会前日イベント

 SSC ／saitama city ／Yuzuru SUNADA



１ 放 送 テレビ埼玉 事前告知番組 １０月２５日（金）１９ ３０ ２０ ００
ＦＭ ＮＡＣＫ５ 事前告知スポットＣＭ １０月１２日（土） １０月２６日（土）
Ｊ ＣＯＭ＋Ｊ SPORTS １０月２７日（日）１４ ３０ １７ ３０
テレビ東京系列（６局ネット） １０月２７日（日）１６ ００ １７ １５

２ スケジュール
①11:15 12:00 一般体験走行 （参加者 ２４５人）
②11:55 12:40 オープニングセレモニー・オープニング走行
③12:50 13:15 スプリントレース 予選ラウンド
④13:30 14:10 タイムトライアルレース（チーム・個人）
⑤14:15 14:25 スプリントレース 決勝
⑥14:55 16:10 クリテリウムメインレース （１７周）
⑦16:30 17:00 表彰式

３ 来場者数【算出中】

４ 経済波及効果・広告換算値 【算出中】

５ パブリックビューイング
①コクーン２ コクーンひろば（オリパライベント会場）
②こうのすシネマ（鴻巣市内）
③J:COM Wonder studio（スカイツリー内）

3

３.Ｊ:ＣＯＭ presents ２０１９ ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム大会当日の概要

 Yuzuru SUNADA

２０１９ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催概要（結果）について
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４.レース結果

＜メインレース＞ 海外招聘選手６チーム２５名・国内参加選手７チーム２６名

表彰区分 表彰者（国籍） チーム名

個人優勝 新城 幸也（日本） ツール・ド・フランス ジャパンライダー

ポイント賞 マッティオ・トレンティン（イタリア） ミッチェルトン・スコット

山岳賞 ロメン・バルデ（フランス） アージェードュゼール ラ・モンディアル

最優秀新人賞 エガン・ベルナル（コロンビア） チーム イネオス

敢闘賞 ヤコブ・フグルサング（デンマーク） アスタナ プロチーム

総合１位チーム ミッチェルトン・スコット

日本人総合１位チーム チーム右京

＜スプリントレース＞ 海外招聘選手５チーム７名・国内参加選手７チーム７名

表彰区分 表彰者（国籍） チーム名

スプリントレース優勝 黒枝 咲哉（日本） シマノレーシング

＜チームタイムトライアルレース＞ 海外招聘選手６チーム１８名・国内参加選手７チーム２１名

表彰区分 表彰チーム名

チームタイムトライアル優勝 シマノレーシング

＜参考記録 個人タイムトライアルレース＞ パラサイクリング選手７組８名・女子選手５名・男子ジュニア２名・アマチュア４名

区 分 １位（出身） チーム名

パラサイクリング 倉林 巧和(群馬県)  木村 和平(北海道) ＊タンデム自転車 MB

女子 内野 艶和（福岡県） 祐誠高校

男子ジュニア 津田 悠義（愛知県） 三好高校

アマチュア 松﨑 琢仁（埼玉県） サイタマサイクルプロジェクト

２０１９ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催概要（結果）について



１大会名 第５回さいたま国際マラソン（英文名 ５th Saitama International Marathon）
兼 マラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジ  東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会 

２主 催 日本陸上競技連盟、埼玉県、さいたま市、読売新聞社、日本テレビ放送網

３後 援 スポーツ庁（申請中）、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会、越谷市、越谷市教育委員会、
埼玉県スポーツ協会、さいたま市スポーツ協会、越谷市体育協会、さいたまスポーツコミッション、報知新聞社、
テレビ埼玉、文化放送、FM NACK5、ＪＲ東日本大宮支社、東武鉄道、埼玉新都市交通、埼玉高速鉄道

４主 管 埼玉陸上競技協会

５運営協力 さいたま市陸上競技協会 （ファンラン部門）

６特別協賛 りそなグループ（りそな銀行 埼玉りそな銀行）

７協 賛 本田技研工業、プーマ ジャパン株式会社、ダスキンレントオール
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、マイケア

８協 力 KNTーCTホールディングス株式会社、株式会社フォトクリエイト

９期 日 2019年12月7日(土)・8日(日)

10会 場 12月7日(土) 駒場運動公園
12月8日(日) さいたまスーパーアリーナ（スタート／フィニッシュ）

※８ｋｍの部は駒場運動公園フィニッシュ

■第５回さいたま国際マラソン・大会概要

１

第４回さいたま国際マラソン
代表チャレンジャーの部スタートの様子

資料７



２

■第５回さいたま国際マラソン・コース

第４回大会から変更なし



３

■第５回さいたま国際マラソン・エントリー数等

第５回さいたま国際マラソン・エントリー数 【令和元年10月６日現在 暫定値】

代表チャレンジャーの部（女子） １８５人

フルマラソン一般の部（男女） １５，６７５人

フルマラソン女子ビギナーの部 ４４７人

８ｋｍの部 １，６４４人

１．５ｋｍの部 ２７４人

親子ランの部（１．５ｋｍ） ８０１組（１，６０２人）

車いすの部（１ｋｍ） １７人

２時間チームランの部 １５４組（８１９人）

【合 計】 ２０，６６３人 （国内、国外招待選手を除く）

大会ボランティア申込数・・・・募集目標５，０００人に対し、令和元年１０月２８日 現在 ５，０３０人



■審議会の位置づけ及び計画策定の進め方 
１．審議会の位置づけ 
（１）審議会の設置目的 

「さいたま市スポーツ振興審議会条例」（平成１３年５月１日施行）に基づき、地方スポーツ推
進計画その他スポーツの推進に関する重要事項の調査審議、スポーツ団体に対する補助金の交付に
ついての意見聴取及び市⾧の諮問に応じて本市のスポーツの振興に関する事項について調査審議
するための附属機関として設置 

 
２．計画策定の進め方 

（１）計画の策定目的・位置づけ 
・市民等の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び活力ある市の実現に寄与すること

を目的として制定された、さいたま市スポーツ振興まちづくり条例（平成 22 年３月 25 日条例
第 14 号）第８条に基づき、スポーツ振興まちづくりの具体的な施策について総合的な推進を図
るための基本的な計画として策定 

・スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第 10 条の「地方スポーツ推進計画」として位置づけ 
 

（２）計画期間 
・令和３（２０２１）年度から１２年度（２０３０）までの１０年間 

 ・令和７（２０２５）年度に中間見直しの予定 
 

（３）次期計画策定の検討体制 
〇さいたま市スポーツ振興審議会 

内  容 計画の策定及びスポーツ振興に関
する事項について、市⾧の諮問に
応じ調査、審議 

委  員 ２０人以内（学識経験者、関係団
体の代表者、公募による市民） 

委員任期 令和元年７月２９日 ２年間 
 
〇意見聴取 

内  容 計画に市民意見、市民意識を反映
させるため、パブリックコメント
のほか、スポーツ関連団体や広範
な分野の団体、学識者等へヒアリ
ング調査を実施する。 

 
〇さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 

庁内連絡会議 
内  容 スポーツ振興まちづくり計画を 

策定するにあたり、庁内の連絡調整 
を行うため設置 

委  員 ２０名程度（関係所管課職員） 
設置時期 令和元年１１月（予定） 

 

 

（４）策定スケジュール 
 
 
 

 

審議会

市
意見聴取

【有識者・

関係団体等】

検討体制イメージ図 

意見 
答申 

意見 

諮問 

連絡調整 

庁内連絡会議 

事務局（スポーツ政策室）

第２回審議会 ［令和2年３月中旬頃］ 
① 計画骨子案についての審議 

第３回審議会 ［令和2年7 月中旬頃］ 
① 計画素案の審議 

第４回審議会 ［令和2年１１月中旬頃］ 
① 議会、パブコメ等結果の報告 

第１回審議会 ［令和元年 11 月１日］ 
① 現行計画等の概要  ② 本市のスポーツの現況と課題 
③ 次期計画の検討事項と視点 ④ 計画策定の進め方 

答  申 ［７月中旬］ 

令
和
2
年
度 

諮  問 
令
和
元
年
度 

第５回審議会 ［令和 3 年 3 月頃］ 
①次期計画の報告 

計画の公表 

庁内連絡会議（現行計画の意見集約） 

委員からの意見聴取（文書等による照会を想定） 

庁内連絡会議（骨子案についての意見集約） 

庁内連絡会議（計画素案の意見集約） 

市民意識調査実施、集計 関係団体ヒアリング 等 

委員からの意見聴取（文書等による照会を想定） 

庁内連絡会議（素案の報告） 

都市経営戦略会議 教育総合会議 他庁内調整 

議会への素案の報告（9 月議会） 

パブリックコメント実施 

庁内連絡会議（結果の報告）  

議会への結果報告（2 月議会） 

資料８－１ 
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【さいたま市の関連施策】 

さいたま市スポーツ施設の 
整備・運営に関する指針 

［平成29年3月策定］ 

さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 
［計画期間 平成23年度 令和2年度］

さいたま市 
国際スポーツタウン構想 

［平成28年3月策定］ 

さいたま市スポーツ振興 
まちづくり条例 

［平成22年4月施行］ 

◯さいたま市成⾧加速化戦略 
［計画期間 平成29年度 令和2年度］ 

◯さいたま市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

［計画期間 平成27年度 令和元年度］ 等 

 2020さいたま希望
ゆ め

のまちプラン さいたま市総合振興計画 
（基本構想･後期基本計画） ［後期基本計画期間 平成26年度 令和2年度］

■本市を取り巻くスポーツの現況と課題 
１．上位計画・関連計画等の概要  

スポーツを取り巻く現在の状況 

（１）体系図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８－２ 

【国の関連施策】 
◯スポーツ基本法［平成23年8月施行］ 
◯第２期スポーツ基本計画［計画期間 平成29年4月 令和3年3月］ 
◯スポーツ立国戦略［平成22年8月策定］ 

【県の関連施策】 
◯埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例［平成１９年４月施行］ 
◯埼玉県スポーツ推進計画（第２期計画）［計画期間 平成３０年度 令和４年度］ 
〇埼玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する指針［平成２０年１月施行］ 
◯東京 競技大会 

埼玉県推進基本計画［平成２８年度 ］ 
〇埼玉県５か年計画［平成２９年度 令和３年度］ 
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（２）国の関連施策等の現状 

①スポーツ基本法 
「スポーツ振興法」の制定から50年が経過し、スポーツをめぐる状況の変化に対応するため、平

成23年に新たに「スポーツ基本法」が制定された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②第２期スポーツ基本計画 

スポーツ基本法に基づき、平成２４年３月に策定した第１期計画の改定を行い、平成29年４月か
らの5年間スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、スポーツ立国の実現を目指す
うえで重要な指針となるべく制定された。 
 

 

 

 
 

   

   

 
 
 
 
 
 

 
 

③スポーツ立国戦略 
「スポーツ基本法」の制定に先駆け、今後10年間を見据えたスポーツ立国の実現に向けて必要と

なる施策全体を示すために策定された。 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

スポーツは、世界共通の人類の文化である（前文） 
■基本理念（要約） 
 ①自主的、自立的にスポーツを行うことができるようにする 

②学校、スポーツ団体、家族、地域等の相互連携 
③スポーツを通じた地域の交流基盤の形成 
④心身の健康保持、安全確保 
⑤障害者スポーツの推進 
⑥競技水準の向上により、国際競技大会等で優秀な成績を収める 
⑦国際相互理解の増進及び国際平和に寄与 
⑧スポーツ活動の公正かつ適切な実施 

■基本的施策 
〇国、地方公共団体は、スポーツに関する施策の制定、実施の責務を有する。 

  ・国はスポーツ基本計画を定め、地方公共団体は地方スポーツ指針計画を定めるよう努める。 
 〇スポーツの推進のための基礎的条件の整備 
  指導者の養成、スポーツ施設の整備、学校施設の利用、 
 〇多様なスポーツ機会の確保のための環境の整備 
 〇競技水準の向上等 
 

スポーツ立国の実現を目指す指針と具体的施策 
■ポイント 
①スポーツ価値を具現化し発信、スポーツの枠を超えて異分野と積極的に連携・協働 

１．「人生」が変わる…人生を健康で生き生きとしたものにできる 
２．「社会」を変える…共生社会、健康⾧寿社会の実現、経済・地域の活性化に貢献 
３．「世界」とつながる…多様性を尊重する世界、持続可能で逆境に強い世界、クリーンで

フェアな世界に貢献 
４．「未来」を創る…オリ・パラ後のレガシーとして「一億総スポーツ社会」を実現 

  ②成果目標 
  ・スポーツ参画人口の拡大…スポーツ実施率、総合型地域スポーツクラブの中間支援 

組織の整備、学校施設やオープンスペースの有効活用等 
 ③「スポーツ庁」創設後の重点施策 
  ・スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現…障害者スポーツ実施率、 

スポーツ市場規模拡大、スポーツツーリズム等 
  ・クリーンでフェアなスポーツの推進…コンプライアンス、ドーピング防止等 

■目指すべき姿 
 新たなスポーツ文化の確立 
■基本的な考え方 
 〇人（する人、観る人、支える（育てる）人）の重視 
 〇連携、協働の推進 
■重点戦略 
 ・ライフステージに応じたスポーツ機会の創造 
 ・世界で競い合うトップアスリートの育成、強化 

・スポーツ界の連携、協働による「好循環」の創出 
 ・スポーツ界における透明性や公平、公正性の向上 
 ・社会全体でスポーツを支える基盤の整備 
→「スポーツ庁」の設置や「スポーツ基本法」の制定等につながる 



3 

（３）県の関連施策等の現状 

①埼玉県５か年計画 
「埼玉県が目指す将来像」の実現に向け、令和３年度までに取り組む重点施策として、以下

の事業が位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例 
「県民の健康及び福祉の増進に資する」ことを目的とし、スポーツ振興のまちづくりに関する 

施策を総合的に実施するため、以下の取組みを行うこととしている。 
 

 

 

 

 

 

 
③埼玉県スポーツ推進計画（第2期計画） 

「埼玉県5か年計画」を踏まえたスポーツ推進に係る部門別計画。令和４年度までを計画期間
とし、以下のような施策が位置付けられている 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

④埼玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する指針 
県において実施する「スポーツ施設の整備及び充実等」についての考え方や推進策をまとめて

いる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑤東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 ラグビーワールドカップ2019      
埼玉県推進基本計画 

東京2020オリ・パラやラグビーW杯の開催決定にあたり、価値あるレガシーを残すために、
具体的な実施内容の検討や推進体制の整備を行うためのもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スポーツ推進に関する目標・施策 
 「スポーツが作る 活力ある埼玉」 
施策１．スポーツ参画人口の拡大 
施策２．子供のスポーツ活動の充実 
施策３.スポーツを通じた地域の活性化 
施策４．世界に羽ばたくトップアスリートの排出 

■スポーツに関する主な施策 
◯子供から高齢者まで誰もが気軽にスポーツに親しめる機会と場の提供 
◯スポーツ・レクリエーションの場としての県営公園などの整備 
◯障碍者スポーツの普及・振興 
◯スポーツ医・科学を活用した拠点施設の設置検討 
◯ラグビーW杯、東京2020オリ・パラの開催支援 
◯国際スポーツ大会等の誘致、開催や開催時の安全確保 
◯スポーツツーリズムの推進 

■スポーツを通じたレガシーの創出 
○スポーツの多様な可能性の実現 
○世界に誇れるおもてなし 
○先進的な取組の世界への発信と地域産業の活性化 
○文化・教育プログラムによる本件の魅力発信と多文化理解  

◯スポーツに関する多様な活動の促進…スポーツをする、見る、学ぶ、支えるの促進など 
◯生涯スポーツの振興…スポーツをする機会の提供、障がい者スポーツの普及、健康の維持 
 増進、高齢者の介護予防など 
◯子どもの体力向上及び学校体育の振興…子供の体力向上、学校体育の振興など 
○スポーツの競技力向上…講習会の開催、指導者の育成及び資質の向上など 
◯施設の整備及び充実…県や民間の資金、土地、施設等を活用したスポーツ施設の充実など 

■考え方及び推進策 
◯県、市町村、県民及び民間事業者との連携・協力の元、スポーツ施設の整備、充実を図る 
◯県所有スポーツ施設の整備、充実…学校体育施設やスポーツ施設を活用し、様々な利用用

途で使用できるようするとともに、適切な情報提供を実施する  
◯市町村所有のスポーツ施設の活用…市町村におけるスポーツ振興のまちづくりを推進する

ほか、相互協力や未利用期間の活用などを行う    
◯スポーツ施設以外の県有地や県有施設の活用 
◯民間の資金、土地及び施設の活用…PFI、指定管理者制度等 
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（４）本市の関連施策等の現状 

①さいたま市総合振興計画 2020さいたま希望のまちプラン 
後期基本計画後期実施計画 

さいたま市総合振興計画後期基本計画に定められた施策を展開するため、令和2年度までに取
り組む主な実施計画事業として、以下の事業が位置づけられている。 

 
 

    

 

 

 

 
②さいたま市成⾧加速化戦略 

「市民・企業から選ばれる都市」の実現に向け、令和2年度までに取り組む重点施策として、
以下の事業が位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

③さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、市町村区域の実情に応じた施策について基本的な計

画が定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④さいたま市国際スポーツタウン構想 
世界が認める「日本一のスポーツ先進都市」を目指し、本市の強みであるスポーツを生かし、

世界から注目される都市となることで、都市の価値、及び機能性、利便性を高めながら、持続可
能な発展を遂げるまちづくりを行っていくことを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤さいたま市スポーツ施設の整備、運営に関する指針 
中⾧期的な視点から、本市が目指すべきスポーツ施設の整備及び運営に関する検討の方向性

が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現に向けて 
◯生涯スポーツの振興 

総合型地域スポーツクラブ支援、スポーツシューレの整備、女子スポーツ支援、 
○スポーツ・レクリエーション環境の充実 
 スポーツ施設の拡充、スポーツ振興基金の活用 
◯スポーツを活用した総合的なまちづくり 

次世代型スポーツ施設の誘致・整備、スポーツコミッション事業 

■地方創生に関する基本的視点及び基本的考え方 
①人口増と「住みやすさ」の向上 
②全ての世代の活躍 
③産業の創出・強化と地域経済の活性化 
④広域連携と交流強化 

■スポーツに関する取組 
 〇市民一人ひとりが元気に活躍する「スマートウェルネスさいたま」 
  すべての市民が、スポーツにかかわることが出来る機会を増やし、生涯スポーツの振興 

及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを進める 

■目指すべき都市像 
①市民からトップレベルまで多くのアスリートが集う都市 
②国際的スポーツ競技の開催環境を持つ都市 
③スポーツ関連イベントを通じてブランド価値を創出する都市 
④スポーツと地域経済が連携した都市 

■スポーツNo.1都市戦略 
◯女子スポーツ支援事業 
◯スポーツコミッション法人化推進事業 
◯さいたまクリテリウムの民間移行 
◯スポーツチームと連携した地域経済活性化 
◯スポーツ施設の拡充とスポーツシューレの整備 
◯スポーツ振興基金を活用した選手の競技力向上 

■スポーツ施設の整備に関する検討 
①地域スポーツ環境の整備 
②新たな交流を創出するスポーツ拠点の整備 

■スポーツ施設の運営に関する検討 
①スポーツ施設の機能充実 
②スポーツ施設の管理運営体制の充実 
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2．スポーツ振興に関する現況を踏まえた課題 
国、県の関連施策等及び本市の関連施策等の現状を踏まえ、これからの本市のスポーツ

振興に対する課題については以下のように考えられる。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スポーツ実施率の向上 

・本市におけるスポーツ実施率については、平成22年度（改革策定時）39.7％
→令和2年度に70％を目標としているが、平成30年度調査において62.8％と
なっており、計画当初より伸びてはいるものの、令和2年度の目標達成までは
まだ開きがある。 

１ 

スポーツを「ささえる」環境の充実 

・スポーツを「する」こと、「みる」こと、「まなぶ」ことのためには、スポーツを
「ささえる」人も必要である。大会の運営支援や少年団、スポーツクラブの運営
支援、指導者、審判の育成支援等、様々な場面で活動するスポーツボランティア
の支援環境を充実させる必要がある。 

３ 東京2020大会を契機としたレガシーの活用 

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において、本市ではサッカー
及びバスケットボールの会場となっており、大会に向けてスポーツフェスティ
バルの開催や市独自のボランティアの取組の検討等様々な取組が実施されてい
る。これらの取組を、オリンピック・パラリンピックの開催期間中だけの一過
性のものとすることなく、オリンピックレガシーとしてきちんと活用していく
必要がある。 

６ 

身近でスポーツをできる場・機会の創出 

・学校体育施設開放事業や多目的広場の整備等を実施し、身近でスポーツが楽し
める場づくりは進めているが、新たな施設の設置には多額の経費が必要であり、
民間力の活用も含めて進めることが求められている。また、ウォーキングマッ
プの作製や各種運動教室の実施等庁内各所管において実施しているが、いつで
も、どこでも、いつまでもスポーツに関わることができる環境とするためには、
もう一歩踏み込んだ取組を実施していく必要がある。 

２ 

スポーツを活用した総合的なまちづくり 

・「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」（平成22年条例14号）において、教
育、文化、環境、経済・観光、健康・福祉、都市計画等広範な分野において、生
涯スポーツの振興及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを推進する旨が
明記されていることから、各関連機関、部署との有機的な連携を図ることが求め
られる。 

５ 

スポーツによる地方創生、地域経済の活性化 

・少子高齢化、価値観の変容や多様化、地域のつながりの希薄化等、市民一人ひと
りを取り巻く環境が大きく変化しているなか、市民がスポーツに親しむ機会を
増やすことで、地域に活力を生み出すことが求められている。またスポーツの成
⾧産業化やスポーツツーリズムの推進等により、スポーツを通じた交流人口の
拡大を図ることが求められている。スポーツの持つ力を活かして、地域課題の解
決につなげ、本市の都市ブランド化を推進させる必要がある。 

４ 
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■次期計画の検討事項 
①課題について 
 本市の現状及び現計画を振り返り、課題の抽出、整理が必要となる。 

事務局において検討した課題について、資料8-2 P5に掲載 
 
②将来像について 

本市が目指す将来像、基本理念、基本戦略を設定する必要がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
検討事項 

（10年後を見据え）どんなさいたま市にしたいか 
どういった理念を設定することで、描く将来像に近づくことが出来るか 
将来像を実現するため、どのような戦略を設定する必要があるか 
 

③重点施策について 
将来像実現のため、今後10年間で重点的に取り組む施策を設定する必要がある 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
検討事項 
  どのような施策に取り組めば、描く将来像を実現可能か 

 
④基本施策、施策体系等について 

 庁内各所管にて実施する事業を整理するにあたり、基本施策の設定と体系の見直しをする 
必要がある 

 
 

    

 

 

 

 

 
 
検討事項 

どのような施策体系とすることで、各所管における事業整理ができるか 
描く将来像実現のための基本施策の見直し 

 
⑤成果指標について 

どのような指標を達成することで、描く将来像に近づくことができるか 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
検討事項 

どのような指標とすることで、描く将来像に近づくことができるか 
 

 

【現計画】 

・６つの連携分野及び１３の基本施策を設定 

教育 （子供たちのスポーツの振興、スポーツをする空間の整備・向上） 

文化 （さいたまスポーツ文化の創出・醸成、スポーツと文化・芸術の連携） 

環境 （環境にやさしいスポーツの場の整備、スポーツを通じた環境意識の啓発） 

経済・観光 （大規模イベントの実施・支援、地域経済の市内観光とスポーツの連携） 

健康・福祉 （健康増進につながるスポーツの振興、障害者スポーツ等の振興、スポーツをする 
空間の整備・向上） 

都市計画 （スポーツ施設の整備、スポーツと連携したまちづくり） 

【現計画】 

・将来像 

 健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」 日本一スポーツで笑顔あふれるまちへ  

・基本理念 

①市民等が愛着と誇りを持つことができる個性的で活力ある地域社会の形成を図る 

②スポーツに対する理解及び関心を深めるとともに、健康保持及び増進に関する知識の向上を図る 

③スポーツ財産の活用を促進するとともに、地域、職場その他の場において、市民等の自主性に 
配慮した環境の整備を図る 

④市、市民等、スポーツ関連団体及び事業者がそれぞれの責務又は役割を理解し、相互の信頼の 
もとに連携及び協力を図る 

・基本戦略 スポーツとまちづくりの広範な分野の連携による総合的なまちづくりを推進し、   
生涯スポーツの振興とともに地域コミュニティの形成・醸成を図る 

【現計画】 

・6 つの重点施策を設定 

 （１）ウォーキング・ランニング・サイクリングなど「スマートウェルネスさいたま」の推進 

（２）スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営に関する指針の策定、推進 

（３）地域のニーズに対応した総合型地域スポーツクラブの活動の推進・支援 

（４）スポーツコミッションやスポーツボランティアを活用したスポーツイベント支援 

（５）発信力のある大規模スポーツイベント開催 

（６）「さいたま国際スポーツタウン構想」の推進 

【現計画】 

・5 つの成果指標を設定 

① 成人の週１回以上のスポーツ実施率 70％ 

② 児童・生徒の週１回以上のスポーツ実施率 小学５年生 93％ 中学２年生 90％ 

③ 市民のボランティア参加率 20％ 

④ スポーツ観戦を含む年間来訪者数 3,000 万人 

⑤ 本市の住み心地が良いと考える市民の割合 90.0％ 

資料８－３ 


