
    

様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 
平成３０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 
平成３０年１１月１６日（金） 

１５時００分から１７時００分まで 

３ 会議の開催場所  さいたま市役所議会棟２階 第７委員会室 

４ 出席者名 

【委員】 

浅見 茂、兵藤 明子、岩男 光子、鈴木 花

子、武田 弓佳、生島 エミ子、小嶋 理恵子、

松本 宏、小林 利成、野﨑 直良、安東 さ

やか、保髙 智(計１２名) 

【さいたま市スポーツアドバイザー】 

伊藤 博義 

【事務局】 

蓬田スポーツ文化局長、大沢スポーツ部長、星

野スポーツ部参事兼スポーツ振興課長、徳永副

参事、高橋スポーツ政策室長、石塚スポーツイ

ベント課長、 

（スポーツ振興課）石川課長補佐兼スポーツ振

興係長、増永スポーツ施設係長 

（スポーツ政策室）新倉主査、高山主任、松本

主任（以上１１名） 

５ 欠席者名 

【委員】 

木立 幹子、村田 正二、神保 久美子、生島 

エミ子、佐伯 加寿美、有川 秀之、石﨑 聡

之、齋木 薫（計８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法人化

について 

③ スポーツシューレ構想について 

④ ラグビーワールドカップ 2019 公認チー

ムキャンプ地について 



 

⑤「2018 ツール・ド・フランスさいたまクリ

テリウム」の開催結果について 

⑥「第 4回さいたま国際マラソン」の開催概

要について 

公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数 ０人 

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  

 



平成 30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 平成 30年 11 月 16 日（金）15 時 00 分から 17 時 00 分 

 

２ 場所 さいたま市役所議会棟 2階 第 7委員会室 

 

３ 出席者 

（１）委員（12 名） 

浅見 茂、兵藤 明子、岩男 光子、鈴木 花子、武田 弓佳、生島 エミ子、 

小嶋 理恵子、松本 宏、小林 利成、野﨑 直良、安東 さやか、保髙 智 

 

（２）スポーツアドバイザー（1名） 

伊藤 博義 

 

（３）事務局（11名） 

蓬田スポーツ文化局長、大沢スポーツ部長、星野スポーツ部参事兼 

スポーツ振興課長、徳永副参事、高橋スポーツ政策室長、石塚スポーツ 

イベント課長、 

（スポーツ振興課）石川課長補佐兼スポーツ振興係長、増永スポーツ施設係長 

（スポーツ政策室）新倉主査、高山主任、松本主任 

 

４ 欠席者 

（１）委員（8名） 

   木立 幹子、村田 正二、神保 久美子、生島 エミ子、佐伯 加寿美、 

有川 秀之、石﨑 聡之、齋木 薫 

（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 20 名中 12名の出席により、会議が成立。 

 

（２） 委嘱状交付 

程塚委員、髙村委員の退任に伴い、浅見氏と保髙氏へ委員の委嘱。 

 

（３） 議事 

〇スポーツ文化局の組織体制について事務局より説明。 

スポーツ文化局では、今年度当初の組織改正に当たり、スポーツ振興課をスポー



ツ企画係、スポーツ施設係、スポーツ支援係の 3 係からスポーツ振興係、スポー

ツ施設係の 2 係へ再編し、本市が持つスポーツ政策としての課題に対し、迅速か

つ機動的に対応するため、新たにスポーツ政策室を設置した。 

スポーツ政策室では、スポーツ振興まちづくり計画の改定や、スポーツコミッシ

ョンの法人化、スポーツシューレの整備等の事業を所掌するほか、本審議会も所

掌している。 

 

〇各所管課長及び職員より下記報告事項を資料に沿って説明。 

※所用により、先に報告事項⑤、⑥について説明。 

 

（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（資料 1、2） 

② さいたまスポーツコミッションの法人化について（資料 3） 

③ スポーツシューレ構想について（資料 4） 

④ ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地について（資料 5） 

⑤ 「2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催結果について（資料 6） 

⑥ 「第 4回さいたま国際マラソン」の開催概要について（資料 7） 

 

 

（４） 質疑・応答 

◇報告事項⑤「2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催結果について 

 

（小嶋委員） 

 開催結果について、来場者数、経済波及効果、広告換算値は昨年度の本審議会

の資料でも算出中となっていたが、算出した数値を市民が確認できるものがある

のか。 

 

 本イベントは国際自転車競技連合（以下、UCI）が付与するポイントが加算され

ない大会だが、市民の楽しみのためのイベントという認識でよいのか。ポイント

が加算されないと参加選手も手を抜いてしまう可能性もあるが、今後、より大き

な大会に発展させていく考えはあるのか。 

 

   （スポーツイベント課長） 

 昨年のイベントの大会結果は次のとおり。来場者数はイベント当日で約 10 万

3,000 人、経済波及効果は約 30 億 8,800 万円、広告換算値は国内で約 4 億 9,100

万円、国外で約 4 億 9,400 万円であり、国内外合わせて約 9 億 8,500 万円（１ユ

ーロあたり 132.7 円で換算）である。 

この数値については、議会で報告後、市 HP やイベント公式 HP、実施報告書（冊

子）等で周知している。 

 

 本イベントは UCI が認めた公式大会ではないが、今年のツール・ド・フランス

で優勝したゲラント・トーマス選手や直近の世界選手権で優勝したアレハンド

ロ・バルベルデ選手のような有名選手が集まり、ツール・ド・フランスの名を冠

した国際大会は国内唯一である。 

また、ポイント加算されないために選手が手を抜くという点については、「さい

たまで走ること、自分の走りを日本のファンに見てもらえることはとても幸せな



ことだ」という選手の言葉を聞いているので、公式大会と本イベントで差はない

と考えている。 

UCI 公認の大会となるには、イベントの状況、国内のレース等、本市の意向以外

の調整事項もあるので、今後イベントを継続していく中で検討しながら調整して

いく必要がある。 

本イベント開催の目的は「スポーツのまち さいたま」を国内外に発信するこ

とのほかに、「さいたまはーと」という自転車まちづくり政策の推進ということが

ある。自転車に親しむイベント「サイクルフェスタ」を隣接する会場で同日開催

する等、「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」は市の自転車政策の中で

も核となる重要なイベントだと考えている。 

 

◇報告事項⑥「第 4回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

 

（浅見委員） 

昨年はボランティアの方が大変な思いをしたという話を聞いている。ボランテ

ィアの課題と改善策を教えてほしい。 

 

   （スポーツイベント課長） 

ボランティアには意思のある方に参加していただいているが、市内のスポーツ

団体のほか様々な団体に参加していただいており、長時間従事する方や、朝の受

付のみの短時間の従事の方等がいる状況である。 

昨年は、トイレの数が少なく、ランナーやスタッフに迷惑をかけた。今回はさ

いたまスーパーアリーナやコース沿道に仮設トイレを昨年より増設する。 

また、昨年はスタッフジャンパーのサイズが小さいという意見があった。今年

は昨年より開催時期が遅い 12月となり、寒さが予想されるため、サイズを大きめ

に作り、ジャンパーの中に着こめるように配慮した。更に、携帯用のカイロも昨

年より多く準備している。 

様々な意見をいただく中で、全ての要望に対応するのは難しいが、主催者で協

議をし、可能な限り対応できるように準備を進めている。 

 

   （野崎委員） 

東京オリンピックの予選会を兼ねているさいたま国際マラソンは記録が出づら

く、アスリートが他の予選会である名古屋ウィメンズマラソンに目標を変えてし

まっていると聞くが、その点についての対応策はあるのか。 

 

   （スポーツイベント課長） 

本市は東京に繋がる主要道路が多くあり、市民生活に負担をかけないようにす

るためには、国道等のオーバーパスをコースに設定せざるを得なく、新浦和橋の

部分が最も長い坂の上り下りとなっている。その点については検討をしているが、

なかなか解決策を見出せてない。 

昨年は新浦和橋を埼玉りそな銀行方面に直進していたが、上り下りが連続して、

ランナーから、コースがとても厳しかったという意見をいただいた。今回は起伏

を少なくするため、埼玉りそな銀行の前を右折し、埼大通りを進み、中央通りを

北上し、たつみ通りから国道 17 号に戻るコースを設定した。 

トップランナーの招待選手については、昨年は国内選手 2 名だったが、今年は

スズキ浜松アスリートクラブの清田真央選手、大塚製薬の伊藤舞選手（リオデジ



ャネイロオリンピック出場選手）、最近成績が上がっている埼玉陸協の下門美春選

手等、8名の参加が決まっており、東京オリンピックに出場する選手が出てくるこ

とを期待している。 

 

◇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 

【施策の体系、各施策の状況について】 

 

（小嶋委員） 

資料 1（P8,9）「（7）まとめとして」のところで、「プロスポーツチームの活用（連

携・協力）」が肝要とある。埼玉県にはサッカー以外にも、野球やバスケットボー

ル等のプロスポーツチームがあるが、サッカー以外のプロスポーツチームの活用

について、今後の発展はあるのか。 

 

（スポーツ政策室 新倉主査） 

資料 2（P7）の「No.22 プロ・トップスポーツチームなどとの連携強化」という

施策で、プライドリームス埼玉という取組を行っている。さいたま市だけではな

く埼玉県内のトップスポーツチームである「埼玉西武ライオンズ」や「埼玉ブロ

ンコス」等、9チームが連携している。 

現在は、夏に親子スポーツクリニック、冬にトークフェスティバルというイベ

ントを開催しているが、今後、事業を拡大していくことを検討している。 

 

（スポーツ振興課長） 

市内には多くのプロ・アマのスポーツ団体があり、様々なスポーツイベントへ

参加している。直近では、日本通運野球部による市民を対象とした野球教室を 11

月 17 日に開催する。今後もプロ・アマ問わず、多くのスポーツ団体に協力をいた

だき、スポーツ振興を進めていきたい。 

 

（岩男委員） 

資料 1（P36）「No.100 部活動指導員配置事業」について、どれくらいの応募が

あったのか。 

 

（スポーツ振興課 石川課長補佐兼スポーツ振興係長） 

所管課である教育委員会指導 1 課の担当者が本日不在のため数値は不明。事業

内容としては、部活動指導員を登録し、登録者の中から部活指導員を任用するも

の。任用の人数が今年度は約 50 人という想定で事業を進めている。教育委員会か

ら各学校に対して、何の種目が何人必要かという調査をしているところである。 

 

（小嶋委員） 

資料 2（P2）「No.7 スポーツと食育の連携」について、さいたま市食育ナビを知

っている人がとても少ない。平成 30 年度の厚生労働省の国民健康・栄養調査によ

ると、子供の朝食欠食率が高く、実際に朝食を知らない子供がいる（親が朝食を

食べないため朝食を作らない家庭がある）。家族の食育がとても必要であると感じ

ている。さいたま市には多くの農産物があるので、スポーツ、食、市の農産物が

連携したイベントの実施や、子供に対しての食育の発信の場を増やしてほしい。 

 

 



 

   （スポーツ政策室長） 

まずはスポーツの指導者を通じて、食の大切さを子供に伝えることができると

考えている。栄養士から指導者へ食の大切さを伝えることができる仕組みづくり

や、スポーツイベントでの食育のような学びの機会を提供していきたいと考えて

いる。 

 

【重点施策に関する取組について】 

 

（岩男委員） 

資料 1（P10）「（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」についての意見（回答不要）。現在、体育館が足りていない状況であ

るが、来年度、いくつかの体育館が改修工事となり、スポーツをする場が減り、

市民の活動がかなり制限されることになる。市内のスポーツ施設を増やす方向で

検討してほしい。 

 

◇報告事項②さいたまスポーツコミッションの法人化について 

 

質問なし 

 

◇報告事項③スポーツシューレ構想について 

（小嶋委員） 

スポーツ人材の育成について、市が資格を交付・認定する制度なのか、それと

も、資格保有者を集めて登録し、講座等に派遣するような制度なのか、そういっ

た制度のかたちが既に決まっているのか。 

 

（スポーツ政策室長） 

現状では、具体的な仕組みは決まっていない。重要なのはデータと理論に基づ

いた指導ができるかという点だと考えている。まずは指導者に対して講習をし、

指導者がデータと理論に基づくコーチングをできるようにしたい。 

その上で、現状の登録制度では足りないということであれば、新たな登録制度

を作る必要が出てくる。先に話のあった部活動指導員という制度もできたが、現

状、指導者が職業として成立するのは日本のスポーツ業界ではまだまだ難しい。

他の仕事をしながらでも指導ができるような、融通の利く環境が必要だと考えて

いる。 

指導者、体づくりに係るトレーナー、栄養士の育成を特に進めたいと考えてい

る。 

 

◇報告事項④ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地について 

（浅見委員） 

市の経済的負担はあるのか。 

 

（スポーツ振興課長） 

公認チームキャンプ地整備のための芝の整備、ゴールポストの設置費にかかる

費用の一部に対して、本市補助金を交付している。また、公認チームキャンプ地

として様々な設備・準備等の負担は市の負担となる。 



 

（小林委員） 

2002 年のサッカーワールドカップのときに、サッカー協会と医師会で連携し、

医療面で対応していた。本大会において、ラグビー協会と医師会は連携している

のか。 

 

   （スポーツ振興課長） 

サッカーワールドカップと同様、組織委員会があり、過去の実績に基づき、試

合会場の地域に医療体制が敷かれる。埼玉県では熊谷市が試合会場なので、熊谷

市で医療体制が構築されると思われる。さいたま市では、現時点で調整していな

いが、今後、組織委員会と調整しながら構築していくものと考えている。 

 

 

以上 



平成３０年度第１回さいたま市スポーツ振興審議会 

 
次    第 

 
平成３０年１１月１６日（金）１５時～ 

議会棟２階第７委員会室 

 
１ 開  会 

 
２ 委嘱状交付 

  
３ 委員及び事務局紹介 

 
４ スポーツアドバイザー紹介 

 
５ 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法人化について 
③ スポーツシューレ構想について 
④ ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地について 
⑤「2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催結果について 

⑥「第 4回さいたま国際マラソン」の開催概要について 

 

６ そ の 他 

 

７ 閉  会 

 

≪ 配布資料 ≫ 

・次第 

・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 

・資料１ さいたま市スポーツ振興まちづくり計画平成２９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２９年度施策・事業集 

・資料３ スポーツコミッションの法人化について 

・資料４ スポーツシューレ構想について 

・資料５ ラグビーワールドカップ 2019 公認チームキャンプ地について 

・資料６ 2018 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催結果について 

・資料７ 第 4回さいたま国際マラソン開催概要について 
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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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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２８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２９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的として、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１８，０００人となっている（施策集

２ページＮｏ５参照）。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、サッカーや野球等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、平成２９年度はメキシコ・トルーカ市より１３名（サッカー）、

アメリカ・リッチモンド市より３４名（野球）計４７名のスポーツ少年団の

派遣受入れを行った（施策集２ページＮｏ４参照）。 
  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。 
主なものとしては、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２９年度

は、照明の安全面を確保する修繕（電球及び安定器の交換等）が行われた。

その他、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った。（施策集４ページＮｏ９，１２参照）。 
 

（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。 
  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。 
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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

置事業や高校選抜サッカー選手団の海外派遣事業、女子中学生のサッカー大

会「さいたまガールズマッチ」等が行われている。また、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開催支援事業として、「おもてなし

アクションプラン Ver.2018」の策定や「さいたま市ボランティア連絡協議会」

の設置等が行われ、オリンピック事前キャンプ・トレーニング誘致事業とし

て、第１５回桜区区民ふれあいまつりにオランダの空手選手３名を招待し、

市内空手教室や市空手道連盟との空手交流が行われたほか、オランダ大使館

や在日オランダ人の協力による文化交流、市内小・中学生で構成されるさい

たま市国際ジュニア大使によるオランダ空手選手との交流も行われた（施策

集６ページＮｏ１７、８ページＮｏ２５，２６参照）。 
  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、平成２９

年度は全８回行われている（施策集９ページＮｏ２７参照）。 
 

（３）環境分野の連携施策について 

  環境分野においては、①環境に優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環境に優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。当該事業では、平成２９年度において、

市内４か所の公園が芝生化され、また、既に芝生化されている公園、市内小

中学校の校庭及び公立保育園の園庭における芝生の維持管理が行われている

（施策集１１ページＮｏ３１参照）。 
  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２９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、土呂駅、与野駅等の周辺ネットワーク路線

約２４km において自動車通行環境が整備され、累計８２km となっている

（施策集１１ページＮｏ３０参照）。 
  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、
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環境局及び都市局において、１事業が実施されている。 
  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液晶装置において、スタジアム観戦者に向けて、

節電・省エネルギーの啓発、さいたま市ゴミ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等の周知活動が行われている

（施策集１２ページ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

化局及び都市戦略本部において、2020 年東京オリンピック・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１４ページＮｏ３３，３４参照）。 
  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」の拡充・強化に向けて、

更なる機能と体制強化に向けた事業戦略、組織体制の在り方についての検討

が行われている（施策集１４ページＮｏ３６参照）。 
  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

同日開催され、平成２９年度の参加者はそれぞれ約６，９００人と約９，６

００人となっている（施策集１５ページＮｏ４１参照）。 
  また、スポーツイベント主催者や地元商店街等との連携により、大宮アル

ディージャの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が行われている（施策集１５ペ
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ージＮｏ４１参照）。 
 

（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、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２９年９月から平成３０年３月にかけて「スマ

ートウエルネスさいたまスタンプラリー」を開催し、市民の健康増進を図っ

たほか、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、「さいたま健幸ネットワーク」を設立し、設立会を開催した（施策集２

０ページＮｏ５８参照）。 
また、だれもが気軽に楽しめるウォーキングを促進するため、各種ウォー

キングイベントや講習会の開催、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（施策集２１～２２ペー

ジＮｏ６５参照）。 
その他、スポーツと食育の連携による施策として、本市のスポーツイベン

トである「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催に合わせた

「クリテリウム記念給食」の提供や「フランスの食文化を感じる学校給食」

等が実施されている。（施策集２６ページＮｏ６７参照）。 
 
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２９年９月に岩槻文化公園で開催されており、１，０４９人が参加した。

その他、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３０年２月にサイデン化
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学アリーナで開催され、１，００７人が参加した（施策集２８ページＮｏ７

０，７３参照）。 
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を楽しむことが親しむことのできるスポーツをする空間

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２９ページＮｏ８０参照）。 
 

（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

再整備等、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、

平成２９年度はスポーツもできる多目的広場１か所「三室みんなの広場」の

整備が行われた（施策集３２ページＮｏ８４参照）。 
  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３３

ページＮｏ８９参照）。 
 

（７）まとめとして 

  平成２９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おり、
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本市の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、

「プロスポーツチームの活用（連携・協力）」が肝要なものといえる。 
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３４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２９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

施結果をみると、 

（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ほか、web サイトを活用した情報発信が行われ

ている。また、さいたま市自転車ネットワーク整備計画に基づき自転車通行環

境の整備が進められており、みちづくりと連携したウォーキング・サイクリン

グの促進が図られている。さらに、「スマートウエルネスさいたま」の活動を

様々な企業・団体等に広げ、情報共有や連携を図りながら推進していくことを

目的として、平成３０年３月に「さいたま健幸ネットワーク」が設立され、健

幸に関するセミナーの開催や団体間での取組の共有・意見交換等が行われてい

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」に即したスポーツ施設の整備・運営の推進を図るため、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（１６２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 2017」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。その他、さいたま市総合型地

域スポーツクラブあり方検討調査業務を実施し、本市の総合型クラブの今後の

在り方について調査検討を実施した。 
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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、法人化に向けての検討を行った。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「さいたまサッカーフ

ェスタ２０１７」を開催し、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」の併催、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や情報発信を行っている。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」を開催しているが、平成２９

年度は国内初となる女子日本代表の国際親善試合を行った。 

 

（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、主要事業である「（仮称）さいたまスポー

ツシューレ」の整備を目指している。「さいたま市スポーツ施設の整備・運営

に関する指針」において、スポーツシューレの形態として、３つの検討案が定

められたが、費用対効果や実現性の観点から優先順位を定め、先ずは既存の荒

川左岸のスポーツ施設群を活用したネットワーク型のスポーツシューレを目

指す方向付けがされた。 
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さいたま市 

スポーツ振興まちづくり計画 

平成２９年度施策・事業集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０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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 ■連携分野（教育）　基本施策①子どもたちのスポーツ振興

Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29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２９年４月２８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２９年１０月
３１日実施　１６４名参加
②　「平成２９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２９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

2 「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

中学校運動部に１４３名、高等学校運動部活動に１４名、合計１５７名の部活動指
導員を市立中学校５４校、市立高等学校４校に派遣

3 「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、野球、サッカー、陸上、水泳、相撲。

4 「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受入れ、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29年７月19日～７月27日
　　　イ　人数　　13人
　　　ウ　内容　　さいたまシティジュニアカップへの参加
　　　　　　　　　　　　ホームステイ
　　　　　　　　　　　　さいたま市長表敬訪問　他

② リッチモンド市
　　　ア　日程　　平成29年８月４日～８月12日
　　　イ　人数　　34人
　　　ウ　内容　　市内チームとの親善試合（野球）
　　　　　　　　　　　　ホームステイ
　　　　　　　　　　　　さいたま市長表敬訪問、市内施設見学　他

5 「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
【年度途中のため、参考までに平成２８年度の実績を記載。】
・開催回数　１２９回
・対象　　　　小学６年生
・参加人数　約12,000人
・会場　　　　市内小学校

大宮アルディージャキャラバン活動の開催援助
【年度途中のため、参考までに平成２８年度の実績を記載。】
・対象　　　　幼稚園・保育園・小学生
・参加人数　約6,100人
・会場　　　　学校の校庭等

6 「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２９年５月２７・２８日

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29年度の重点目標「食文化や地の物を伝え
合い食べる」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。
・平成30年3月、「第３次さいたま市食育推進計画」を策定した。

「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。

7
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

子ども未来局
幼児未来部
保育課

【クリテリウム記念給食の提供】
さいたま市で開催された国際自転車競技大会「Ｊ：ＣＯＭpresents2017ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウム」に合わせ、公立保育園（61園）においてフランスの
料理を取り入れた給食を実施した。園児が外国の食文化への興味や関心を高
め、地元開催を一緒にお祝いする目的で2日間実施した。
実施日：①10月31日（火）②11月2日（木）
実施場所：市内公立保育園61園
献立：①（昼食）ご飯、豚肉のラタトゥイユ、フレンチサラダ、スープ
　　　　　（おやつ）牛乳、米粉のケークサレ
　　　 ②（昼食）ご飯、白身魚のポワレ、ニース風サラダ、コンソメジュリアン
　　　　　（おやつ）牛乳、車輪パイ

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（土）に開催された「Ｊ：ＣＯＭpresents2017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：①9月22日（金）～10月2日（月）  17校
　　　　　②10月19日（木）～11月2日（木）  158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、ポトフ、フレンチサラダ、ブラマンジェ
       　　②フレンチトースト、牛乳、ブイヤベース、パリジャサラダ、フルーツジュレ
　

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２９年１０月２９日（日）
・会場：西大宮サッカー場
・参加者数：６９名
・青少年の健全育成の場を提供するため、大宮アルディージャ練習場にてサッ
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29年12月10日（日）
・会場：さいたま市立日進小学校グラウンド
・参加者数：77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。

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２９年９月２３日（土）
・会場：NACK5スタジアム大宮
・参加者数：100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29年11月23日（木・祝）
               13時30分～15時（受付13時から）
参加人数：110人（申込153人）

サッカーのまちづくりの推進に資することを目的に、区内の小学生を対象にサッ
カー教室を開催した。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
術の向上を図った。

浦和区
区民生活部
コミュニティ課

・事業名：①『第６回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』②『第７回めざ
せ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
・開催日：　①平成２９年７月２７日（木）②平成２９年１２月１６日（土）
・会場：　浦和駒場スタジアム
・参加者数：①１１１名②８６名
・浦和レッドダイヤモンズ株式会社協力のもと開催。

岩槻区
区民生活部
コミュニティ課

・実施時期：６月２５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：179人
・参加者数：147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。

資料２

3



■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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

9 「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ウンドの開放
　開放回数：51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、南区コニュニテイ課等
　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、親子サッカー体験教室等
　参加人数：2,678人

10 「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：１２０，５０９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。

11 「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５７園（支援センター実施
園４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。

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

安全面を重視した設備修繕（電球及び安定器の交換等）を実施した。
浦和東高等学校が美園中学校に設置している夜間照明の活用を開始した。
新設が予定されている学校の夜間照明整備の計画について、教育委員会に対
し情報収集を行った。

既存小・中学校への計画的な夜間照明の新設については、各区に1校ずつ設置
されたことにより終了。
また、老朽化している夜間照明の計画的な修繕は、平成27年度をもって終了し、
今後は概ね平成３２年度から随時実施（設計と施工の2か年で1校）予定。

都市局
都市計画部
都市公園課

・浦和美園４丁目公園、別所あじさい公園、西大宮１丁目第一公園、西大宮３丁
目第一公園において芝生化を実施

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

H29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・つばさ小・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

13 「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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

14 「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29年11月11日（土）、12日（日）
・会場：11日（土）駒場運動公園
　　　　　12日（日）さいたまスーパーアリーナ
・参加申込者数：18,703名
・出走者数：16,073名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

15 「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２９年１１月４日（土）
・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28名、国内選手28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

16 「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ツ
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
（162か所）に配布した。
・さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2017」内
に、スポーツ体験イベントへの出店場所を確保し、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。

さいたま市総合型地域スポーツクラブあり方検討調査業務を実施し、本市の総合
型クラブの今後の在り方について調査検討を実施した。

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：３月4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30年２月25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２９年７月２４日～７月３１日
・派遣先：オーストラリア
・参加者数：５０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
「SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成２９年８月１７日（木）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：8チーム　１４２人
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

18 「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

19 「「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
「SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成２９年８月１７日（木）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：8チーム　１４２人

20 「「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

さいたま市として整備するスポーツシューレの考え方として、３つの検討案の中か
ら費用対効果や実現性の観点から優先順位を定め、先ずは既存の荒川左岸の
スポーツ施設群を活用したネットワーク型のスポーツシューレを目指す方向にま
とまりました。

21 「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。

22 「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

・事業名：プライドリームス埼玉　親子スポーツクリニック
・開催日　平成29年8月21日（月）
・会場：彩の国くまがやドーム
・参加者数：107組214名の親子

・事業名：プライドリームス埼玉　トークフェスティバル2017
・開催日：平成29年12月13日（水）
・会場：浦和コミュニティセンター
・参加者数：99名

資料２
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

23

※
再
掲
4

「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受入れ、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29年７月19日～７月27日
　　　イ　人数　　13人
　　　ウ　内容　　さいたまシティジュニアカップへの参加
　　　　　　　　　　　　ホームステイ
　　　　　　　　　　　　さいたま市長表敬訪問　他

② リッチモンド市
　　　ア　日程　　平成29年８月４日～８月12日
　　　イ　人数　　34人
　　　ウ　内容　　市内チームとの親善試合（野球）
　　　　　　　　　　　　ホームステイ
　　　　　　　　　　　　さいたま市長表敬訪問、市内施設見学　他

24 「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29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
・サイクリング環境の改善工事実施
・３人乗り電動アシスト自転車貸出事業の実施　等

25 「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

オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業
　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して、平成29年7月に「さいたま
市アクションサポート会議」を設置した。
　同会議を7月、9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。また平成30年3月に上記おもてなしアクションプランのVer.2018を策定し
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」を平成29年9月に設
置した。
　同協議会を10月と3月に計2回開催し、東京2020大会に向けたボランティアの
情報発信や意見交換を行った。

26 「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

さいたまスポーツフェスティバル2017開催事業
・開催日：平成29年5月13日（土）～5月14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：21,000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を目的と
して、第15回桜区区民ふれあいまつりにオランダの空手選手3名を招待し、市内
空手教室やさいたま市空手道連盟との空手交流を行った。また同イベントではオ
ランダ大使館や在日オランダ人の協力による、オランダ文化の紹介展示や
チューリップの球根販売を行ったほか、市内小・中学生で構成されるさいたま市
国際ジュニア大使によるオランダ空手選手との交流も行った。

資料２
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

27 「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。
・平成２９年度は８回実施。

28 「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浦和東部第二特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
③岩槻南部新和西特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
④大門下野田特定土地区画整理事業の推進

資料２
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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 
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■連携分野（環境）　基本施策①環境に優しいスポーツの場の整備

Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29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」に基づき、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を検討した。

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、土呂駅、与野駅
等の周辺のネットワーク路線において自転車通行環境を整備。
・平成29年度末までに約24㎞（累計82㎞）を整備。

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、対象年齢の上限
を撤廃することにより、さいたま市健康マイレージを拡大して実施。

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に基づき、自転車通行環境の整備を進
めている。
平成２９年度整備実績：約２４km

都市局
都市計画部
都市公園課

・浦和美園４丁目公園、別所あじさい公園、西大宮１丁目第一公園、西大宮３丁
目第一公園において芝生化を実施

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

H29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・つばさ小・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

30 「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します。

31

※
再
掲
13

「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（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 Ｈ29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29年8月5日（土）
・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29年8月13日（日）
・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

・事業名：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２９年５月２８日（日）
・実施場所：市内全域
・参加団体数：７９８団体
・参加人数：１０４，５６７人
・実施内容：市内全域を対象とした一斉清掃

本キャンペーン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、併せて場内アナウンスを行った。
・実施日：平成２９年４月８日（土）
・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スタジアムでのサッカーの試合開催時、オーロラビジョンにて同スタジア
ムに設置のコミュニティサイクルポートの宣伝を行い、利用促進につなげている。
平成２９年度実績：４月３０日　大宮アルディージャ対浦和レッズ

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。
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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

13



■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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

33

※
再
掲
14

「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29年11月11日（土）、12日（日）
・会場：11日（土）駒場運動公園
　　　　　12日（日）さいたまスーパーアリーナ
・参加申込者数：18,703名
・出走者数：16,073名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

34

※
再
掲
15

「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２９年１１月４日（土）
・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28名、国内選手28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

35

※
再
掲
18

「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
21

「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。

37

※
再
掲
25

「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

オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業
　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して、平成29年7月に「さいたま
市アクションサポート会議」を設置した。
　同会議を7月、9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。また平成30年3月に上記おもてなしアクションプランのVer.2018を策定し
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」を平成29年9月に設
置した。
　同協議会を10月と3月に計2回開催し、東京2020大会に向けたボランティアの
情報発信や意見交換を行った。
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

38

※
再
掲
27

「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。
・平成２９年度は８回実施。

39

※
再
掲
20

「「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

さいたま市として整備するスポーツシューレの考え方として、３つの検討案の中か
ら費用対効果や実現性の観点から優先順位を定め、先ずは既存の荒川左岸の
スポーツ施設群を活用したネットワーク型のスポーツシューレを目指す方向にま
とまりました。

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。

スポーツ文化局
スポーツ部
スポーツ政策室

名称：第6回さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～
開催日：平成30年3月24日（土）・25日（日）
会　　場：さいたま新都心から見沼田んぼ周辺
参加者数：6,867名 ※同時開催のさいたまるしぇは9,600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29年4月8日（土）、5月14日（土）、8月13日（土）
・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19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　　12月10日に熊谷文化公園（熊谷市）で実施。

41 「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。
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

42

※
再
掲
14

「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29年11月11日（土）、12日（日）
・会場：11日（土）駒場運動公園
　　　　　12日（日）さいたまスーパーアリーナ
・参加申込者数：18,703名
・出走者数：16,073名

国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催

43 「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。

44 「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

スポーツ推進委員新任研修会において、新任のスポーツ推進委員に対し新体
力テストを実施した。
一般市民向け新体力テスト実施に向けて研究、検討を行った。

45 「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、市内のスポーツ少年団の競技力向上及び健全
育成推進した。

46 「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

「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針」に基づき、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を検討した。

47 「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29年9月30日（土）・10月１日（日）
参加者数：市民155名（男性58名、女性97名）
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

48 「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。

49 「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

「県スポーツリーダーバンク」との連携を図るため、運営委員会にて実施報告、事
業計画について協議を行った。

50 「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

2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ/ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019埼玉県推進委員会が策定した
ボランティア実施計画や関係部署と連携を図り、制度の改善を推進した。

51 「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（理論講習・実技講習）「伴走ボランティアについて」
　開催日・会場：平成2９年6月2５日(日)　　与野体育館
・実技研修会（実技講習）　「コーフボール」
　開催日・会場：平成28年12月  3日（日）　大宮体育館
　　　　　　　　　　 平成28年12月10日（日）  浦和西体育館

52 「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15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29年6月11日（日）　岩槻文化公園
　参加者数：330名
・市レクリエーション協会加盟団体による普及事業（全20団体）を実施した。
・第2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30年1月28日（日）　大宮体育館
　 参加者数：１57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２５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。

53 「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

各区スポーツ振興会に対して、各区内においてスポーツイベント等を開催するた
めに補助金を交付した。
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。
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

54

※
再
掲
16

「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ツ
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
（162か所）に配布した。
・さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2017」内
に、スポーツ体験イベントへの出店場所を確保し、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。

さいたま市総合型地域スポーツクラブあり方検討調査業務を実施し、本市の総合
型クラブの今後の在り方について調査検討を実施した。

55

※
再
掲
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：３月4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30年２月25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２９年７月２４日～７月３１日
・派遣先：オーストラリア
・参加者数：５０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
「SAITAMA　GIRLS　MATCH」
・開催日：平成２９年８月１７日（木）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者数：8チーム　１４２人

56 「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」を通じて提供しました。　ま
た、生涯学習情報誌「まなベル」を年2回（前期・後期）合計で１２，０００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ました。

57

※
再
掲
23

「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29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
・サイクリング環境の改善工事実施
・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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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

58 「「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

・５月に「スマートウエルネスさいたま庁内推進会議」を開催し、庁内における情
報共有と連携の強化を図った。
・９月を「スマートウエルネスさいたま推進月間」とし、普及活動を実施した。
・９月から３月にかけて、「スマートウエルネスさいたまスタンプラリー」を開催し、市
民の健康増進を図った。
・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、「さいたま健幸ネット
ワーク」を設立し、設立会を開催した。
・３月の「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」でブース出展をし、普及活動
を実施した。

59 「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：９月～３月（２４回）
・参加者人数：１９７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。

60 「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：４月～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 ４７，０５９人
・すこやか運動教室　参加人数　２，９７４人
・地域運動支援員派遣事業及び自主活動　参加人数　３８，６０８人
・ますます元気教室　参加人数 ３，５８６人
・健口教室　参加人数　４３５人
・健口づくり交流会　参加人数　９１人
・いきいきサポーター養成講座　参加人数　２８３人
・地域リハビリテーション派遣活動支援事業　派遣回数　１９３回
（リハビリテーション専門職　　１６１回、栄養士　３２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。

※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っています。

61 「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３０回全国健康福祉祭あきた大会ねんりんピック秋田２０１７
・開催日：平成２９年９月９日（土）～１２日（火）
・会場：秋田県全域
・参加者数：さいたま市選手団１５６名
・秋田県で開催された当該大会へさいたま市選手団１５６名と本部役員９名を派
遣した。

62 「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１７回さいたま市シルバーゲートボール大会
・開催日：平成２９年１１月１６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：１７５名
・さいたま市老人クラブ連合会と共催で開催
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

63 「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を新たに作成し、掲載しました。

64 「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５回西来る（サイクル）フェスタ
・開催日：平成３０年３月１７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。

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、５０００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ました。

西区
区民生活部
コミュニティ課

・事業名：西区ウォーキング講習会
・実施時期：（第１回）平成２９年１０月２日（月）、（第２回）平成３０年３月２２日（木）
・実施場所：西区役所2階大会議室
・参加者：第１回３９人、第２回２４人

北区
区民生活部
コミュニティ課

・事業名：平成29年度北区ウォーキング教室
・開催日：平成29年9月24日（日）
・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：30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29年度北区ウォーキングイベント
・開催日：平成30年3月3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：109名
・『北区ウォーキング&ジョギングガイド』内の「日進七夕通り・番場公園コース」を
活用し開催した。

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２９年１０月４日（水）
               平成３０年３月２８日（水）
・会場：氷川神社等／見沼代用水等
・参加者数：52名／45名程度
・大宮ボランティアガイド会協力のもと、氷川の杜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、見沼田んぼ・代用水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29年6月3日（土）
　　　　　　　9時30分～12時30分
参加人数：59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３０年３月３日（土）
・会場：中央区内
・参加者数：１７０名
・平成２９年度に設定した中央区ウォーキングマップの増設コース「芸術ロード＋
１（プラスワン）ﾛｰﾄﾞ（約５km）」を基本とした約６ｋｍのコースを歩いた。

「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。

65
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

桜区
区民生活部
コミュニティ課

「桜区再発見ウォーキング」は、平成25年度の区制施行10周年記念事業以降実
施してきたものであるが、平成29年度からは、桜区の魅力を広く内外に発信する
ため、ＪＲ東日本との共催による「桜区駅からハイキング」として発展させ開催し
た。

※発展後の「桜区駅からハイキング」については新規・追加事業のNo.105に追加
記載しました。

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～区民まつりと浦和フルコース～
　　　　　　 ②浦和区ぶらり散歩～浦和駅東口から本太界隈を歩くを歩く～
・開催日：  ①平成２９年１１月３日（金）～５日（日）②平成２９年１１月２６日（日）
・会　 場：　①浦和区内②浦和駅東口から本太界隈
・参加人数:①１,１３３名②２９名
・①ＪＲ「駅からハイキング」との共催事業②浦和区文化の小径づくり推進委員会
主催

南区
区民生活部
コミュニティ課

・事業名：「さいたま市南区の自然＆旧跡　歩いて観よう！」南区駅からハイキン
グ
・開催日：平成２９年９月１４日(木)～９月1６日(土)
・会　場：JR武蔵浦和駅～内谷氷川神社～一乗院～六辻水辺公園～さいたま市
文化センター～大谷場氷川神社
　　　　　　～JR南浦和駅
・参加者数：1,764名
・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２９年１１月
・発行部数：２０００部

・事業名：緑区お宝散策
・実施内容：緑区の土地、歴史、自然環境等に精通した解説員の同行するウォー
キングイベント
・開催日：①平成29年11月21日②平成29年11月25日③平成29年11月27日④平
成30年3月1日⑤平成30年3月3日⑥平成30年3月6日
・参加人数：①60人②64人③58人④24人⑤49人⑥51人

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２３日(日)
・実施場所：岩槻駅東口コミュニティセンターほか
・定員：50人
・応募者数：47人
・参加者数：45人

「第２回ウォーキング講習会」
・実施時期：１月２０日(土)
・実施場所：岩槻文化公園
・定員：50人
・応募者数：61人
・参加者数：57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４日（土）
・実施場所：岩槻区内
・定員：120人
・応募者数：72人
・参加者数：69人
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

西区
健康福祉部
保健センター

・事業名：第５回西来る（サイクル）フェスタ
・開催日：平成３０年３月１７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：ウォーキング教室　全7回
・開催日　①5月12日、24日　2日間コース
　　　　　　 ②11月2日、10日、20日　3日間コース
    　　　　 ③2月28日、3月9日　フォロー教室　2日間コース
・会場：保健センター、北区ウォーキングコース
・定員数　135名  参加者数　46名
2　事業名：パパ流肉体改造計画（親子で運動）　児童センターと協働開催
・会場：植竹児童センター、宮原児童センター
・定員数　60名　　参加者数　56名
・
3　事業名：からだスッキリ教室
（内臓脂肪症候群予防のための教室）
・開催日：3回　6月30日、8月21日、2月19日
・定員数　45名　　参加者数　35名
・会場：保健センター
4　事業名：かみあわせ＆ゆがみdeストレッチ
・開催日　9月27日、10月2日　2日間コース
・定員数　30名　　参加者数　35名
・会場：保健センター
・歯周病予防教室とのコラボ。2日間コースの1日

大宮区
健康福祉部
保健センター

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27日（火）、2月7日（水）
会場：大宮区役所南館
参加者数：6月12名、2月８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18日（土）、2月3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30名、2月13組26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6日（金）
会場：大宮第三公園
参加者数：6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：1月27日（土）
会場：大宮区役所南館
参加者数：6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18日（木）、7月19日（水）、9月21日（木）、11月16日（木）
会場：子育て支援センターおおみや
参加者数：64名、22名、58名、40名
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・フェイスス
トレッチで魅力アップ・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10日（日）
会場：大宮区役所南館
参加者数：11組22名
内容：歯科医師による講義、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14日（金）、5月17日（水）、6月20日（火）、7月13日（木）、9月11日
（月）、10月19日（木）、11月14日（火）、1月16日（火）、2月8日（木）、3月12日
（月）
会場：大宮区保健センター
参加者数：7名、7名、11名、7名、7名、6名、8名、9名、8名、9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

66 「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。

資料２

23



Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

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6日・11日・25日、1月31日・2月5日・19日
　・回数：1コース3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日目さいたま市大宮武道館、3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64歳以下の方、1
コース25名
　・参加者数：9月延36名、1月延50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（土）、年1回
　・会場：さいたま市大宮武道館、堀崎中央公園（雨天のため使用せず）
　・対象者・定員：小学1～4年生と保護者、40組
　・参加者数：36組75名（親：36名、子：39名）
　・実施内容：初心者向けの安全で効果的なジョギング、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：7月24日（月）、年1回
　・会場：見沼区役所保健センター、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：小学3～6年生と保護者、16組
　・参加者数：21組43名（親：21名、子：22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

・美脚トレーニング
平成２９年5月１５日（月）10:00～11:45　１７名参加
・インニャーマッスル教室
平成2９年７月2日（日）9:15～12:00　１４名参加
・ピラティス
平成2９年1０月2０日（金）10:00～11:45　１５名参加
・アロマストレッチ
平成2９年1２月2日（土）10:00～11:45　１７名参加

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
・実施時期：平成29年4月から平成30年3月
・実施内容
　レディースヨガ　　1回　　　参加者17名
　メンズヨガ　　1回　　　参加者8名
　小顔エクササイズ　　1回　　　参加者10名
　続、女性のための骨格矯正メソッド　　1回　　　参加者8名
　プロに教わる肩こり、腰痛解消トレーニング　　1回　　　参加者20名
　脂肪燃焼、エクササイズウォーキング　　1回　　　参加者14名
　みんなで一緒に歩こう会♪（MIA)　　10回　　　参加者183名
　※会場はすべて桜区保健センター

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29年10月17日(火）
会場：浦和駒場スタジアム
参加者：38名
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

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　smart lady　～ママとこどもの健康体操～
３ Be　筋肉男子～パパとこどもの健康体操～
【開催日・人数】
１平成29年6月6日（火）　　22人
２平成29年10月5日（木）　25組50人
３平成29年1月28日（土）  14組28人
【会場】　南区役所保健センター　講座室
【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と３は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。

資料２
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

緑区
健康福祉部
保健センター

おなかすっきりで燃焼しやすい体づくり運動・栄養講座
日時：平成29年6月27日（火）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：１９名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：家族みんなで健康教室
日時：平成29年7月8日（土）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：１５名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：ママ（パパも可）とキッズの運動教室
日時：平成29年8月3日（木）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：９名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：親子でかけっこ教室
日時：平成29年10月28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：３９名
備考：健康運動指導士の協力により実施

事業名：プレ更年期教室
日時：平成29年12月5日（火）
会場：緑区役所保健センター
参加者数：１５名
備考：ヨガインストラクターの協力により実施

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　「かけっこの達人～楽しく走るコツを教えま
す！～」
・開催日：平成29年9月10日(日)
・会場：岩槻区役所　会議室
・参加者数：12組27名

・事業名：やさしいヨガ
・開催日：①平成29年7月20日(木)　②平成30年11月22日(水)
・会場：岩槻区役所保健センター
・参加者数：①13名　②15名

・事業名：デトックスヨガ
・開催日：①平成29年9月20日(水)　②平成30年2月22日(水)
・会場：岩槻区役所保健センター
・参加者数：①13名　②12名

資料２
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

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29年度の重点目標「食文化や地の物を伝え
合い食べる」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。
・平成30年3月、「第３次さいたま市食育推進計画」を策定した。

子ども未来局
幼児未来部
保育課

【クリテリウム記念給食の提供】
さいたま市で開催された国際自転車競技大会「Ｊ：ＣＯＭpresents2017ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウム」に合わせ、公立保育園（61園）においてフランスの
料理を取り入れた給食を実施した。園児が外国の食文化への興味や関心を高
め、地元開催を一緒にお祝いする目的で2日間実施した。
実施日：①10月31日（火）②11月2日（木）
実施場所：市内公立保育園61園
献立：①（昼食）ご飯、豚肉のラタトゥイユ、フレンチサラダ、スープ
　　　　　（おやつ）牛乳、米粉のケークサレ
       ②（昼食）ご飯、白身魚のポワレ、ニース風サラダ、コンソメジュリアン
　　　　　（おやつ）牛乳、車輪パイ

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（土）に開催された「Ｊ：ＣＯＭpresents2017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：①9月22日（金）～10月2日（月）  17校
　　　　　②10月19日（木）～11月2日（木）  158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、ポトフ、フレンチサラダ、ブラマンジェ
       　　②フレンチトースト、牛乳、ブイヤベース、パリジャサラダ、フルーツジュレ
　

67

※
再
掲
7

「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。

資料２
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

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２９年１０月２９日（日）
・会場：西大宮サッカー場
・参加者数：６９名
・青少年の健全育成の場を提供するため、大宮アルディージャ練習場にてサッ
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29年12月10日（日）
・会場：さいたま市立日進小学校グラウンド
・参加者数：77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29年12月10日（日）
・会場：さいたま市立日進小学校グラウンド
・参加者：82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２９年９月２３日（土）
・会場：NACK5スタジアム大宮
・参加者数：100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29年11月23日（木・祝）
               13時30分～15時（受付13時から）
参加人数：110人（申込153人）

サッカーのまちづくりの推進に資することを目的に、区内の小学生を対象にサッ
カー教室を開催した。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
術の向上を図った。

浦和区
区民生活部
コミュニティ課

・事業名：①『第６回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』②『第７回めざ
せ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
・開催日：　①平成２９年７月２７日（木）②平成２９年１２月１６日（土）
・会場：　浦和駒場スタジアム
・参加者数：①１１１名②８６名
・浦和レッドダイヤモンズ株式会社協力のもと開催。

岩槻区
区民生活部
コミュニティ課

・実施時期：６月２５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：179人
・参加者数：147人

68

※
再
掲
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。

資料２
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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 Ｈ29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１７回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」にさいたま市選手団
として40名を派遣。
金メダル１４、銀メダル６個、銅メダル７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２９年９月２４日に岩槻文化公園で実施し、１，０４９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１２競技１６教室を市内各地で開催し、合計２８０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年度からオリンピック・パラリンピック部が所管の「さいたまスポーツフェス
ティバル」に統合。

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３０年２月２４日に記念総合体育館で実施し、１，００７人が参加。

資料２
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

74 「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か所の整備を行った。

75 「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」に基づき、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を検討した。

76 「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

・事業名：高齢者健康スポーツ教室
・開催日：平成２９年５月７日（月）～１０月３０日（月）　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
・参加者数：５０名（参加者延数：７７５名）
・芝浦工業大学（学）大塚製薬株式会社（産）との連携により教室を開催した。

77

※
再
掲
10

「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：１２０，５０９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。

78

※
再
掲
11

「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５７園（支援センター実施
園４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。

79

※
再
掲
28

「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浦和東部第二特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
③岩槻南部新和西特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
④大門下野田特定土地区画整理事業の推進

80 「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

・指定管理者の指定（１２月）
・竣工（１月）
・開所式（３月）
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29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、土呂駅、与野駅
等の周辺のネットワーク路線において自転車通行環境を整備。
・平成29年度末までに約24㎞（累計82㎞）を整備。

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、対象年齢の上限
を撤廃することにより、さいたま市健康マイレージを拡大して実施。

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に基づき、自転車通行環境の整備を進
めている。
平成２９年度整備実績：約２４km

都市局
都市計画部
都市公園課

・浦和美園４丁目公園、別所あじさい公園、西大宮１丁目第一公園、西大宮３丁
目第一公園において芝生化を実施

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

H29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・つばさ小・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

82

※
再
掲
13

「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。

81

※
再
掲
30

「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します。
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

83

※
再
掲
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」に基づき、より効果的・効
率的で利用しやすい施設運営を検討した。

84

※
再
掲
74

「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か所の整備を行った。

85

※
再
掲
20

「「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

さいたま市として整備するスポーツシューレの考え方として、３つの検討案の中か
ら費用対効果や実現性の観点から優先順位を定め、先ずは既存の荒川左岸の
スポーツ施設群を活用したネットワーク型のスポーツシューレを目指す方向にま
とまりました。

86

※
再
掲
28

「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浦和東部第二特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
③岩槻南部新和西特定土地区画整理事業に対する負担金の交付
④大門下野田特定土地区画整理事業の推進

87

※
再
掲
80

「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

・指定管理者の指定（１２月）
・竣工（１月）
・開所式（３月）

都市局
都市計画部
都市公園課

・浦和美園４丁目公園、別所あじさい公園、西大宮１丁目第一公園、西大宮３丁
目第一公園において芝生化を実施

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

H29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・つばさ小・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

「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。

88

※
再
掲
13
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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 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

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１月～２月
・作製枚数：１，５００枚

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、土呂駅、与野駅
等の周辺のネットワーク路線において自転車通行環境を整備。
・平成29年度末までに約24㎞（累計82㎞）を整備。

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、対象年齢の上限
を撤廃することにより、さいたま市健康マイレージを拡大して実施。

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に基づき、自転車通行環境の整備を進
めている。
平成２９年度整備実績：約２４km

「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します。

90

※
再
掲
30

89 「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。
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■新規・追加事業

Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

91 「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１００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2017
・開催日：平成２９年１０月１５日（日）
・会場：浦和駒場スタジアム
・参加者：1,500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。

92 「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

「銭湯ランステ」を広く周知するため、銭湯ランニングステーションランニング講習
会を実施。
【参加人数】
（春・夏・秋）１１回企画し、８回実施。９０名の講習会参加者。

銭湯ランニングステーションガイドブック作成

93 「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

実施なし

※H30年度からの新事業

94 「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

実施なし

※H30年度からの新事業
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

95 「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

整備箇所の検討

※H29年度からの新規事業

96 「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作業を実施。
10月より大宮けんぽグラウンドの2区画を借り上げ、市民利用のほか、イベントや
大会等を開催することにより、市民スポーツの振興を図りました。
スポーツシューレでは、市域内のスポーツ施設や宿泊・飲食・研修施設等のネッ
トワーク化により実施環境（ハード面）を確保し、連携する企業や大学、団体等が
持つ最新の知見や技術（ソフト面）を提供していきます。
また、、「学校」というシューレ本来の意味に着目し、まずはソフト面に注目した
「学び」の機会を提供する仕組みを構築します。
【具体的な取り組み事例（案）】
子どもたちや指導者への運動学、栄養学などのデータと理論に基づく指導講座
の開催。学びの要素を付加した国際大会等の誘致のための環境整備（ハラール
等対応）など

97 「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２９年１０月１５日（日）
・会場：浦和駒場スタジアム
・ブース来場者数：約１６０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。

98 「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

実施なし

※H30年度からの新事業

99 「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サポーター養成講座を開催し、19名が受講しました。
認定したサポーターによって、高齢者を対象とした笑いを取り入れた健康体操が
各地域で265回開催され、延べ5,907人の参加がありました。

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

実施なし

※H30年度からの新事業

101 「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２９年度 北区野球教室
・開催日：平成２９年１１月１８日（土）
・会場：さいたま市立大砂土小学校体育館
・参加者数：４０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。

資料２
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Ｎｏ 施策・事業名/説明 関連所管課 Ｈ29年度施策・事業の実施結果

102 「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・スポレクに発展させ開催した。

103 「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・スポレクに発展させ開催した。

104 「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29年12月3日（日）
会場：秋ヶ瀬公園内西洋庭園
参加者：約3,000人

105 「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、ＪＲ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30年３月15日（木）～17日（土）
コース：西浦和駅から中浦和駅まで桜区内周遊（約8.5km）
参加者延：1,889人（3日間合計）

106 「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

実施なし

※H30年度からの新事業

資料２
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社員総会

理事会

事務局長

総務企画課 大会誘致・支援課 事業推進課

・総務
・新規事業企画
・施設管理
・広報・マーケティング

・大会誘致・支援
・スポーツシューレ事業

・自主事業（イベント事業）の
実施

代表理事

理事
監事

事務局

●既存事業
①大会誘致支援事業
・大会の誘致と開催助成金
の交付等

②ウオーキングイベント事業
・ウオーキングイベント
「さいたマーチ」の開催

●新規事業
③クリテリウム事業
・さいたまクリテリウムの
開催

④スポーツシューレ事業
・産学官の連携によるネット
ワークを活用した事業の実施

⑤その他事業
・サイクリング関連事業の実施、
施設管理、イベント受託等

スポーツコミッションの法人化について

１ 目 的

① 都市間競争の激化、スポーツの「成長産業
化」の流れ等、事業環境が変化している。

② 大会誘致のための助成金等からなる事業予算
は、財源を市の補助金に大きく依存している。

① 環境変化に柔軟に対応し、より戦略的で機動的
な取組が可能となる。

② 民間企業等との連携体制の下、施設の運営・管
理業務の受託など新たな収益事業モデルの構築に
より自主財源を確保し、組織の自立性が高まる。

法人化

機能・体制強化

スポーツを核に複合的な事業展開で自主財源を確保し、地域住民に求められる公共的なスポーツ

サービスを提供し、地域への経済効果も創出する「ハイブリッド型事業体」モデルを具現化する。

〇組織図（案）（平成31年度事業移管後）

○構成員（案）
①プロパー職員、②契約（派遣）職員、③市派遣職員
④さいたま観光国際協会派遣職員、⑤企業出向職員

４ 設立スケジュール

３ 組織構成

〇スポーツコミッションの現状と課題 〇期待される効果

５ 主管事業（案）２ 法人形態

・一般社団法人
→ 公益目的事業とともに自主財源を確保するための

収益性のある事業も行うため H30.9 　定款（案）作成準備、議会報告　　　　　　

H30.10 　定款（案）作成 　　　　　　　

H30.11 　定款認証（公証役場）

H30.12 　登記申請、法人設立

H31.1 　事業移管準備

H31.4 　スポーツコミッション事業移管（事業開始）
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■さいたま市のスポーツシューレとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ネットワーク型シューレのイメージと運営母体 

          

 ◎ハード 民間競技施設や大学、それらを結ぶ交通事業者等との連携によるスポーツをする場・学ぶ場の拡充 

 ◎ソフト 情報技術関連企業や健康関連企業、スポーツ事業者等との連携による最新の知見や技術を活用した 

      サービス（学びの場等）の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■さいたまスポーツシューレの取組の方向性と取組（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■構築・活用スケジュール（案） 

年 度 取 組 内 容 

平成３０年度 

シューレを支えるハード・ソフトの連携先開拓、ネットワーク化に向けた企

業・大学等との協定、新たな学びの機会の創出と事業化 

大会・合宿等の誘致（１件） 

平成３１年度 
大会・合宿等の誘致（３件）、スポーツ人材の育成事業の開始、 

ビジネスコンソーシアムの形成 

平成３２年度 
大会・合宿等の誘致（３件）、 

ビジネスコンソーシアムから新たな連携事業の創出 

 さいたま市では、「シューレ」を“学びの場”と捉え、先ずは、このうちのソフト面に 

注目した新たな「学び」の機会を、提供する仕組みを整備し、充実していきます。 

 また、これを支えるスポーツ施設や宿泊・飲食・研修等の施設は、当面、市域内にある 

公民＋学が保有する既存施設を活用することで、事業推進に掛かる経費やリスクを抑制し 

つつ、柔軟かつスピード感のある施策展開を図っていきます。 

●取組の方向性 

民間（企業・大学・団体等）の力を、最大限に活用することにより、 

市ではできない新たな取組を、柔軟かつ効率的、合理的に実施 

●さいたまスポーツシューレにおける取組事例（案） 
  市域内のスポーツ施設や宿泊・飲食・研修施設等のネットワーク化により実施環境（ハード面）を 

確保し、連携する企業や大学、団体等が持つ最新の知見や技術（ソフト面）を提供していきます 

１．スポーツ人材の育成（学びの場の提供） 

  ・ 子どもたちの「体」、「技術」、「精神」を育てるスポーツ講座の実施等 

・ センシング技術（センサー（感知器）などを使用してさまざまな情報を計測・数値化する技術）

やデータ解析等、新技術を活用した個人やチームの競技力向上 

・ データと理論に基づいて子どもたちを指導する指導者やトレーナー等の育成 

２．持続可能なスポーツ環境の維持・発展 

  ・ 民間施設を活用した、学びの要素を付加したスポーツ大会や合宿の誘致 

・ 民間施設や大学施設を活用した、市民がスポーツを学ぶ場の提供 

・ 民間力を最大限に活用したスポーツ施設、スポーツ環境の整備 

３．スポーツビジネス・スポーツ産業の創出・活性化  

  ・ 最新のＡＩや IoT などの情報技術を活かした、ソフトやハードの研究開発 

・ スポーツ観戦の新たな付加価値の創造など、ビジネスや産業等の創出支援 

・  経済局と連携したスポーツ産業の誘致支援、市内企業との連携支援 

スポーツシューレとして新たに必要とする機能 

・スポーツ団体、民間事業者、大学、行政等をつなぐコンシェルジュ機能 

・スポーツ大会やイベント、講習会等を、企画・調整・開催する機能 

運営母体＝さいたまスポーツコミッション（ＳＳＣ） 

これまでに約 250 件の大会等の誘致を実現した実績を持ち、法人化により強化されるコン

シェルジュ能力や、企画・運営能力を有し、市が関与する組織であるＳＳＣとしたい 

スポーツシューレ構想について 
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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地について 

さいたま市にロシア代表チームが来ます！ 

 

１ ラグビーワールドカップ2019 さいたま市滞在チーム 

 

ロシア代表 

 

 

２ 滞在チームに関する情報 

 

プールA アイルランド、スコットランド、日本、ロシア、サモア 

 

滞在チームのプール戦での試合予定 

2019年 

9月20日（金） 

19：45 日本 v ロシア 東京スタジアム 

（東京都） 

9月24日（火） 19：15 ロシア v サモア 熊谷ラグビー場 

（埼玉県・熊谷市） 

10月3日（木） 19：15 アイルランド  

v ロシア 

神戸市御崎公園球技場 

（神戸市） 

10月9日（水） 16：15 スコットランド  

v ロシア 

小笠山総合運動公園ｴｺﾊﾟｽﾀｼﾞｱﾑ

（静岡県） 

 

※ 公認チームキャンプ地に関するチームの滞在期間や具体的なトレーニング

施設、宿泊施設はラグビーワールドカップ 2019 組織委員会の依頼により、

非公開となっています。  
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２０１８ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催結果について

（１）ツール・ド・フランス2019 コースプレゼンテーション
①日 時 １１月３日（土）１３ １５ １３ ５０
②会 場 メインステージ 観覧場所 オフィシャルサポーターズパーク内
③内 容 2019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 2018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 １１月３日（土）１４:００ １４:５０
②会 場 メインステージ 観覧場所 オフィシャルサポーターズパーク内
③内 容 ２０１8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 １１月３日（土）１５ ３０ １６ ３０
②会 場 メインステージ 観覧場所 オフィシャルサポーターズパーク内
③内 容 ・太鼓体験

国際ジュニア大使による太鼓の紹介（英語）
選手による太鼓体験

（海外招聘選手５名）
・野球体験

埼玉西武ライオンズOB星野氏、埼玉アストライア選手2名
選手による野球体験

（海外招聘選手３名、大会アンバサダー１名）

（４）前夜祭
①日 時 １１月３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

1

１.大会前日イベント

 saitama city／Yuzuru SUNADA
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（１）名 称 Ｊ:ＣＯＭ presents ２０１８ ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

（２）日 時 １１月４日（日）１０ ００ １７ ００

（３）場 所 さいたま新都心駅周辺

（４）放 送 テレビ埼玉 事前告知番組 １１月２日（金）２０ ００ ２０ ３０
ＦＭ ＮＡＣＫ５ 事前告知スポットＣＭ（20秒） １０月１９日（金） １１月３日（金）
Ｊ ＣＯＭ＋ＪSPORTS １１月４日（日）１４ ３０ １７ ３０
テレビ東京系列（６局ネット） １１月４日（日）１６ ００ １７ １５

（５）スケジュール
①11:15 12:00 一般体験走行 （参加者 １９５人）
②12:00 12:10 オープニングセレモニー
③12:10 12:45 オープニング走行
④12:50 13:15 スプリントレース 予選ラウンド
⑤13:30 14:10 タイムトライアルレース（チーム・個人）
⑥14:15 14:25 スプリントレース 決勝
⑦14:55 16:10 クリテリウムメインレース （１９周）
⑧16:30 17:00 表彰式

（６）来場者数【算出中】

（７）経済波及効果・広告換算値 【算出中】

（８）パブリックビューイング
①コクーン２ コクーンひろば（130万人突破イベント会場）
②浦和駅東口 市民広場北側
③こうのすシネマ
④J COM Wonder Studio(東京スカイツリータウン・ソラマチ内）
⑤ジェイコムショップ各店舗

2

２.Ｊ:ＣＯＭ presents ２０１８ ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

 saitama city／Yuzuru SUNADA

資料６



3

３.レース結果

＜メインレース＞ 海外招聘選手７チーム２６名・国内参加選手７チーム２７名

表彰区分 表彰者（国籍） チーム名

個人優勝 アレハンドロ・バルベルデ（スペイン） モヴィスター チーム

ポイント賞 アレクサンドル・クリストフ（ノルウェー） UAE チーム・エミレーツ

山岳賞 ヴィンチェンツォ・ニバリ（イタリア） バーレーン メリダ プロサイクリングチーム

最優秀新人賞 横山航太（⾧野県） シマノレーシング

敢闘賞 マッテオ・トレンティン（イタリア） ミッチェルトン・スコット

総合１位チーム ツール・ド・フランス ジャパンチーム

日本人総合１位チーム マトリックスパワータグ

＜スプリントレース＞ 海外招聘選手７チーム８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 マルセル・キッテル（ドイツ） チーム カチューシャ・アルペシン

＜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 スペシャルチームジャパン for さいたま

＜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９名・女子選手４名・男子ジュニア３名・アマチュア3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） ＊タンデム自転車 MB（パイロット）

女子 唐見 実世子（広島県） 弱虫ペダルサイクリングチーム

男子ジュニア 山本 哲央（山梨県） 中央大学

アマチュア 藤田 涼平（埼玉県） サイタマサイクルプロジェクト
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１大会名 第４回さいたま国際マラソン（英文名 4th Saitama International Marathon）
兼 ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会
マラソングランドチャンピオンシップシリーズ2018－2019
 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、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
埼玉県体育協会、さいたま市体育協会、越谷市体育協会、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 株式会社ヤオコー、本田技研工業、セイコーホールディングス株式会社
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 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス、株式会社フォトクリエイト

９期 日 2018年12月8日(土)・9日(日)

10会 場 12月8日(土) 駒場運動公園
12月9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4回さいたま国際マラソン・大会概要

１

第３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
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２

第４回大会コース

第４回大会コースで前回大会から変更し無くしたところ

■第4回さいたま国際マラソン・コース 資料７



３

■第4回さいたま国際マラソン・エントリー数等

第４回さいたま国際マラソン・エントリー数 【平成30年10月9日現在 暫定値】

代表チャレンジャーの部（女子） ２０４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 ５３０人 ≪部門新設≫

８ｋｍの部 １，６８０人

１．５ｋｍの部 ３４４人

親子ランの部（１．５ｋｍ） ８１３組（１，６２６人）

車いすの部（１ｋｍ） ２６人

２時間チームランの部 １５８組（８４３人）

【合 計】 ２０，９２８人 （国内8名、国外5名の招待選手を除く）

大会ボランティア申込数・・・・募集目標５，０００人に対し、平成３０年１０月末現在 ５，７４９人
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