
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２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２年７月２１日（火曜日） 

午後２時～午後４時 

３ 会議の開催場所 浦和区役所保健センター５階 大会議室 

４ 出席者名 

【委員】 

兵藤 明子会長、菊原 伸郎副会長、武田 弓佳

副会長、浅見 茂委員、安東 さやか委員、内田 直

委員、鬼塚 信次委員、小野崎 研郎委員、小嶋 理

恵子委員、小沼 彰彦委員、境 修委員、神保 久

美子委員、野﨑 直良委員、保髙 智委員、松井 聡

委員、村田 正二委員、吉田 弘一委員(計 17 名) 

【さいたま市スポーツアドバイザー】 

伊藤 博義アドバイザー（計１名） 

他 事務局職員 

５ 欠席者名 
【委員】 

天野 恵子委員、ナザヤ ズライカ委員(計２名)

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議題】 

（１）報告事項 

①「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」

の開催見送りについて 

②「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の

進捗状況等について 

（２）審議事項 

 ①次期「さいたま市スポーツ振興まちづくり計

画」骨子案について 

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２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２年７月 21 日（火）14時 00 分から 16時 00 分 

２ 場所 浦和区役所保健センター５階大会議室

３ 出席者 

（１）委員（17 名） 

浅見 茂、安東 さやか、内田 直、鬼塚 信次、小野崎 研郎、菊原 伸郎、小嶋 理恵子、

小沼 彰彦、境 修、神保 久美子、武田 弓佳、野﨑 直良、兵藤 明子、保髙 智、     

松井 聡、村田 正二、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） 

大西スポーツ文化局長、神田スポーツ部長、 

髙橋スポーツ政策室長、石川スポーツ振興課長、 

（スポーツ政策室）鈴木主査、羽島主任、野村主事 

４ 欠席者 

（１）委員（２名） 

   天野 恵子、ナザヤ ズライカ （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 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

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

８ 内容 

（１）開会 

委員 19 名中 17名の出席により、会議が成立した。 

（２）委嘱状交付 

委員改選（1名）に伴い松井委員に委嘱状を交付した。 

（３）委員、スポーツアドバイザー及び事務局紹介 

    事務局より、委員、スポーツアドバイザー及び事務局職員の紹介を行った。 

（４）議事 

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「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催見送りについて 

②「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗状況等について 

【審議事項】 

  ① 次期「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」骨子案について 

質疑・応答・意見 

【報告事項】 

① 「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催見送りについて 

      質疑なし 

② 「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗状況等について 

 質疑なし 

  【審議事項】 

① 「次期さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」骨子案について 

［序章］ 

   質疑なし 

［第１章］ 

 （小野崎委員） 

「市民等が」と「市民が」との表記があるが、使い分けがどうなっているのでし

ょうか。また、「市民等が、障害の有無及びその程度にかかわらず」という表記に

ついてどのような意図があるのか教えていただきたい。 

（事務局） 

一般的に「市民等」には、さいたま市民の他、市内に就学、就業している方を含

めて使われております。また、「障害の有無及びその程度にかかわらず」という表

記については、スポーツ振興まちづくり条例の前文に表記をされている表現とな

ります。表記の仕方については、今一度精査させていただきます。 

［第２章］ 

（小嶋委員） 

スポーツ実施率等の数値について、現在のコロナ禍の中で調査をした結果をそ

のまま載せても、当然数値が低く出ると思われます。数値をそのまま判断するの

ではなく、現在の状況を鑑みて、新しい生活様式であったり、新しいスポーツの

形式のようなものについて、さいたま市としての新しいモデルとして計画の中で

打ち出せるといいなと思います。 

   （事務局） 

スポーツ実施率につきましては、継続して調査している部分もありますので、

取得のうえ精査したいと思います。また、御意見につきましては、改めて検討さ

せていただき、現実に即したものとなるようしたいと思います。 



［第３章］ 

（小野崎委員） 

基本方針１の中で「さいたまスポーツ文化の創出・醸成」という今まであまり

出てこなかった文言が出てくるが、これはとても重要なキーワードだと思いま

す。こちらについては、定義や今後どのように醸成させていくのかといった部分

について、丁寧な説明や議論が必要ではないでしょうか。 

もう１点、「スポーツと他分野との“連携”づくり」の中で、経済や文化、環

境と表現されていますが、健康や医療との連携も今後重要になってくると思いま

す。基本方針２の中における健康増進におけるスポーツ部分の他に、基本方針３

での「実」としての視点についても健康・医療分野との連携について検討してい

ただければと思います。 

（事務局） 

「さいたまスポーツ文化の創出・醸成」については、今一度内部でも議論させ

ていただき、報告させていただきます。現状考えていることといしたしまして

は、市内には多くのプロスポーツチームがあり、それらを通じてスポーツに触れ

る機会が多くあるということは一つの文化であると考えております。 

健康・医療分野との連携については、確かに「実」としての考え方がございま

すし、全国的に見ても、医療費の削減等についての考え方も見られますので、内

容については改めて検討させていただきます。 

（小沼委員） 

スポーツ施設の整備について、「スポーツをする空間の整備・向上」とありま

すが、そのスポーツ施設の整備の中身というのが、少し見えてないところがある

ので、もう少し分かるようにしていただけると良いと思います。 

医療関係との結びつきがスポーツ施設の整備の中に入れていただけると、将来

的にいいかなと思います。 

（事務局） 

スポーツ施設の整備につきましては、「さいたま市スポーツ施設の整備・運営

に関する指針」を策定し、現在施設の整備方針について調査、検討をしていると

ころです。現状で具体的に記載できるものというのはないのですが、検討の中で

は、スポーツ施設の適正量についてですとか、民間事業者等との連携や他の施設

に併設するような形など、様々な可能性につい検討しているところです。 

医療との結びつきについてですが、現在本市で進めている「さいたまスポーツ

シューレ」の中では、まさにこういった考えの基、まずは子供たちが安全・安心

にスポーツに取り組めるような環境整備をしていきたいと考えているところで

す。 

（内田委員） 

さいたま市の中でスポーツをやる環境を作ったり、やりやすい場所を作ったり

するという考えは非常にいいと思います。これに加えて、運動をしていない人た

ちが、その人なりの形で運動をやっていくような取組が必要になってくると思い

ます。先ほど小野崎委員より、医療との連携についての話がありましたが、運動

未実施者を減らすことで、医療にかからなくて済む人たちを増やすというような

考えが非常に重要になってくると思います。例えば数値目標として、スポーツを

やってない人の割合といったものがあって、施策を進めた結果その割合が減った



というようなことであれば、医療に繋がらなくなる人達が増えたとなってくるわ

けですから、そういう考えもいいのではないかなと思います。 

（事務局） 

スポーツをやっていない人を増やすためにということで、骨子案の中でお示し

していますが、現在実施されているスポーツとして、ウォーキング、ジョギン

グ、サイクリングなどが多いのですが、ここからもっとスポーツ実施者を増やし

ていくためには、スポーツに関心のない人たちをどうやって引っ張り込んでいく

のかと考えております。そこで、アーバンスポーツやｅスポーツといった、新た

なコンテンツを提供することで、実施率が増える、もしくは未実施率が減るとい

った結果に繋がるのではないかということを検討させていただいております。運

動未実施率の数値の扱いにつきましては、内部でも改めて検討させていただきた

いと思います。 

（村田委員） 

基本方針２の①「子どもたちのスポーツ振興」についてですが、「小中学生が

活動しているスポーツ少年団や部活動等への支援や、子どもたちへスポーツを通

じた学びの機会の提供や身体の健全な成長の支援を通じて、子どもたちのスポー

ツ実施率とスポーツの質の向上を図ります」と記載されていますが、そもそも、

スポーツ少年団や運動部活動に参加している子どもというのは、実施率に関して

は100％になるのではないでしょうか。ここの項目では、あくまでもスポーツの

質の向上を図るという視点に置き換える必要があるのではないでしょうか。そこ

に参加していない子どもをいかに少年団や運動部活動、地域のスポーツ団体など

に呼び込み、そして実施率を上げるという方向に持ってくるものなのだと思いま

す。 

（事務局） 

ご指摘いただきました通り、まず一つは実際にスポーツをしている子どもたち

については、けがの予防等、これから先長くスポーツをやっていけるように、ス

ポーツの質の向上に取り組んでいきたいと考えております。もう一つのスポーツ

実施率の向上につきましては、参加していない子どもたちをどうやって参加させ

ていくのかということで、いろんなスポーツに接する機会をちょっとずつ増やし

ていくことで、その中からこれをやってみたいなというようなことができました

ら、例えば少年団やユースチーム、部活動といったところに繋げていけるよう

な、そういった役割を担っていこうということを、ただいま検討しているところ

でございます。文章の書き方につきましては、調整させていただきたいと思いま

す。 

（小嶋委員） 

スポーツＳＤＧｓについて、これが施策の中に入っているというのは少し違っ

ていると思います。ＳＤＧｓの考え方は、計画の根本としてあるべきですので、

序章等においてこの計画はＳＤＧｓの考え方に基づいていますということを示し

たうえで、個々の施策等において表示をするべきではないでしょうか 

（事務局） 

全く委員のご指摘の通りだと思います。表現の仕方、表記の仕方等について検

討のうえ、修正させていただきます。 



［第４章］ 

質疑なし 

［第５章］ 

（吉田委員） 

１点目として、（２）地域スポーツ環境の整備・運営の改善の中で、新たなスポ

ーツ施設の設置について調査、検討すると書かれているのですが、具体的にどの

ようなことが検討されているか分かれば教えていただきたい。また、（４）「サッ

カーのまち さいたま」を活かしたプロスポーツチームとの連携とあるのですが、

この書き方だとサッカーとの連携だけだと感じてしまいます。バスケットボール

や卓球、自転車等他のプロスポーツチームとの連携もあるのなら、あえて「サッ

カーのまち さいたま」を入れなくてもよいのかなと思います。 

（事務局） 

１点目についてですが、現在行っている施設の整備方針についての調査・検討の

中で、スポーツ施設の必要量ですとか、例えば学校施設などを活用したシェアリン

グの検討ですとか、様々な検討の一つとして、新たなスポーツ施設の設置等につい

ても含まれているところです。もう１点についてですが、本市をホームタウンとす

るプロスポーツチームが多くある一方、本市における「サッカーのまち」というの

は、歴史と伝統があることもまた事実であり、「サッカーのまちづくり推進事業」

として浦和レッズ、大宮アルディージャの他、様々な企業、団体等による支援のも

と実施しております。文言の表現の仕方については、もう少し検討させていただき

ます。 

（吉田委員） 

新たなスポーツ施設の設置についてですが、東京などでは、駅を降りてすぐ体育

館やスポーツ施設があったりしますが、本市にはそういった施設がありません。も

し新たな施設の設置について検討をする際には、そういった部分も考慮していた

だければと思います。

［第６章］ 

 (浅見委員) 

さいたま市スポーツ協会についてですが、さいたま市のスポーツ振興を担う中

心的組織として挙げていただきましたが、組織の現状をお伝えいたしますと、現在

事務職員が３名でフル回転で行っている状況です。骨子案にも書かれております

が組織体制の強化等についても市からの協力を頂ければと思います。 

 （小野崎委員） 

スポーツを生かしたまちづくりということが掲げられている中で、イノベーシ

ョンのためのプラットフォームを作るということが非常に重要だと言われる時代

になってきています。これから先、様々な人や事業者が多く関わっていかないと、

骨子案に掲げられているような事業が実現・推進していかないのかなと思います

し、また実りが多くなっていかないのかなと思います。これらに関わっていく団体

間における情報共有ができるような、プラットフォームのようなものを作ってい

ただいて、いろいろな方がいろいろなところでマッチングし、発展していくことで

イノベーションが起こせるような、そういった組織をさいたま市から率先して作



っていただけるとありがたいなと思っております。 

岡山市が最近そういったところで非常に頑張っています。また今年の「日本体育

スポーツ経営学会」では、「地方都市の持続可能性とスポーツ経営 －地方のポス

ト 2020 を考える－」というテーマで開催が予定されています。学会がそのような

タイトルでやられるということなので、そういったプラットフォームのような組

織や場をぜひお作りいただけるといいなと考えていますので、ご検討いただけれ

ばと思います。 

（事務局） 

    ご指摘のとおり、本市といたしましてもスポーツ産業、スポーツビジネスの成

長産業化について話をさせていただいておりますが、単にさいたま市内の事業者

さんが収益を上げて構造を作るということだけではありませんで、先ほどもお話

させていただきましたように、例えばその子どもたちに何かを提供していくにし

ても、施設を整備、運営していくにしても、今も行政だけで物が動くという時代

ではなくなっておりますので、我々の方としても、もう既に様々な事業者さんと

様々な協議をさせていただいております。事業性という観点もありまして、実績

としてお示しできない部分が多くありますが、プラットフォームに近いものとし

ては、特にさいたまスポーツコミッションが、大学や企業、スポーツ団体等とい

った民間の皆様と連携し、持続可能な事業を創出していくという役割を担ってお

りますので、計画推進における中心的組織として位置付け、連携して進めていこ

うとしているところです。プラットフォームづくり、それからイノベーションを

起こしていくというのは本当に大事なことだと思っておりますので、我々として

も、今後とも進めて参りたいと思います。 

 ［全体］ 

   （菊原委員） 

障害者スポーツについてですが、最近ではインクルーシブスポーツとか、アダ

プテッドスポーツと呼ばれています。さいたま市では「障害の有無及びその程度

にかかわらず」というのを掲げていますので、障害のある方だけが行う障害者ス

ポーツではなく、ユニバーサルスポーツやアーバンスポーツと共に、その言葉を

入れていただきたいなと思います。 

また、第３章の図についてですが、せっかく大きな計画を立てるので、土壌に

過去の文化とか歴史とかがあって空があって未来に向かってというような、イメ

ージ図みたいなものを少し検討していただきたいなと思います。それとこの中に

なぜ「枝」がないのかなと思います。先ほど小野崎委員がおっしゃっていたプラ

ットフォームが、いろいろ人が関わるという意味では「枝」となり、「実」が実

るということが重要な部分ではないのかなと思いました。 

（内田委員） 

「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」そのものについての内容について

は今日お示しされた通りで結構だと思いますけれども、今日もこのような広い部

屋で会議をやっていますが、新型コロナウイルスが蔓延しているという状況は、

いろいろなアンケート結果などを見ても、少なくとも１、２年ぐらいは影響が続

くだろうなというようなことが言われています。そうすると、「さいたま市のス

ポーツ振興まちづくり計画」の開始時期は来年度からということですから、こう

いった状況の中でも、積極的にスポーツ振興ができるように柔軟性を持たせる文

言が入っていて、そして実際になかなかスポーツを行うことが難しい状況の中



で、様々なアイディアを持って柔軟に取り組んでいくということが盛り込める

と、より時代に合った計画になるんじゃないかなというふうに思いましたので、

ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。 

（事務局） 

感染症の関係のみならず、昨年度は台風第19号の影響で荒川左岸のスポーツ施

設群がほぼ全滅しております。このような状況の中で、ようやく土砂の取り除き

がほぼ終わったところ、今度はコロナウイルスの影響でスポーツが行えないとい

う状況にありますので、スポーツをする環境の提供については非常に厳しい状況

にあります。 

例えば浦和レッズさんがコロナ禍の影響で70億円ぐらい損失が出ています。ク

ラウドファンディングで1億円ぐらい集まるすごいチームなのですが、それでも

70分の1のような状態ですので、正直これからスポーツをどのようにしていくか

については、たくさんのアイディアが必要になってきます。先ほどお話のあった

プラットフォームのところにも係ってきますが、我々行政の知恵というのは本当

に少ないものですから、いろいろなアイディア、技術、海外も含めた広い知見を

いただきながら、スポーツの環境や場所、どうやって提供しているかという部分

についても、私たちも夢を持った形で記載していきたいと考えています。 

（安東委員） 

すみません、聞き漏らしていたら申し訳ないのですが、この計画のいろんな単

語が出てきますが、一般の人にはなかなか分からない単語が多くなっているかな

と思います。パブリックコメント等を実施する際には、言葉の定義や意味につい

ての説明があるといいなと思いました。また、ＳＴＥＭ教育とあるのですが、今

はこれにアートのＡを足したＳＴＥＡＭ教育が一般ではないでしょうか。 

（事務局） 

用語につきましては、我々の方でも議論がありましたので、用語の解説やアン

ケート結果、近年のトレンド等をまとめて資料編としてページを設けることを検

討しています。ＳＴＥＡＭ教育については修正させていただきます。 

（小嶋委員） 

オンラインの活用の方向について検討されているのかお伺いします。例えば

今、自転車競技のツール・ド・フランスで、各チームにモニター付きの自転車が

あって、それで自転車を漕ぐことで勝敗を決めるといったことが行われていま

す。また大学や高校、今は小学校でさえオンライン授業を取り入れていて、私も

すでにスポーツ選手のサポートは対面ではほとんどもできないのでオンラインの

ＺＯＯＭ等を使って対応しているところです。また既にスポーツの指導者やチー

ムでもオンライン化の取組は進んでいます。今後国等によって、オンライン化に

ついても助成金等の支援の方法などが出てくるのではないかと思います。同じよ

うに市のスポーツ振興の中にオンライン化についての検討を入れていただきたい

と思います。今後10年はおそらくこのオンライン化が進んでいくと思いますの

で、その辺りのご検討をいただければと思います。 

（事務局） 

自転車のツール・ド・フランスについてはちょうど今朝のニュースで私も見た

ところです。オンラインで選手たちを結んで、そこにアナウンサーが入ってやる



と、なかなか面白い物だなと思いました。例えば、子どもたちやプロの選手で

も、サッカーのゲームを通じて、ゲームの組み立てを考えたりしているという話

も伺ってますので、オンライン化というのが今後のキーワードの一つになってく

ることは間違いないと思います。我々も、オンライン化を含め、コンテンツ提供

会社や通信会社等といろいろな話をさせていただいているところです。その中で

検討すべき点として挙がっているのが、一つが事業性の話です。オンラインを使

ってどうやって、事業として成立させるかというのはまだまだ、形として整って

ない部分があります。それから学校の授業の関係につきましては、授業そのもの

は教育委員会においてオンライン端末を子どもたちに配り、授業をやっていると

いう動きがありますけども、浦和南高校の部活動で、オンライン上で過去のゲー

ムの映像等を見ながら振り返ってみたりですとか、自分たちで考えてみたりと

か、そういった部分で成果が上がってきています。この取組については教育委員

会でも応援していただけることとなっており、今後他の高校や中学校への展開に

ついても考えているところです。いわゆる根性論から、データと理論に基づく指

導が受けられるような環境を作っていきたいと考えております。 

（兵藤議長） 

はい。ありがとうございます。他に質疑等無いようであれば、ご審議いただい

た次期「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画骨子案」を承認したいと考えま

すがよろしいでしょうか。 

［拍手多数］ 

ありがとうございます。拍手多数と認めましたので審議会として承認させてい

ただきます。事務局におかれましては、本日委員の皆様から熱心なご意見を多数

いただきましたので、これらの意見を今後の業務運営、次期計画策定に生かし

て、盛り込んでいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいた

します。それでは、以上をもちまして議事は終了させていただきます。委員の皆

様、円滑な議事進行につきましてご協力いただきまして誠にありがとうございま

した。 

（５）その他 

   小野崎委員 

浦和スポーツクラブにて実施した「運動部活動改革プラン」について報告 

（６）閉会 

以上 
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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



2/3 

(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。



1/3

○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

スポーツは、人間が本来有する運動本能の欲求を満たすだけでなく、体力の向上、生活

習慣病の予防、その活動を通じた精神的な充足感の獲得等に資するもので、健やかで心豊

かな生活を営む上で極めて重要なものである。また、スポーツは、これを見る者にとって

も、スポーツをする者のひたむきな姿から努力の尊さ等が伝えられるもので、青少年の健

全な育成等に貢献するものである。

これらの多様な意義を持つスポーツは、高齢化社会等への対応その他地域、職場等での

コミュニケーションを醸成する上においても重要な役割を果たすとともに、言語や生活習

慣の違いを超え、夢、感動、希望等を与えることができる世界共通の文化となっている。

このスポーツが有する意義等にかんがみ、すべての市民等が障害の有無及びその程度に

かかわらず、いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツにかかわることができる機会を

増やし、並びに市の教育、文化、環境、経済、福祉、都市計画等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強化することにより、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の推進を図り、健康で活力ある「スポ

ーツのまち さいたま」を築くため、この条例を制定する。

（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
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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。 

（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
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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。 

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 
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この条例は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 













































































【報道関係者お問合わせ先】 
一般社団法人さいたまスポーツコミッション サイクル事業課 

TEL:048-762-8349 FAX: 048-762-8474 E-mail: cycle-jigyou@saitamasc.jp  
#さいたまクリテリウム

報告事項１ 

資料１ 

 PRE 

ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム 

開催見送りについて 

このたび、一般社団法人さいたまスポーツコミッションは、さいたま市民の皆さまの生活や安心・安全を最優先に

考慮した結果、2020 年における「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催を見送ることといたしました。 

当法人におきましては、本年のさいたまクリテリウム開催に向け、かねてより準備を進めてまいりました。しかしなが

ら、新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、何を最優先とするべきかを

考えながら、開催規模の見直しや開催見送りなど、あらゆる方向性の検討を行い、権利元の A.S.O.（Amaury 

Sport Organisation）社と、協議を重ねてまいりました。 

その結果、さいたま市民の生活を第一に、また、さいたま市民をはじめ、出場選手、関係者、及び大会を楽しみ

にしてくださっている来場者の皆さまの安心と安全を最優先に考慮し、本年の開催見送りを決断いたしました。 

2020 年の大会が、このような状況に置かれたことは大変残念ではございますが、新型コロナウイルス感染症の、

一日も早い終息を心から願うとともに、本年は、これまで 7 回を重ねてきた、「さいたまクリテリウム」の継続性を損な

うことのないよう、次の大会に向けた取り組みを実施してまいりたいと考えております。そして、次回大会は、これまで

以上に皆様にお楽しみいただき、心に残る大会となるよう尽力してまいりますので、引き続き、「ツール・ド・フランス 

さいたまクリテリウム」をよろしくお願いいたします。 

PRESS RELEASE 
2020 年 06 月 17 日（水）

一般社団法人さいたまスポーツコミッション 
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スポーツ政策室

資料３



目次

各施策の状況

１ 教育分野の連携施策について・・・・・・・1 
２ 文化分野の連携施策について・・・・・・・5 
３ 環境分野の連携施策について・・・・・・・10 
４ 経済・観光分野の連携施策について・・・・13 
５ 健康・福祉分野の連携施策について・・・・17 
６ 都市計画分野の連携施策について・・・・・31 
７ 新規・追加事業について・・・・・・・・・34 

資料３



教育 

生涯スポーツの振興とともに、 

子供たちの健全な心身の育成を図ります 
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・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31年4月26日実施
　市立小・中・高等学校体力向上推進委員会主任研修会　令和元年１1月19日実施
　②　「令和元年度さいたま市の学校体育」の作成・配付
　③　新体力テスト結果の分析と集計 令和元年6月～7月に実施
　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ラブ活動の一環である小学校授業サポート、大宮アルディージャ
スクールキャラバンの開催援助を実施した
　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：116回
　対象：小学６年生
　参加人数：10,981 人
　会場：小学校

大宮アルディージャスクールキャラバンの開催援助
　開催回数：112回
　対象：園児、児童
　参加人数：6,879人
　会場：保育園、幼稚園、小学校

3 必要種目・人数に応じた学校運
動部活動サポーター派遣

必要種目や人数に応じて、中・
高等学校へ学校運動部活動サ
ポーターを派遣します。

教育委員会
学校教育部
指導１課
高校教育課

　市立中学校46校の運動部に136名の学校運動部活動サポーターを派遣
　市立高等学校3校の運動部に15名の学校運動部活動サポーターを派遣

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、救急法指導員と
して20名に救護を依頼した

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た
① トルーカ市
　　　ア　日程　　令和元年7月16日～23日
　　　イ　人数　　22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　　令和元年8月25～31日
　　　イ　人数　　28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　他

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

　市の食育に関するウェブサイト「さいたま市食育なび」の周知・広報に取り組み、掲載情報
の充実に努めた
　食育月間（6月）等において、令和元年度の重点目標「いっしょに楽しく食べる」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

「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。

6

◎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 令和元年度施策・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）埼玉県スポーツ協会が主催する「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委員が選考会の測定員として協力した
令和元年６月９日

浦和区
区民生活部
コミュニティ課

『第１０回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
　開催日：令和元年8月9日（金）
　会　　場：浦和駒場スタジアム
　参加人数：84人

『第１１回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
　開催日 ：令和元年12月14日（土）
　会　　場：浦和駒場スタジアム
　参加人数：89人

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

西区少年少女サッカー教室事業
　開催日：令和元年9月15日（日）
　会場：西大宮サッカー場
　参加人数：１22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

北区少年少女サッカー教室
　開催日：令和元年9月23日(祝)
　会場：さいたま市立日進北小学校グラウンド
　参加人数：96名
　大宮アルディージャスクール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

北区親子サッカー教室
　開催日：令和元年9月23日(祝)
　会場：さいたま市立日進北小学校グラウンド
　参加人数：122名
　大宮アルディージャスクール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

大宮区
区民生活部
コミュニティ課

少年少女サッカー教室
　開催日：令和元年9月29日（日）
　会場：NACK5スタジアム大宮
　参加者数：86名（応募者数132名、当選者数120名）
　大宮アルディージャ、（公財）さいたま市公園緑地協会の協力のもと実施。

見沼区
区民生活部
コミュニティ課

見沼区少年少女サッカー教室
　実施日時：令和元年10月26日（土）　13時30分～15時
　会場：堀崎公園サッカーグラウンド
　参加人数：112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

岩槻区少年・少女サッカー教室
　実施日時：令和元6月23日(日)
　会場：岩槻文化公園
　対象：岩槻区内在住・在学の小学生
　参加人数：約150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 令和元年度施策・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、芝生化を実施した
（仮称）浦和東部第一近隣公園

子ども未来局
幼児未来部
保育課

　芝生の適切な維持管理を実施した

教育委員会
管理部

学校施設課

　令和元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・美園北小

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

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：約122,000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

　令和元年度に開校した美園北小学校、美園南中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
　回　 数：113回
　貸出先：地域サッカー少年団、地域ソフトテニスクラブ、自治会、
　　　　　　（公財）埼玉県サッカー協会等
　内　 容：サッカー・ソフトテニス・グランドゴルフ練習等

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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文化 

スポーツと様々な文化・芸術が連携することで 

さいたま市独自の文化を育みます 
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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 令和元年度施策・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た
① トルーカ市
　　　ア　日程　　令和元年7月16日～23日
　　　イ　人数　　22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　　令和元年8月25～31日
　　　イ　人数　　28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　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活動を中心に支援を行った
　既存の市民向けリーフレットを内容修正のうえ5,000枚作成し、市内各公共施設、学校等
に配布
　さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2019」内で、スポーツ
体験イベントへの事業協力を実施
　「さいたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員会」のワーキンググループを開催し、市
内スポーツ関連団体と連携したスポーツイベントを企画した

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

さいたま国際マラソン
　開催日：令和元年12月7日（土）、8日（日）
　会場： 7日（土）駒場運動公園
　　　　　8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
　　       国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催した

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

さいたま市高校選抜サッカー選手団海外派遣事業
　派遣期間：令和元年7月24日～31日
　派遣先：ドイツ
　参加者数：セレクションで選抜された18名

浦和レッズレリーフ設置事業
　公開日：令和2年3月1日
　設置場所：ＪＲ浦和駅西口　伊勢丹浦和店前
　設置場所周辺店舗での特典・割引サービス、ＳＮＳを活用した事業周知等の関係取組を
実施する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で一部取組が中止となった

大宮アルディージャレリーフ設置事業
　公開日：令和2年2月29日
　設置場所：ＪＲ大宮駅東口　大宮髙島屋前
　設置場所周辺店舗での割引サービス、ＳＮＳを活用した事業周知等の関係取組を実施す
る予定であったが、新型コロナウイルスの影響で一部取組が中止となった

サッカー指導者講習会
　開催日：令和2年2月15日
　開催場所：浦和駒場スタジアム
　参加者：市内サッカー指導者52名
　講義「ペップトークについて」、実技「攻撃のビルドアップ」
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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

（一社）さいたまスポーツコミッションの活動支援
　地域スポーツの振興と地域経済の活性化を目指し、組織体制の確立を図るとともに、ス
ポーツ機会の創出を図る各事業を展開した
　法人化した「さいたまスポーツコミッション」の組織体制の確立のため、人員の増員や財務
経理体制の整備、会員制度の構築を行いました。また、自主財源の創出を図るため、既存
事業であるクリテリウム事業やウオーキングイベント事業の見直し、新規事業の実施に向け
た調査を実施した

主な取組事業
　スポーツイベント誘致・支援事業、スポーツイベント開催助成事業、ウオーキングイベント
開催事業、スポーツ施設運営事業、さいたまクリテリウム開催事業、スポーツシューレ事業

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

第１１回さいたまシティカップ
　開催日：令和2年2月9日
　会場：NACK５スタジアム大宮
　対戦カード：大宮アルディージャ　ｖｓ　クラブ・ナシオナル・デ・フットボール
　観客人数：7,442人

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

女子中学生サッカー大会　「SAITAMA　GIRLS　MATCH」
　開催日：令和元年8月3日、4日
　会場：浦和駒場スタジアム　外３会場
　参加者数：15チーム　331人（観戦客含延べ1,948人）

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の活動支援
　事務局である　（一社）さいたまスポーツコミッションを通じて、現役の選手やチームスタッ
フの生の声が楽しめる「プライドリームス埼玉 トークフェスティバル2019」の開催を支援した
　※「親子スポーツクリニック」については開催中止

「プライドリームス埼玉 トークフェスティバル2019」
　開催日：令和元年12月18日（水）
　会　場：三芳町文化会館 コピスみよし
　概　要：浦和レッズ、浦和レッズレディース、大崎電気ハンドボール部、大宮アルディー
ジャ、埼玉西武ライオンズ、埼玉ブロンコス、ちふれASエルフェン埼玉、埼玉上尾メディック
ス、戸田中央総合病院メディックスの合計9チームが参加
　現役選手と各チームのOB・OG選手によるトークフェスティバルを開催

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

ネットワーク型のさいたまスポーツシューレを活用した取組
　既存施設のネットワーク化により実施環境を確保し、民間が持つ最新の知見・技術を提供
することで、スポーツ人材の育成、持続可能なスポーツ環境の整備、スポーツビジネス・ス
ポーツ産業の創出、活性化に向けた取組を実施した

主な実施結果
女子サッカー等活性化事業
　中学生年代の女子サッカーの支援として、合同練習会「スマイルプロジェクト」を年9回開
催した（新型コロナウイルスの影響により1回中止）
【会場】
　レッズランド、大宮けんぽグラウンド、秋葉の森総合運動公園、NACK５スタジアム大宮、
キャプテン翼スタジアム南与野、埼玉大学サッカー場、浦和南高校サッカー場

浦和南高等学校におけるスポーツの教育的効果の実証プロジェクト
　浦和南高等学校サッカー部、バスケットボール部において、「部活動による教育的価値」
を検証するため、ICTを活用した実証実験を実施した
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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。

スポーツ文化局
オリンピック・パラリン

ピック部

おもてなしアクションプラン推進事業
　前年度から継続して「さいたま市アクションサポート会議」を11月に開催し、おもてなしアク
ションプランの進捗報告やアクションサポート会議の総括を行い、残り１年を切った東京
2020大会に向けた取組案の更なる推進と気運醸成につなげた
　さらに、本市が大会期間中に実施するイベントの警備等の計画を策定し、おもてなしの準
備を進めた

東京２０２０大会ボランティア推進事業
　「さいたま市ボランティア連絡協議会」を8月及び1月に開催し、東京2020大会のボランティ
ア情報の共有や活動に向けた準備を進めたほか、同協議会メンバーを対象にユニバーサ
ルツーリズム研修と外国人おもてなし研修を実施した
　都市ボランティアは競技会場周辺のイベント開催に合わせて事前ボランティア体験を実施
し、大会時の活動を見据えた経験を積み重ねてもらうことができた

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

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
　開催日：令和元年10月27日（日）
　会場：さいたま新都心駅周辺
　種目：クリテリウムメインレース、スプリントレース、タイムトライアルレース
　参加選手：海外招聘選手25名、国内参加選手26名、パラサイクリング選手7組8名、女子
選手5名、男子ジュニア選手2名、アマチュア選手4名

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。

スポーツ文化局
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2019開催事業
　開催日：令和元年5月11日（土）～5月12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・展示ホール
　来場者数：24,500人
　内容
　　オリンピック・パラリンピック競技を中心とした体験型アトラクションの実施
　　アスリートなどによるスポーツ教室・トークショー　ステージイベント
　　スポーツ関連ブースの出展など

事前キャンプ・トレーニング誘致事業
　7月31日に、オランダ王国とのウォーキングイベント開催に向けオランダウォーキング団体
とコースの視察や意見交換を行った
　9月1日から5日の期間に、オランダ空手道連盟の選手の国際大会出場に係る事前合宿を
実施した
　事前合宿では、オランダ空手選手と市内高等学校空手部との合同練習などの市民交流
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～」に基づき、自転車利用の促進に取り
組んだ
2019サイクルフェスタの開催
　開催日：令和元年10月26日(土)、27日(日)
　開催場所：さいたま新都心公園周辺
　来場者数：約2.1万人

サイクルサポート施設を7施設認定

見沼たんぼ、浦和美園駅、東浦和駅周辺のサイクリングマップを作成

緑のヘルシーロードにおいて、サイクリング情報（サイクリングマップ、サイクルサポート施
設）
をお知らせするQRコードを掲示した案内板を2箇所設置

３人乗り電動アシスト自転車貸出事業の実施
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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 令和元年度施策・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

浦和東部第一特定土地区画整理事業の推進【道路、公園等の都市基盤整備】

大門下野田特定土地区画整理事業の推進【道路、公園等の都市基盤整備】

美園地区のまちづくりの推進【都市空間・都市環境の高質化】

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始前に、埼玉スタジアム２〇〇２　南広場にて学生によるコン
サートを実施した

資料３
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環境 

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、 

市民の環境意識を高めます 
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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 令和元年度施策・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

スポーツ施設の利用状況や将来の人口動態などを踏まえ、スポーツ施設の整備水準や今
後のスポーツ施設整備の基本的な考え方等をまとめた

都市局
都市計画部
都市公園課

新設公園において、芝生化を実施した
（仮称）浦和東部第一近隣公園

子ども未来局
幼児未来部
保育課

芝生の適切な維持管理を実施した

教育委員会
管理部

学校施設課

令和元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・美園北小

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、自転車利用者の多い駅周辺
のほか、各駅を結ぶ路線などにおいて自転車通行環境整備を実施した
　令和元年度末：累計125㎞

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
　令和元年度末：累計125㎞

保健福祉局
保健部

健康増進課

　参加者数23,628人（令和2年3月末時点）
　体組成測定会18回開催
　各種イベントにブース出展を行い事業ＰＲ及び申込受付を行った

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。

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。

資料３
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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 令和元年度施策・事業の実施結果

環境局
環境共生部

環境創造政策課

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：令和元年7月6日（土）
　会場：埼玉スタジアム２○○２
　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

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：令和元年8月4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

さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動（令和元年5月26日（日）実施）及び路上喫
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：令和元年5月2日（祝）
　実施場所：浦和駒場スタジアム

　実施日：令和元年5月17日（金）
　実施場所：埼玉スタジアム２○○２

　実施日：令和元年5月18日（土）
　実施場所：NACK５スタジアム大宮

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：令和元年8月4日（日）
   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２○○２でのサッカーの試合開催時、大型映
像装置にて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
　また、シェアサイクルの効果的な普及のため、各チームクラブハウスや練習場などに、さい
たま市シェアサイクル普及事業実証実験に関するサイクルポートの設置に向けた協議を
行った
　令和元年度実績：9月～10月頃　サイクルフェスタの開催案内
　　　　　　　　　　　　サイクルポートの設置に向けた協議（一部設置）

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３
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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 
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◎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 令和元年度施策・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

さいたま国際マラソン
　開催日：令和元年12月7日（土）、8日（日）
　会場： 7日（土）駒場運動公園
　　　　　8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
　　       国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催した

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

（一社）さいたまスポーツコミッションの活動支援
　地域スポーツの振興と地域経済の活性化を目指し、組織体制の確立を図るとともに、ス
ポーツ機会の創出を図る各事業を展開した
　法人化した「さいたまスポーツコミッション」の組織体制の確立のため、人員の増員や財務
経理体制の整備、会員制度の構築を行いました。また、自主財源の創出を図るため、既存
事業であるクリテリウム事業やウオーキングイベント事業の見直し、新規事業の実施に向け
た調査を実施した

主な取組事業
　スポーツイベント誘致・支援事業、スポーツイベント開催助成事業、ウオーキングイベント
開催事業、スポーツ施設運営事業、さいたまクリテリウム開催事業、スポーツシューレ事業

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

第１１回さいたまシティカップ
　開催日：令和2年2月9日
　会場：NACK５スタジアム大宮
　対戦カード：大宮アルディージャ　ｖｓ　クラブ・ナシオナル・デ・フットボール
　観客人数：7,442人

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。

スポーツ文化局
オリンピック・パラリン

ピック部

おもてなしアクションプラン推進事業
　前年度から継続して「さいたま市アクションサポート会議」を11月に開催し、おもてなしアク
ションプランの進捗報告やアクションサポート会議の総括を行い、残り１年を切った東京
2020大会に向けた取組案の更なる推進と気運醸成につなげた
　さらに、本市が大会期間中に実施するイベントの警備等の計画を策定し、おもてなしの準
備を進めた

東京２０２０大会ボランティア推進事業
　「さいたま市ボランティア連絡協議会」を8月及び1月に開催し、東京2020大会のボランティ
ア情報の共有や活動に向けた準備を進めたほか、同協議会メンバーを対象にユニバーサ
ルツーリズム研修と外国人おもてなし研修を実施した
　都市ボランティアは競技会場周辺のイベント開催に合わせて事前ボランティア体験を実施
し、大会時の活動を見据えた経験を積み重ねてもらうことができた

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

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
　開催日：令和元年10月27日（日）
　会場：さいたま新都心駅周辺
　種目：クリテリウムメインレース、スプリントレース、タイムトライアルレース
　参加選手：海外招聘選手25名、国内参加選手26名、パラサイクリング選手7組8名、女子
選手5名、男子ジュニア選手2名、アマチュア選手4名

資料３
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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 令和元年度施策・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始前に、埼玉スタジアム２〇〇２　南広場にて学生によるコン
サートを実施した

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため大会中止

（参考）
第8回さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～
　開催日：令和2年3月28日（土）・29日（日）
　会場：さいたま新都心から見沼田んぼ周辺
　目標参加者数：9,000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（さいたま新都心公園）とすることで相乗効果を発揮できるよう開催予定していた

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
　大宮アルディージャ市民感謝デー等に合わせて、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
 日　程： 平成31年４月14日
　　　　    令和元年６月２９日
　　　　    令和元年９月２２日

その他スポーツイベントとの連携
　その他スポーツイベントにおい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、さいたま市観光PRブースを出展した。
ラグビーフェスティバル（熊谷ラグビー場）
　　日程　令和元年6月2日
ラグビーワールドカップ2019おもてなしエリア観光PR（熊谷スポーツ文化公園）
　　日程　令和元年9月29日

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
プロスポーツチーム（大宮アルディージャ）と連携した商業活性化事業
　　実施期間：令和元年９月７日～同年１１月１６日
 　 参加店舗：32店舗
 　 大宮アルディージャと連携し、NACK5スタジアムに設置されたWiFi及びクラブ公式アプリ
の活用により、試合観戦者を対象とした大宮駅東口周辺商店街への誘客事業「さいたま市
応援キャンペーン」を実施した

プロスポーツチーム（浦和レッドダイヤモンズ）と連携した商業活性化事業
　実施期間：令和元年10月６日～同年12月７日
　参加店舗：32店舗
　浦和レッズと連携し、浦和駅中之島地下通路に設置されているインフォメーションウォール
の活用及び駅周辺でのチラシ配布・ポスター掲示等により、試合観戦者を対象とした浦和
駅周辺商店街への誘客事業「サッカーのまち　浦和応援デー」を実施した

レッドダイヤモンズと連携した商業活性化事業補助金
　開催期間：令和元年10月４日～同年10月20日
　参加店舗：55店舗
　レッズサポーター及びサッカーファンを主な対象として、浦和駅及び北浦和駅周辺への
誘客を図るイベント「サッカーのまち　浦和フットバル」に対し、補助金を交付した

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。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
２．大型イベント等と連動した商店街支援事業
スタンプラリー実施業務
　開催期間：令和元年10月４日～同年11月10日
　参加店舗：53店舗
　ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催会場の近隣商店街において、同大会に因ん
だ賞品が当選するスタンプラリーイベントを実施し、商店会の賑わいを創出し、地域商業の
活性化を図った

大型イベント等開催時における商店街支援業務
　サイクルフェスタ
　開催日：令和元年10月26日、27日　参加店舗：５店舗
　駒場ファンラン
　開催日：令和元年12月７日　参加店舗：７店舗
　Vリーグ
　開催日：令和２年１月11日、12日　参加店舗：２店舗
　市内商店街の商店等と連携し、市内大型イベント開催時に会場において出店を行った。
また、会場周辺の商店街店舗の周知を目的としたチラシを作製、配布した

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

スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019の開催支援
　スポーツビジネスジャパン（スポーツカンファレンス、展示会）の開催にあたり、後援による
開催支援を行った他、基調講演・パネルディスカッションにて本市のスポーツ施策を広く周
知した
　期間：令和元年１１月１９日（火）・20日（水）
　会場：さいたまスーパーアリーナ
　主催：日本スポーツ産業学会、株式会社コングレ、株式会社スペースメディアジャパン

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

ネットワーク型のさいたまスポーツシューレを活用した取組
　既存施設のネットワーク化により実施環境を確保し、民間が持つ最新の知見・技術を提供
することで、スポーツ人材の育成、持続可能なスポーツ環境の整備、スポーツビジネス・ス
ポーツ産業の創出、活性化に向けた取組を実施した

主な実施結果
女子サッカー等活性化事業
　中学生年代の女子サッカーの支援として、合同練習会「スマイルプロジェクト」を年9回開
催した（新型コロナウイルスの影響により1回中止）
【会場】
　レッズランド、大宮けんぽグラウンド、秋葉の森総合運動公園、NACK５スタジアム大宮、
キャプテン翼スタジアム南与野、埼玉大学サッカー場、浦和南高校サッカー場

浦和南高等学校におけるスポーツの教育的効果の実証プロジェクト
　浦和南高等学校サッカー部、バスケットボール部において、「部活動による教育的価値」
を検証するため、ICTを活用した実証実験を実施した
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健康・福祉 

生涯スポーツの振興により、市民の健康の保持増進や 

福祉の向上を図ります 
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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 令和元年度施策・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

　市の食育に関するウェブサイト「さいたま市食育なび」の周知・広報に取り組み、掲載情報
の充実に努めた
　食育月間（6月）等において、令和元年度の重点目標「いっしょに楽しく食べる」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活動を中心に支援を行った
　既存の市民向けリーフレットを内容修正のうえ5,000枚作成し、市内各公共施設、学校等
に配布
　さいたまスーパーアリーナで開催された「さいたまSPORTS Festival 2019」内で、スポーツ
体験イベントへの事業協力を実施
　「さいたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員会」のワーキンググループを開催し、市
内スポーツ関連団体と連携したスポーツイベントを企画した

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

さいたま国際マラソン
　開催日：令和元年12月7日（土）、8日（日）
　会場： 7日（土）駒場運動公園
　　　　　8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
　　       国際女子マラソンと市民マラソンを同時開催した

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）さいたま市スポーツ協会を通じ、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を推進
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

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

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

介護予防水中運動教室
　実施期間：令和元年9月～令和2年3月（24回）
　決定者人数：196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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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会ねんりんピック紀の国わかやま２０１９
　開催日：令和元年11月9日（土）～12日（火）
　会場：和歌山県全域
　参加者数：さいたま市選手団144名
　和歌山県で開催される当該大会へさいたま市選手団を派遣した

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

令和元年度さいたま市シニアスポーツ大会
　開催日：令和元年6月8日
　競技種目及び会場：サッカー（浦和駒場スタジアム）、軟式野球（浦和総合運動場）、ソフト
ボール（浦和・総合運動場）、家庭婦人バレーボール（浦和駒場体育館）、健康フェア（浦和
駒場体育館）

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

第１９回さいたま市シルバーゲートボール大会
　開催日：令和元年11月14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：168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

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31年4月～令和2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  34,094人
　すこやか運動教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数   1,633人
　地域運動支援員派遣事業及び自主活動　　　  参加人数  38,921人
　ますます元気教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数   2,514人
　健口教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加人数      328人
　いきいきサポーター養成講座　　　　　　　　　　　 参加人数　　 262人
　地域リハビリテーション派遣活動支援事業　　　 派遣回数　　 288回

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

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６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

さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ
　開催日：令和元年9月28日・29日
　参加人数：141名
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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」による情報発信を行った
　庁内で開催している体組成測定会の一覧表の掲載を行った

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、学習情報の提供をした

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
　また、今年度に開設した美園北小学校、美園南中学校に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

　「県スポーツリーダーバンク」と連携を図り、制度のＰＲや活用を促進した

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

　関係部署と連携を図り、制度の利用を推進した

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（理論講習・実技講習）
　「ファミリー健康体力向上アドバイザー養成講習会」
　開催日・会場：令和元年12月 1日・与野体育館、令和元年12月15日・大宮体育館
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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18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：令和元年６月８日・大宮体育館

　市レクリエーション協会加盟団体による普及事業（全18団体）を実施した

第4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：令和２年１月１９日・大宮体育館

　市スポーツ推進委員連絡協議会各区支部による事業（各区支部によるニュースポーツ普
及事業など）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、4,000部を配布した
　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

西区
区民生活部
コミュニティ課

西区ウォーキング講習会
　開催日：(第1回）令和元年10月4日（金）、（第２回）令和２年２月２０日（木）
　会場：（第１回）西区役所大会議室他、（第２回）西部文化センター他
　参加人数：（第1回）26名、（第2回）31名
　誰もが気軽に楽しめるウォーキングを普及啓発することで、健康づくり、西区の魅力再発
見に繋げた。

北区
区民生活部
コミュニティ課

令和元年度北区ウォーキング教室
　開催日：令和元年10月6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：28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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止
令和元年度北区ウォーキングイベント
　開催日：令和2年3月7日
　会場：北区ウォーキング&ジョギングガイドの「大宮盆栽村・市民の森コース」
　参加予定者数：100名
　北区ウォーキング&ジョギングガイドの「大宮盆栽村・市民の森コース」を活用し開催予定

大宮区
区民生活部
コミュニティ課

大宮魅力発見ツアー
　開催日：  令和元年10月4日（金）
　会場：氷川神社等
　参加者数：54名
　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した

見沼区
区民生活部
コミュニティ課

見沼区横断クイズラリー
　実施日時：令和元年9月28日（土）　9時30分～12時30分
　参加人数：51名
　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、区への愛着を深めた

中央区
区民生活部
コミュニティ課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止
バラのまちウォーキング
　開催日：令和2年2月29日(土)
　会場：中央区内

浦和区
区民生活部
コミュニティ課

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：令和元年11月17日（日）
　会　 場：浦和区内
　参加人数:29名

南区
区民生活部
コミュニティ課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止
わがまち発見！南区ウォークラリー
　開催日：令和2年3月7日(単日開催)
　会　場：サウスピア～醫王寺～大谷場氷川神社～さいたま市文化センター～サウスピア
　内　容：南区内にコースを設定し、ウォーキングを通じて南区の魅力を広く周知し、南区に
親しみを持ってもらうことを目的とするウォーキングイベントを開催予定

緑区
区民生活部
コミュニティ課

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：令和元年8月
　発行部数：2,000部

「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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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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：令和元年７月６日（土）
　実施場所：コミュニティセンターいわつき
　定員：50人

第２回ウォーキング講習会
　実施時期：令和２年１月２５日（土）
　実施場所：コミュニティセンターいわつき
　定員：50人

城下町岩槻健康ウォーキング～聞いて・見て・知ろう岩槻～
　実施時期：令和２年２月２４日（月・休）
　実施場所：岩槻区内
　定員：100人

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

さいたま市高校選抜サッカー選手団海外派遣事業
　派遣期間：令和元年7月24日～31日
　派遣先：ドイツ
　参加者数：セレクションで選抜された18名

浦和レッズレリーフ設置事業
　公開日：令和2年3月1日
　設置場所：ＪＲ浦和駅西口　伊勢丹浦和店前
　設置場所周辺店舗での特典・割引サービス、ＳＮＳを活用した事業周知等の関係取組を
実施する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で一部取組が中止となった

大宮アルディージャレリーフ設置事業
　公開日：令和2年2月29日
　設置場所：ＪＲ大宮駅東口　大宮髙島屋前
　設置場所周辺店舗での割引サービス、ＳＮＳを活用した事業周知等の関係取組を実施す
る予定であったが、新型コロナウイルスの影響で一部取組が中止となった

サッカー指導者講習会
　開催日：令和2年2月15日
　開催場所：浦和駒場スタジアム
　参加者：市内サッカー指導者52名
　講義「ペップトークについて」、実技「攻撃のビルドアップ」

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
　また、今年度に開放した美園北小学校、美園南中学校の同委員会に対して、同事業に必
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）

保健福祉局
保健部

健康増進課

　「さいたま健幸ネットワーク」主催で「たばこ対策」、「メンタルヘルス」をテーマにセミナーを
開催。企業の取組事例発表やグループワークを取り入れることで、企業間の意見・情報交
換を行い、健康経営を推進した
　健幸ネットワーク加入団体向けに健康情報を発信するメルマガ「スマートウエルネスさいた
まＮＥＷＳ」を配信開始。「朝ごはん」や「女性の健康週間」など１０のテーマで配信を行った
　各種イベントにブース出展を行い、健康づくりの意識醸成を図った
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
西区

健康福祉部
保健センター

自分磨きゼミ
　開催日：令和元年6月5日（水）、9月11日（水）、11月27日（水）、令和2年2月20日（木）
　会場：西区役所保健センター
　参加実績：51名
　内容：特定保健指導及び生活習慣病予防の観点から、運動・栄養等の実習を取り入れた
講座を実施した

かがやく女性のためのHAPPYエイジング
　開催日①令和元年6月25日（火）
　　　　　 ②令和元年9月26日(木)、10月3日(木）　（2日間1コース）
             ③令和2年1月28日(火)
　会場：西区役所保健センター
　参加実績：61名
　内容：　栄養、口腔衛生の視点も含め、運動、口腔の実習を取り入れた生活習慣病予防
教室を実施した

親子DE筋トレ
　開催日：令和2年1月19日(日）
　会場：大宮アルディージャクラブハウス
　参加実績：14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を実施した

北区
健康福祉部
保健センター

１ 事業名：親子で運動～かけっこのコツ～
　 開催日：2回　令和元年9月1日、11月17日
　 会場：北区役所
　 定員数　各回15組

2  事業名：スタイルUP!エクササイズ教室（自宅で出来る簡単エクササイズ）
　  開催日：2回　令和元年6月19日、1月17日
    会場：保健センター
    定員数　各回15名

3　事業名：自分でできるエイジングケア～口元・首・肩リフレッシュ～
    開催日　令和元年10月9日、10月18日　2日間コース
    会場：保健センター
    定員数　36名
    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

キリっと美ボディ☆彡ボディメイク００３８
　開催日：ア.6月18日（火）、イ.10月10日（木）
   　　　　　※3月6日（金）は新型コロナウイルスの影響で中止
   会場：大宮区役所
   対象・定員：区内在住の30～64歳の方　15名
   内容：体育トレーナーによる運動指導、体組成測定
   実績：ア.13名、イ.12名

親子でオーレ！楽しく体操やってみた♪
   開催日：ア.11月24日（日）、イ.2月1日（土）
   会場：ＮＡＣＫ５スタジアム大宮室内練習場
   対象・定員：区内在住の4～6歳児とその保護者　15組
   内容：大宮アルディージャと提携しているトレーナーによる運動指導
   実績：ア.11組、イ.9組

男の筋トレ入門
   開催日：1月25日（土）
   会場：大宮区役所保健センター
   対象・定員：区内在住の30～64歳の男性　20名
   内容：体育トレーナーによる運動指導、体組成測定、
　   　　　講義（メタボリックシンドロームについて、男性のためのデンタルケア）
   実績：7名

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。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
ママの元気アップ講座
   開催日：ア.5月16日（木）、イ.7月23日（火）、ウ.9月19日（木）、エ.11月26日（火）
   会場：子育て支援センターおおみや
   対象・定員：0～3歳未満児とその保護者　36組
   内容：体育トレーナーによる運動指導、体組成測定、育児相談
　   　　　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）
   実績：ア.27組、イ.11組、ウ.17組、エ.11組

歯周病予防教室～HAPPYファミリークラス～
   開催日：9月1日（日）
   会場：大宮区役所保健センター
   対象・定員：区内在住の妊娠中の方とそのパートナー　20組
   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
   実績：6組

Ｈ24年度教室ＯＢ会「すみれ」　自主グループ支援
   開催日：毎月1回（8月、12月を除く）
   会場：大宮区役所保健センター
   内容：会場の貸し出し、健康づくりのためのストレッチ体操
   実績：会場貸出し9回、平均利用人数9.6人（3月は新型コロナウイルスの影響で中止）

甘党さんのヘルシーレッスン
　　開催日：①令和元年5月31日（金）・②6月1７日（月）
　　回数：1コース2日間、年１回
　　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
　　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
　　R元年度実績：30名（内訳：①16名、②14名）

ストレッチ＆コアエクササイズ
　　開催日：令和元年10月3日（木）、年1回
　　会場：見沼区役所保健センター
　　対象者・定員：区内在住で医師から運動制限の指示のない20～64歳以下の方、15名
　　実施内容：体組成測定、生活習慣病予防の講義、運動講義・実技
　　R元年度実績：14名

姿勢改善ウォーキング
　　開催日：令和元年11月18日（月）、年1回
　　会場：見沼区役所保健センター、堀崎公園ウォーキングコース
　　対象者・定員：区内在住で医師から運動制限の指示のない18～74歳以下の方、30名
　　実施内容：体組成測定、生活習慣病予防の講義、運動講義・実技
　　R元年度実績：22名

チェアヨガdeリフレッシュ
　　開催日：令和元年11月22日（金）、年1回
　　会場：見沼区役所保健センター
　　対象者・定員：区内在住で医師から運動制限の指示のない20～64歳以下の女性（妊婦
は除く）、15名
　　実施内容：生活習慣病予防の講義、運動講義・実技
　　R元年度実績：６名参加

親子でぴょん♪なわとび教室
　　開催日：令和元年12月25日（水）、年1回
　　会場：見沼区役所保健センター
　　対象者・定員：区内在住で小学1～4年生と保護者（医師から運動制限のない方）、20組
　　実施内容：体組成測定（保護者）、生活習慣病予防の講義、運動講義・実技
　　R元年度実績：10組21名参加

親子でトライ!!らんらん♪ランニング
　　開催日・回数：令和元年10月28日（日）、年1回
　　会場：さいたま市大宮武道館、堀崎公園内
　　対象者・定員：小学1～4年生と保護者（医師から運動制限のない方）、40組
　　実施内容：初心者向けの安全で効果的なジョギングと保護者向け及び子ども向けプログ
ラム、体組成測定（保護者）
　　R元年度実績：34組72名参加

見沼区
健康福祉部
保健センター
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
中央区

健康福祉部
保健センター

ゆるゆるえくささいず
　開催日：令和元年6月12日（水）
　会場：中央区役所保健センター
　参加：１４名

デトックスヨガ
　開催日：令和元年8月30日（金）
　会場：中央区役所保健センター
　参加：１７名

みんなあつまれ！親子deたいそう
　開催日：令和元年10月19日（土）
　会場：中央区役所保健センター
　参加：８組（２３名）

リフレッシュストレッチ
　開催日：令和元年11月29日（金）
　会場：中央区役所保健センター
　参加：20名

生活習慣病予防普及啓発事業
ヒーリング・ヨガ～自分のカラダに目を向ける～
　開催日：５月２２日（水）
　実績：9名
　内容：運動実技「ヨガ」、講義「睡眠・休養について」

姿勢矯正レッスン
　開催日：6月17日（月）
　実績：12名
　内容：運動実技「ゆがみ矯正」、講義「噛むことと全身の関係について」

SAKURA UP おやこ健康クラス　　1回
　開催日：7月27日（土）
　実績：11組23名
　内容：小学生：調理実習「小学生シェフ養成講座」、
 　　 　　保護者：講義「２０代とは違う…メタボに気をつけて」運動実技「お腹まわりひきしめ
［エクササイズ・リラックス」

体質改善レッスン～燃える体・疲れにくい体～
　開催日：10月2日（水）
　実績：4名
　内容：運動実技「代謝ＵＰ・筋力ＵＰ」、講義「がんについて」

桜区民のための健康講座　糖尿病予防教室　（歯周病予防教室コラボ）
　開催日：11月２1日（木）
　実績：11名
　内容：講義「糖尿病について」 　「糖尿病と歯周病の関係について」
  　           　 「血糖値をあげない食事」　「お役立ち歯科情報」

若さを保つウォーキング教室～健康づくり　はじめの一歩～
　開催日：12月17日（火）
　実績：5名
　内容：運動実技「準備運動、ウォーキング、クールダウン」講義「筋力維持・メタボ予防」

みんなで一緒に歩こう会♪（MIA)
　開催日・実績：4月16日（お口の体操）6名　　　　5月28日（受動喫煙）9名
　　　　　　　　　　6月25日（食育）9名　　　　　　 　9月30日（ウォーキング）10名
　　　　　　　　　　10月31日（がん）9名　　　　　　 11月20日（糖尿病）7名
　　　　　　　　　　12月24日（アルコール）14名 　1月15日（インフルエンザ）5人
　　　　　　　　　　2月26日（ウォーキング）0名　3月13日（減塩）0名※コロナのため中止
　対象：のびのびウォーキングエントリー者
　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

うらわメタ防クラブwithPTA「10年後も元気に！私の運動習慣」
　　　　　　（さいたま市PTA協議会浦和区連合会との共催）
　開催日：令和元年6月17日（月）
　会場：さいたま市立常盤北小学校
　参加者：１４名
　内容：30～40歳代の若い世代を対象に、保健師によるメタボ予防の講話とインストラクター
によるヨガレッスンを実施した

桜区
健康福祉部
保健センター

資料３

25



No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
南区

健康福祉部
保健センター

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 Be　smart lady　～ママとこどもの健康体操～
　　4 ～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
　【開催日・人数】
　　１　令和元年5月28日（火）
　　２　令和元年6月15日（土）　令和元年12月7日（土）
　　３　令和元年9月12日（木）
　　４　令和元年10月5日（土）
　【会場】　１、２、３　南区役所保健センター講座室
　　　　　　　４　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した
　２　30～40歳代の男性を対象　３　30～40歳代の女性を対象
　２・３　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した
　４　小学生とその保護者（20～50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を実施した

緑区
健康福祉部
保健センター

親子で忍者見習い教室
　日時：令和元年5月25日（土）
　会場：緑区役所保健センター
　参加者：24名
　備考：健康運動指導士の協力により実施

今から始める！更年期対策教室
　日時：令和元年9月27日（金）
　会場：緑区役所保健センター
　参加者：15名
　備考：ヨガインストラクターの協力により実施

賢い女性は知っている！自分メンテナンス教室
　日時：令和元年10月29日（火）
　会場：緑区役所保健センター
　参加者：19名
　備考：ヨガインストラクターの協力により実施

ぷよっとお腹を引き締める！食事と運動教室
　日時：令和元年11月11日（月）
　会場：緑区役所保健センター
　定員：19名
　備考：健康運動指導士の協力により実施

親子で忍者入門教室
　日時：令和元年11月30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：44名
　備考：健康運動指導士の協力により実施

岩槻区
健康福祉部
保健センター

達人に学ぶおやこシリーズ　「遊びで体力UP教室～親子で運動不足を解消しませんか～」
　開催日：令和元年6月30日(日)
　会場：岩槻駅東口コミュニティセンター　多目的ルームB
　対象者：区内在住の小学１年生から４年生とその保護者（妊娠中の方は除く）
　定員：15組
　内容：遊びを取り入れた親子でできる運動実技、生活習慣病予防についての講話、体組
成測定(保護者のみ)

バレエエクサイズ
　開催日：①令和元年5月30日(木)　②令和元年11月14日(木)　③令和2年2月3日(月)
　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）
　定員：18人
　内容：バレエの動きを取り入れたエクササイズの実技、健康についての話、体組成測定
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施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
浦和区

区民生活部
コミュニティ課

『第１０回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
　開催日：令和元年8月9日（金）
　会　　場：浦和駒場スタジアム
　参加人数：84人

『第１１回めざせ！！“なでしこ”女子サッカー教室』
　開催日 ：令和元年12月14日（土）
　会　　場：浦和駒場スタジアム
　参加人数：89人

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

西区少年少女サッカー教室事業
　開催日：令和元年9月15日（日）
　会場：西大宮サッカー場
　参加人数：１22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

北区少年少女サッカー教室
　開催日：令和元年9月23日(祝)
　会場：さいたま市立日進北小学校グラウンド
　参加人数：96名
　大宮アルディージャスクール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

北区親子サッカー教室
　開催日：令和元年9月23日(祝)
　会場：さいたま市立日進北小学校グラウンド
　参加人数：122名
　大宮アルディージャスクール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

大宮区
区民生活部
コミュニティ課

少年少女サッカー教室
　開催日：令和元年9月29日（日）
　会場：NACK5スタジアム大宮
　参加者数：86名（応募者数132名、当選者数120名）
　大宮アルディージャ、（公財）さいたま市公園緑地協会の協力のもと実施。

見沼区
区民生活部
コミュニティ課

見沼区少年少女サッカー教室
　実施日時：令和元年10月26日（土）　13時30分～15時
　会場：堀崎公園サッカーグラウンド
　参加人数：112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

岩槻区少年・少女サッカー教室
　実施日時：令和元6月23日(日)
　会場：岩槻文化公園
　対象：岩槻区内在住・在学の小学生
　参加人数：約150人

67
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～に基づき、自転車利用の促進に取り組
んだ
2019サイクルフェスタの開催
　開催日：令和元年10月26日(土)、27日(日)
　開催場所：さいたま新都心公園周辺
　来場者数：約2.1万人
サイクルサポート施設を7施設認定
見沼たんぼ、浦和美園駅、東浦和駅周辺のサイクリングマップを作成
緑のヘルシーロードにおいて、サイクリング情報（サイクリングマップ、サイクルサポート施
設）をお知らせするQRコードを掲示した案内板を2箇所設置
３人乗り電動アシスト自転車貸出事業の実施

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

※新型コロナウィルスの影響により中止
第7回西来る（サイクル）フェスタ
　開催日：令和2年3月14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河
川敷を活用したサイクリングイベントを開催する

66
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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◎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 令和元年度施策・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19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」に、さいたま市選手団の派遣を
予定しておりましたが、本大会は、台風19号の影響により中止となった
　練習会や結団式を開催するなど、適正に準備を進めた

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

　9月22日（日）に岩槻文化公園でふれあいスポーツ大会を開催し、合計1,029人が参加し
た

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、フライングディスクなど１０競技１３教室を市内各地で開催した

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

　さいたまスポーツフェスティバル2019開催事業に統合して実施した

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

さいたま市ノーマライゼーションカップ
　実施日時：令和2年2月22日（土）
　会場：サイデン化学アリーナ
　女子日本代表vs女子アルゼンチン選抜
　イベント周知の際にあたり、記者への情報提供やＳＮＳへの掲載を行い、マスメディアやＳ
ＮＳを通じた条例の普及啓発に務めた
　全戸配布の市報さいたまを利用し、イベントの内容だけではなく障害者への応対等につ
いても併せて周知を行った
　同時開催イベントとして、ブラインドサッカー教室やオリンピックパラリンピックPRブースの
設置、チアダンス、ダンスパフォーマンス、国際ジュニア大使によるアルゼンチン選抜の選
手へのインタビュー、各種ブースなど、様々なイベントを実施した

資料３

28



◎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 令和元年度施策・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、芝生化を実施した
（仮称）浦和東部第一近隣公園

子ども未来局
幼児未来部
保育課

芝生の適切な維持管理を実施した

教育委員会
管理部

学校施設課

令和元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・美園北小

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。

教育委員会
生涯学習部

生涯学習振興課

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：約122,000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か所の整備を行った
　令和２年度整備予定の多目的広場の設計を実施した

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、自転車利用者の多い駅周
辺のほか、各駅を結ぶ路線などにおいて自転車通行環境整備を実施した
　令和元年度末：累計125㎞

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
　令和元年度末：累計125㎞

保健福祉局
保健部

健康増進課

　参加者数23,628人（令和2年3月末時点）
　体組成測定会18回開催
　各種イベントにブース出展を行い事業ＰＲ及び申込受付を行った。

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

　スポーツ施設の利用状況や将来の人口動態などを踏まえ、スポーツ施設の整備水準や
今後のスポーツ施設整備の基本的な考え方等の取りまとめを行った

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。

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。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
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

浦和東部第一特定土地区画整理事業の推進【道路、公園等の都市基盤整備】

大門下野田特定土地区画整理事業の推進【道路、公園等の都市基盤整備】

美園地区のまちづくりの推進【都市空間・都市環境の高質化】

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

高齢者健康スポーツ教室
　開催日：令和元年5月13日～10月28日
　 　　　　  週１コース　毎週月曜日　全25回 　週２コース　毎週月・水曜日　全50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（週１コース25名　週２コース25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

指定管理者による施設管理運営業務
　初心者講習会の開催（H31.4月、R元.７月、１２月　R2.１月、２月）

※その他、親子体験講習や指定管理者による大会開催は新型コロナウイルスの影響で中
止となった。
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都市計画 

スポーツと都市計画が連携することで、 

スポーツを行う環境だけでなく、 

生活環境の向上を図ります 
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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 令和元年度施策・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、芝生化を実施した
（仮称）浦和東部第一近隣公園

子ども未来局
幼児未来部
保育課

芝生の適切な維持管理を実施した

教育委員会
管理部

学校施設課

令和元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・美園北小

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

　スポーツ施設の利用状況や将来の人口動態などを踏まえ、スポーツ施設の整備水準や
今後のスポーツ施設整備の基本的な考え方等をまとめた

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か所の整備を行った
　令和２年度整備予定の多目的広場の設計を実施した

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【道路、公園等の都市基盤整備】
②大門下野田特定土地区画整理事業の推進【道路、公園等の都市基盤整備】
③美園地区のまちづくりの推進【都市空間・都市環境の高質化】

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。

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

ネットワーク型のさいたまスポーツシューレを活用した取組
　既存施設のネットワーク化により実施環境を確保し、民間が持つ最新の知見・技術を提供
することで、スポーツ人材の育成、持続可能なスポーツ環境の整備、スポーツビジネス・ス
ポーツ産業の創出、活性化に向けた取組を実施した

主な実施結果
女子サッカー等活性化事業
　中学生年代の女子サッカーの支援として、合同練習会「スマイルプロジェクト」を年9回開
催した（新型コロナウイルスの影響により1回中止）
【会場】
　レッズランド、大宮けんぽグラウンド、秋葉の森総合運動公園、NACK５スタジアム大宮、
キャプテン翼スタジアム南与野、埼玉大学サッカー場、浦和南高校サッカー場

浦和南高等学校におけるスポーツの教育的効果の実証プロジェクト
　浦和南高等学校サッカー部、バスケットボール部において、「部活動による教育的価値」
を検証するため、ICTを活用した実証実験を実施した

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

指定管理者による施設管理運営業務
　初心者講習会の開催（H31.4月、R元.７月、１２月　R2.１月、２月）

※その他、親子体験講習や指定管理者による大会開催は新型コロナウイルスの影響で中
止となった。

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（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 令和元年度施策・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、自転車利用者の多い駅周
辺のほか、各駅を結ぶ路線などにおいて自転車通行環境整備を実施した
　令和元年度末：累計125㎞

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
　令和元年度末：累計125㎞

保健福祉局
保健部

健康増進課

　参加者数23,628人（令和2年3月末時点）
　体組成測定会18回開催
　各種イベントにブース出展を行い事業ＰＲ及び申込受付を行った。

90 「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。

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

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、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 
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◎新規・追加事業
No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・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

令和元年度 北区野球教室
　開催日：令和元年11月17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：74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 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

※台風19号の影響により会場が使用できず中止
　事業名：サクラ・スポレク
　期　日：令和元年12月1日（日）
　会場：桜草公園

93 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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
桜区駅からハイキング
　期日：令和２年３月１３日（金）～１５日（日）
　コース：中浦和～西浦和

94 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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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」を進めるための初心者向けウォーキング教室
　開催日：令和２年３月１８日（水）、２０日（祝）
　会場：緑区役所３階大会議室
　定員：各３０名

95 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

　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、笑いを取り入れた健康体操を
区内の各地域で234回開催し、延べ5,700人が参加した

96 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。

都市戦略本部
未来都市推進部

埼玉スタジアム２○○２での啓発活動
　開催日：令和元年９月14日（土）
　会場：埼玉スタジアム２○○２
　埼玉スタジアムの大型映像装置やＰＲブースで「COOL CHOICE」等のＰＲを予定。
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
97 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
　実施日：令和元年５月２日（祝）
　実施場所：浦和駒場スタジアム

　実施日：令和元年５月１７日（金）
　実施場所：埼玉スタジアム

　実施日：令和元年５月１８日（土）
　実施場所：NACK５スタジアム大宮

　実施日：令和元年８月４日（日）
　実施場所：NACK５スタジアム大宮

98 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

　中学校は単独で指導及び引率ができる部活動指導員を希望校の半数の学校に配置した
　高等学校は部活動指導員を希望校の７５％の学校に配置した

99 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

　ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムに合わせて、フランスの食文化を感じる学校給食を
全ての市立小・中・中等教育・特別支援学校において実施した
　実施日：10月～大会前日まで

100 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。

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

101 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実施
　引続き、大宮けんぽグラウンド2区画借り上げを継続し、市民利用を推進するほか、大会、
合宿の誘致を行う。また最新の知見・技術を取り入れた実証プロジェクトを継続して実施す
るほか、同仕組みを活用し、「女子サッカー等活性化事業」を実施した

102 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

さいたまサッカーフェスタ2019
　開催日：令和元年９月２３日
　会場：浦和駒場スタジアム
　「浦和レッズOB vs 大宮アルディージャOB」のスペシャルマッチ、OBによるサッカー教室、
ブラインドサッカー体験会等を市、さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会、浦和レッ
ズ、大宮アルディージャの４者で開催した
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
103 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

　市内１１カ所の銭湯の協力を受けて、「銭湯ランニングステーション」を実施した

104 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

ステップアップセミナー（サッカー）
　開催日：令和元年９月２３日
　場所：浦和駒場スタジアム
　参加者数：３３名

ステップアップセミナー（陸上）
　開催日：令和元年１１月２４日
　場所：浦和駒場スタジアム
　参加者数：３５名

105 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

　トレーニング機器の購入、仮設物の設置等、トレーニング施設を整備した
　市内で開催されるイベント等へＰＲブースを出展した
　体験教室や市民とロシア代表チーム等との交流イベントを実施した

106 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３件を整備した

107 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

障害者のレッツ遊ボール
　開催日：令和元年５月２９日(水)
　会場：レッズランド（桜区）
　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

ふれあいサッカー教室
　開催日：令和２年２月１１日(火・祝)
　会場：堀崎公園グラウンド（見沼区）
　受講者：１４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

　※対象者：市内在住又は在勤で、１８歳以上の障害のある方

108 さいたまスポーツシューレ事業
中学生年代女子サッカー合同
練習会「 スマイルプロジェクト」
の開催

スポーツ文化局
スポーツ部

スポーツ政策室

中学生年代女子サッカー合同練習会「 スマイルプロジェクト」
　開催日：令和元年７月２７日（土）～令和２年３月１日（日）　全１０回
　※３月開催回については、新型コロナウイルスの感染拡大を防止の観点により開催中止
　会場：レッズランド、大宮けんぽグラウンド、秋葉の森総合運動公園、NACK５スタジアム大
宮、キャプテン翼スタジアム南与野、埼玉大学サッカー場、浦和南高校サッカー場
　参加者：260名（合計）
　浦和レッズ、大宮アルディージャの指導者の指導により、中学生年代の女子向けの合同
練習会を開催した
　同時にICTデバイスを使い、データ分析を活用した競技力の向上を図ることを目的とした
データ取得も実施した
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No. 施策・事業名/説明 関連所管課 令和元年度施策・事業の実施結果
109 イノベーション推進事業

イノベーション推進事業
「医療・ヘルスケア」「環境・エネ
ルギー」「防災・減災」および「ス
ポーツ産業」に関わる社会課題
に貢献する多様なイノベーショ
ン創出のために、市内企業の新
技術創出の取組を支援。

経済局
商工観光部

産業展開推進課

イノベーション推進事業
　医療・ヘルスケアおよび環境・エネルギーに関わる分野において、計３件の補助事業を実
施した

110 サイクルパーク構想の策定及び
実現に向けた取組

実体験を通じた情報発信、自転
車文化の醸成のために、自転車
の楽しさを日常的に体験できる
場としてのサイクルパークの設置
等について構想を取りまとめると
ともに、実現に向けた取組を実
施する。

都市局
都市計画部

自転車まちづくり推
進課

　さいたま市サイクルパーク構想の策定に向けて、必要な機能や規模、運営手法等の検討
を行った。

111 大宮アルディージャ　婚姻届提
出者招待

大宮アルディージャの認知度向
上の推進
大宮区役所区民課（大宮駅支
所含む）に婚姻届を提出された
方にホームゲームへの招待ハガ
キの配布を実施。

大宮区 　区役所に婚姻届けを提出された方に、大宮アルディージャホームゲームへの招待ハガキ
を配布した
　開　　　催：明治安田生命J２リーグ　２０１９シーズン
　会　　　場：NACK５スタジアム大宮
　配布実績：８６８枚

112 大宮アルディージャ　転入届提
出者招待

大宮アルディージャの認知度向
上の推進
西区役所・北区役所・見沼区役
所・大宮区役所・岩槻区役所区
民課（支所含む）に転入届を提
出された方にホームゲームへの
招待ハガキの配布を実施。

西区
北区
見沼区
大宮区
岩槻区

区民生活部
区民課

　西区、北区、見沼区、大宮区、岩槻区に転入届を提出された方に、大宮アルディージャの
ホームゲームへの招待ハガキを配布した
　開　　　催：明治安田生命J２リーグ　２０１９シーズン
　会　　　場：NACK６スタジアム大宮
　来場実績：４４６名

113 浦和レッズ　転入者招待

浦和レッズの認知度向上の推進
中央区役所・桜区役所・浦和区
役所・南区役所・緑区役所区民
課（支所含む）に転入届けを提
出された方にホームゲームへの
招待のご案内を配布。

中央区役所
桜区役所
浦和区役所
南区役所
緑区役所

区民生活部
区民課

　　中央区、桜区、浦和区、南区、緑区に転入届を提出された方に、浦和レッズのホーム
ゲームへの招待の案内を配布した
　開　　　催：２０１９シーズン浦和レッズゲームホーム
　会　　　場：埼玉スタジアム開催試合
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