
    

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２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１１月９日（月曜日） 

午後１時３０分～午後３時３０分 

３ 会議の開催場所 さいたま市役所議会棟２階 第４委員会室 

４ 出席者名 

【委員】 

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、天野 恵子委員、安東 さ

やか委員、内田 直委員、小野崎 研郎委員、小嶋 

理恵子委員、境 修委員、ナザヤ ズライカ委員、

野﨑 直良委員、保髙 智委員、吉田 弘一委員(計

14 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】 

鬼塚 信次委員、小沼 彰彦委員、神保 久美子

委員、松井 聡委員、村田 正二委員(計５名) 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議題】 

（１）報告事項 

① さいたまオンラインスポーツチャレンジにつ

いて 

１．さいたまシティＯＮＬＩＮＥマラソン 

～走ってチャリティ・みんなで健康に～ 

２．ツール・ド・フランスさいたまクリテリウ   

 ム toward 2021 ONLINE RIDE チャレンジ 

 

（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」素案について 

 

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２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 11月９日（月）13時 30 分から 15時 30 分 

 

２ 場所 さいたま市役所議会棟２階 第４委員会室 

 

３ 出席者 

（１）委員（14 名） 

兵藤 明子、菊原 伸郎、武田 弓佳、浅見 茂、天野 恵子、安東 さやか、内田 

直、小野崎 研郎、小嶋 理恵子、境 修、ナザヤ ズライカ、野﨑 直良、保髙 智、 

吉田 弘一（敬称略） 

 

（２）スポーツアドバイザー（1名） 

伊藤 博義（敬称略） 

 

（３）事務局（9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、海津スポーツイベント課長 

（スポーツ政策室）鈴木（昇）主査、鈴木（寿）主査、羽島主任、野村主事 

 

４ 欠席者 

（１）委員（５名） 

   鬼塚 信次、小沼 彰彦、神保 久美子、松井 聡、村田 正二（敬称略） 

 

５ 傍聴人 0名 

 

６ 公開又は非公開の別 公開 

 

７ 問い合わせ先 

  さいたま市 スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策室 

  〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

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

 

８ 内容 

（１）開会 

委員 19 名中 14名の出席により、会議が成立した。 

 

（２）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 さいたまオンラインスポーツチャレンジについて 

１．さいたまシティＯＮＬＩＮＥマラソン 

～走ってチャリティ・みんなで健康に～ 

２．ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム 

toward 2021 ONLINE RIDE チャレンジ 



【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」素案について 

 

 

＜質疑・応答・意見＞ 

【報告事項】 

① さいたまオンラインスポーツチャレンジについて 

（境委員） 

以前に同様のイベントに参加したことがあるのですが、そのイベントでは走行距離

などが手入力可能であったため、月間2,000㎞以上走っているような人がいたり、自

転車などで走っているような人が見受けられました。順位が出たり上位の表彰等があ

ると、こういった不正が起こると参加するモチベーションが下がってしまいますの

で、例えば、上限を設けたり、入力の規制などがあるのか伺えますか。 

 

（事務局） 

距離につきましては、原則手入力は禁止ということになっております。ただいま伺

った事例について、把握はしておりませんでしたので、そのようなトラブルの有無に

ついて把握し、きちんと対応してまいります。 

 

【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」素案について 

［序章］ 

（内田委員） 

定義について、割と広くとらえられていますが、この後に出てくる、「週1回以上

スポーツをしている人の割合」における定義とはちょっと違うような感じがするので

すが。整合性が取れるような整理が必用ではないかと思います。 

 

（小野崎委員） 

内田委員と同様の話で、後ろにｅスポーツとかも出てくるので、この定義の中に入

ってくるのかということと、あえてスポーツの定義と言わず、「この計画の中で扱う

範囲」等の言い方のほうがいいような気がします。 

 

（事務局） 

スポーツの定義については、この計画で言うスポーツの取り扱いというところが実

態とはなっておりますので、表現つきまして、検討させていただきたいと思います。 

ｅスポーツにつきましては、まだスポーツとしての取り扱いについて議論されてい

る部分がありますが、本市においても可能性のあるものとして考えております。ただ

し、スポーツ実施率に含めるか含めないかという点も含めて検討が必要だと思いま

す。現状では、通勤や通学でも、意識を持って歩いているかいないかという部分で変

わってくるのかなと考えております。 

 

（内田委員） 

計画策定の目的において、「すべての市民等が障害の有無及び身体能力運動能力の

違いにかかわらず、いつでも、どこでも、いつまでも、スポーツに関わることができ

る機会を増やす」という記載についてですが、計画において、市内の外国人への取組

についてあまり明確に含まれておらず、実際、スポーツは非言語的なコミュニケーシ

ョンのツールでもあり、日本に住む外国人がこれから増えてくる中で、国際社会の中



での都市のあり方としても、こういった外国人の受け入れについては、今後非常に重

要になってくると思います。この中でスポーツを、人種・文化・言語というような垣

根を取り除いて、市民が交流できる場としての位置付けを入れたほうが良いのではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

基本的な考えにつきましては、市民等という表現について精査させていただいた中

で、通勤・通学・滞在も含めた市民等という表現の中に入れさせていただいておりま

す。それからP3のＳＤＧｓの記載において、「スポーツの持つチカラ」を生かしてと

いうことを記載させていただいております。 

また、スポーツを通じた環境意識の啓発の中でも、『スポーツの持つ、「人を巻き

込む力」を活かし、「多様性を尊重する社会」「持続可能で逆境強い社会」「クリー

ンでフェアな社会」の構築への貢献に取組む』旨を記載しており、「外国人の方を含

めた、スポーツの持つ多様性の力を活用していきます」ということを触れさせていた

だいております。表現につきましては一度検討させていただきます。 

 

（内田委員） 

明確に入れておくということで、当事者からすると、自分たちがきちんと認知され

ているという安心感があると思いますし、住みやすいまちという観点からも重要では

ないかと思います。 

 

［第１章］ 

   質疑なし 

 

［第２章］ 

（内田委員） 

アンケート調査について、20歳から79歳を対象にしているとのことですが、子ども

に関してのデータがあるのか、或いはそういうことについてどう対応していくってい

う考えなのかお聞きしたいと思います。 

 

（事務局） 

今回のアンケート調査の中で、児童・生徒の数値については含まれておりません。

児童・生徒に関する数値につきましては、教育研究所において、児童・生徒のスポー

ツ実施率等について数値を取得しておりますので、そういったものから判断をしてい

きたいと考えております。 

 

（小野崎委員） 

データをお示しいただいていますが、全体としてどういった課題があるかという整

理がないと思います。また、障害者スポーツについて、大きく目標などにも掲げられ

ている中で、市内にいろいろな団体があるということや、県の障害者交流センターな

どで示されているスポーツについての実態や、様々な団体が活動されていることなど

についての記載があってもいいのかなと思います。 

 

（事務局） 

前回骨子のご審議の際に、全体の振り返りについて意識してお伝えさせていただい

たかと思います。素案におきましても、重点施策の評価の後に、スポーツを「する」

「みる」「まなぶ」「ささえる」観点からと、総合的なまちづくりの観点からの現状



と課題について記載をしております。 

障害者スポーツの実情につきましては、振り返りや、基本方針等でも触れておりま

すが、表現の方法等については改めて検討させていただきます。 

 

（内田委員） 

P18の「運動不足に対する意識」についてですが、全体の82.7％が運動不足を感じ

ているということですが、週１回以上スポーツをしている人の割合はだんだん目標値

に近づいてきており、これは市の施策に一定の効果があったという評価になるのかと

思います。しかし、私が感じるのはこの間に非常に乖離があると思います。そこで取

組として、単に週１回以上のスポーツの実施率を上げるだけではなく、市民の運動不

足を解消するような取組を進めていかなければいけないと思います。 

 

（事務局） 

スポーツ実施率が上がっている点と、それに対して運動不足の意識が非常に高いと

いう点について、ご指摘のとおりだと思います。測り方が難しいというのはあります

が、多くの市民が運動不足の解消が進んでいると考えられるかという点は、取りよう

があるのかなと考えます。スポーツをやることによって、運動不足を解消していける

ということは、さいたま市民にとっていいことだと思いますので、指標として追えな

いかどうか検討させていただきたいと思います。 

 

（小嶋委員） 

ｅスポーツの取り扱いについて、世間一般においてまだ明確になっていない中で、

このような書き方は少しわかりづらいと感じます。スポーツ庁やスポーツ協会などで

も議論となっているワードだとは思いますが、ｅスポーツはまだスポーツではないと

いうことを明確にされている団体などもあり、アーバンスポーツやユニバーサルスポ

ーツなどと並列するほどのレベルではないような気もします。今後スポーツとして発

展していく可能性はあるのかもしれませんが、すごくスポーツ度が高いという感じが

前面に出ているため、もう少し書き方について検討していただくと共に、他の委員の

方の意見も頂きたいと思います。 

 

（事務局） 

はじめに、現時点の事務局の見解をお伝えさせていただきます。 

ｅスポーツにつきましては我々の方でも、また議会や委員会でもやりとりにおいて

も、話題に上っております。プラス思考で考えますと、例えば障害をお持ちの方、そ

れから高齢の方などのコミュニティになっているとか、いろいろな事例が出てきてお

ります。効用の一つとしてコミュニティができるとか、自分の意識の活発化に繋がる

とか、そういった部分を評価する向きがございます。そのため、我々としてはその部

分については、できれば取り入れていきたいということで趨勢の中に挙げさせていた

だいております。一方で、ＷＨＯでゲーミング障害についての言及や、都市によって

条例を制定しているところもあります。そのような状況ですので、さいたま市の現状

といたしましては、まずは検証をしていく必要があると考えています。 

良い部分と悪い部分それぞれについて検証しながら、10年計画の中で、ｅスポーツ

について全く触れないというわけにいきませんので、趨勢のところでご報告を入れさ

せていただいた上で、まずは、検証から始めていきたいと考えているところです。 

 

（菊原委員） 

スポーツの定義というところで、認める、認めないという話はいろいろと議論があ



り、私も大学でディスカッションのテーマとして学生と話をしているのですが、さい

たま市がｅスポーツについてどう捉えるかということを盛り込んでもいいのではない

かなと思います。 

依存症に関しても既に明らかになっているところもあるので、5年後、10年後には

ｅスポーツはマインドスポーツや障害者インクルーシブスポーツと同様にスポーツと

して取り組もうという流れになっていくと思います。現代は、多様性の時代に入って

きており、これに対して我々がどういう方向性でいくのか、良いところと精査しなが

らも言葉としては入れていかないといけない時代には入っていると認識をしていま

す。 

 

（天野委員） 

ｅスポーツについてですが、幅広い年齢層の方が実施しており、多くの競技者がい

るものと考えます。これについては、馬鹿にできないスポーツかなと感じておりま

す。私のやっている空手についていえば、格闘技のｅスポーツを通じて、空手の興味

を持って入ってくる子もいます。これからは、ｅスポーツから実際のスポーツに繋げ

ていく方法を考えていく必要もあるのかなと思っています。 

 

（野崎委員） 

私は市内の福祉施設に勤めており、利用者に対して介護計画というものを立てるの

ですが、その中でスポーツの位置付けが難しいです。最近ではこのｅスポーツを活用

し、機能の維持あるいは向上を図っていくということを、介護計画に取り入れる動き

も出始めています。この効果として、利用者が生きる糧を持って下さったり、さらに

周囲を看てらしているご家族が、本人の意欲が出てきてよかったと言って下さること

も出ています。高齢者あるいは障害を持った方、寝たきりの方であっても、ｅスポー

ツを使うことによって機能の保持ができるということは、私たち介護をする側にとっ

てもすごく利便性があるというふうに思っております。 

個人的な意見ですが、ぜひこのあたりについても、ｅスポーツの位置付けというの

を計画に取り入れていただければと思っています。 

 

（安東委員） 

私は本業でまちづくりやスマートシティーについての取組を行っていますが、最

近、ｅスポーツのイベントをやられる自治体が増えてきています。しかし、今年は特

に新型コロナウイルスの影響でそういった流れもありますが、実際にイベントをやっ

てみると、個人でオンライン参加できるというところもいいのですが、やはり、ｅス

ポーツであっても実際に集まらないと盛り上がらないというのが主催者側の意見とし

て多く出ており、これは実際のスポーツ観戦などと同じ感じなのだと思います。 

リアルのスポーツを観るということもそうなのですが、ｅスポーツも実際に集まっ

て観戦することで、自分がプレーしていなくても参加している感覚になるのかなと思

います。実際に集まって観ることで、一体感やコミュニティの醸成といった部分にも

繋がってくるのかなと思います。そのため、ｅスポーツについては、今後10年の計画

として考えると、やはり認めざるを得ないかなというように思います。 

 

（内田委員） 

この計画を見ていると、やはり、まちの発展というか経済的な発展ということが含

まれている面がありますので、ｅスポーツについては排除せずに入れた方がいいと思

いました。スポーツの定義の部分とは少し違うのかもしれませんし、体を動かさなけ

ればスポーツじゃないと考える人もいるかもしれませんが、まちの発展や、人が集ま



ってくるという部分でいい点があるのかなというように思いました。 

 

（小嶋委員） 

委員の皆様にいろいろなご意見をいただきありがとうございます。特に知識のない

一般の方がこの素案を見たときに、文章を読んだだけでは読み解けないのかなと感じ

ます。どこまで出せるかはわかりませんが、こういうことを検証しますだとかもう少

し具体的に記載するといいのかなと思います。また、本日委員の皆様からも様々な意

見を聞けましたので、そのような部分も少し反映されるといいのかなと思いますの

で、ご検討ください。 

 

［第３章］ 

（内田委員） 

事前にメールで事務局へ指摘をした点となりますが、P46基本方針１の②「スポー

ツをする空間の整備・向上」ですが、ここに「時間」を入れたほうがいいのかなと思

います。スポーツ未実施者の主な要因は、「めんどくさい」のほかに「時間がない

（仕事や家事）」、「場所がない」、「お金がない」、「きっかけがない」などとい

うことがあって、P42、43のところで必要な組織や仕組み、場所や環境などの整備、

スポーツ機会の創出ということは触れられています。そして、P46では「スポーツを

する空間の整備・向上」と繋がっていくというふうに思いますが、この「めんどくさ

い」、「時間がない」という人たちに対して私はこのコロナで広がったテレワークの

推進とか、あるいはさいたま市としてテレワーク推進都市、スポーツとつなげる内容

を盛り込んでいくというようなことは、あってもいいことではないかなというふうに

思いました。 

緊急事態宣言の時に平日にお父さんと遊ぶ子供たちが増えたのは記憶に新しいとこ

ろです。テレワークを推進すれば自然な流れとして時間ができ、睡眠時間が増え、面

倒くささが減って、スポーツをするようになる人達は増えてくる可能性があり、ここ

で場所の整備が実際に生きてくるというように思います。従って、P46基本方針１の

②を、「スポーツをする時間、空間の整備・向上」とする方向で、関連する各箇所を

含め修正できないかなと考えています。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございました。ご指摘のとおり、テレワークの推進というのが今

回のコロナで特に強調されたところだと思いますが、それより少し前から働き方改革

というものが進んでおります。併せまして、時間をつくり出すような国内の動きとい

うものがあり、趨勢のところと整合も取らなければと思いますが、ご指摘のとおり、

時間を上手に使ってスポーツをしていくという方向性については何らかの形で、記載

させていただきたいと思います。 

 

（菊原委員） 

P47（2）基本方針２の④「障害者スポーツ等の振興」のところですが、オリパラ教

育ということで、パラリンピックという言葉が最初に来ていますが、パラリンピック

ですと種目が限られてしまうため、後ろの文を頭に持ってきてパラリンピックと繋い

だ方が全体を抑えられると感じました。 

 

 

（事務局） 

ご指摘のとおりだと思います。後ろにインクルーシブスポーツ、アダプテッドスポ



ーツと記載させていただいておりますので、それを生かす方向で考えさせていただき

たいと思います。 

 

（天野委員） 

施設整備の点に関してですが、私たちの団体は市民体育館を使わせていただいてお

りますが、コロナの関係で人数制限があり、実際は子どもたちが30名以上おります

が、25名までしか入れないということで、分けて練習をせざるを得ない状況です。し

かし、今度は施設が抽選で取れないという状況です。 

そうしますと子どもたちの練習時間がどんどん減っていき、どうしたものかなと考

えておりまして、施設の整備をなるべく早めにしていただければなと思います。小学

校の体育館を借りることはできるのですが、様々な制約があり、例えば運動会の手伝

いをしなくてはならないとか、小学校によっては例えば毎月25日に必ず責任者の人が

来て抽選会をするとか、体育館によっても違いますのでその辺を統一して頂けたら嬉

しいなと思います。 

 

（事務局） 

この後の４章「各施策・事業」のところで、スポーツ施設の整備についても触れて

おりますが、今そのような計画作りというものを進めております。今お話があったと

おり、コロナでスポーツ施設の使用が限られてしまう点につきましては、なかなかす

ぐに施設ができるというのは難しい部分ではございますので、計画についてはその需

要をしっかりと把握しながら整備していくということで考えております。 

現状の施設につきましては、公共施設以外の民間スポーツ施設の案内も行う「ここ

スポ」という仕組みを実証的に運用しているところです。さいたま市内にあります公

共施設以外のスポーツ施設を紹介することで、少しでもいろんな施設をご活用いただ

ければということで、進めさせていただいております。コロナ禍で非常に厳しい状況

でありますが、そこはいろいろな施設を上手に使っていくことで対応しつつ、整備を

進めていくところと考えております。 

 

 

（小野崎委員） 

P46、47「子どもたちのスポーツ振興」のところですが、基本的に「する」機会と

「まなぶ」機会の提供について記載されておりますが、子どものころに「楽しい」と

思えるような体験がないと将来続かないと思います。子どもにスポーツを学ぶという

のは少しハードルが高いと思います。 

 

（事務局） 

ご指摘のとおりだと思います。まずは楽しまないと、次に進まないということは

我々も女子サッカー等活性化事業を実施する中でよく学んだところでございます。楽

しんでから学んでもらえるような施策を考えていきたいと思います。 

 

［第４章］ 

（内田委員） 

大宮駅グランドセントラルステーション構想や浦和美園周辺の都市計画等、他の部

署で行われている計画との連携ができるとよいのかと考えます。 

 

（事務局） 

各分野別の個別計画といたしましては、都市局や経済局など様々なところで進んで



おります。これらの計画と連携して進めていくということで、お互いの計画をチェッ

クしながら進めておりますので、スポーツの視点もそれぞれの計画の中に入ってくよ

うになっております。 

 

（吉田委員） 

サッカーのことが多く書かれていますが、サッカー以外の競技でも何か具体的に行

うような事業があれば、もう少し上げいただきたいなと思います。前回も少しお話し

ましたが、サッカーに非常に特化しているなと思います。 

それから、P52「子どものスポーツ能力測定会」とありますが、これがどういうも

のなのかイメージがわかないので、少し内容についてご説明いただければありがたい

と思います。 

 

（事務局） 

まず、サッカーの話をさせていただきます。さいたま市ではサッカーのまちづくり

推進協議会という組織を持っておりますので、サッカーの特色が強いということは間

違いないところです。その上で、今回「サッカーを核としたスポーツまちづくりの推

進」という形にしたことで、その他のスポーツ、例えばバスケットボール等につきま

しても様々な取組を進めていきます。 

次に、子どものスポーツ能力測定会につきましては、スポーツ振興課として来年度

から始めていく事業として考えております。子どもたちにスポーツをするきっかけづ

くり、楽しむということも念頭に置きつつ身体を動かしてもらい、専門家の方に子ど

もたちの動きを見ていただくことで、この子はこういう種目に向いているというもの

を測定する会でございます。向いている種目については、その後、スポーツ少年団、

スポーツ協会、レクリエーション協会、そういったところに繋いでいく事業の展開を

考えております。これから少しずつ具体化していくものでありますが、今のところそ

のようなことを考えながら実施していきたいと考えております。 

 

（吉田委員） 

埼玉県では競技人口が少ない、マイナースポーツを子どもたちが実施できる事業を

やっていると思います。子どもの可能性を発揮できる場面を作っていただければ、子

ども自身も生きてくると思います。 

また、先ほど言った「サッカーを核としたスポーツのまちづくりの推進」につきま

して、バスケットだけではなくいろいろな競技スポーツへの支援、もっと競技人口の

少ないところにもいろいろなアドバイスをしてあげる支援を、市として行っていただ

ければありがたいと思います。 

 

（事務局） 

新しいスポーツ、ニュースポーツと言われているものを含めますと、かなりいろい

ろな種目がございます。全てのものを一律に支援することは難しい部分ではございま

すが、まずはいろいろなスポーツがあるということを知ってもらうこと、少人数であ

ってもやりたいと思う子どもたちがいれば競技ができる場を作っていくことに取組み

たいと考えております。 

 

（小嶋委員） 

各施策・事業のところですが、例えばP51「産学官金連携スポーツ振興事業の促

進」については、P55にも記載があります。P52「スポーツと食育の連携」について

も、P54に同じ記載があるという感じです。同じ内容が被っていることが気になりま



す。 

また、食育の話がこのような記載で終わってしまうことも気になります。対象は子

どもだけではないし、健康増進のための食育になるかとは思いますが、もう少し具体

的な政策があるのであれば、そのような内容も載せてほしいと思います。 

 

（事務局） 

様々な視点があることからこのような再掲という記載方法にしております。食育に

つきましては、もう少し具体的なものが必要だと思いますので、少し精査させていた

だきたいと思います。 

 

（安東委員） 

サポートをする場所の話となりますが、P53「幼児の安全・安心な運動機会の増加

促進」、P55「学校体育施設開放の促進」の部分についてです。学校については利用

しやすい工夫や効果的な運用方法を検討するとなっております。コロナの問題につい

てはいつ終息するかも分からず、いつまでこのような定員を減らした運用になるのか

も分かりません。この計画は10年の計画ですが、10年以内にスポーツができる施設を

建てられるかと言ったら難しいのかなと思っています。そうすると、どこで運動する

のかと、先ほど「ここスポ」等で案内をしていると言っておりましたが、本当に誰で

も使えるのか、安く使えるのかといった話もありますので、場所の確保は急務なのか

と思います。学校の体育施設の開放というところは、大至急、整備すべきルールだと

考えます。市の内部での連携こそが一番大事だと思いますので、教育委員会との連携

は至急やるべきことだと思います。 

コロナの影響だと思いますが、これまで個別に保育園等が小学校を借りて運動会し

ていたのを断られているという声をちらほら聞きます。また、少年団や子どもたちを

放課後に見ている団体等が、学校の空きスペースに倉庫とか置いていたりしますが、

その撤去を求める動きが、今年に入って結構増えているようです。コロナの背景もあ

るとは思いますが、この辺はルールをもって、ちゃんとできるようにすべきかと思い

ます。学校教育であるため、学校単位の特徴はあるにしても、同じようなことをきっ

ちり担保するということが公共施設としての役割だと思っておりますので、学校で校

長先生が変わるたびにルールが変わるとか、そのようなことはあるべきではないと思

います。そこのルール化というところを、ぜひ力を入れてもらいたいと思います。 

 

（事務局） 

まず、学校施設開放事業につきまして、学校開放の使いづらさ、学校によって条件

が違う点等は重々承知しております。また、倉庫のところにつきましては、いわゆる

既得権みたいなところでの利用状況、それから倉庫の置き方というところも、実は課

題となっており、教育委員会からもご指摘を受けているところでございます。そうい

ったところを一つ一つ、解決しなければならないということは承知しておりますが、

その点にあたってはオールさいたま市で検討しなければならないと考えております。

すぐに対策に入る体制は整っていないところですが、所管としては十分認識している

ところです。 

また、P61「スポーツ施設・環境の整備、検討」というところでございます。こち

らは今ある施設の活用というよりも、新しく施設を造る、新しい学校に夜間照明をつ

ける、既存の照明施設をＬＥＤ化して幅広く使えるようにすること等を検討している

ところでございます。全く学校開放事業に触れていないことではございません。 

 

 



（安東委員） 

運動会は年１回しかないこともあり、市の公民館、市の施設を優先的に予約できる

ようにして貰えないかと思います。 

 

（事務局） 

単発での利用については、現状の制度ですと直接学校へ確認していただく案内とな

っております。今後のスポーツ施設利用、多くの市民の方々に利用していただくこと

については、やはり検討する必要があると認識しておりますので、お時間をいただけ

たらと思います。 

 

（ナザヤ委員） 

P58「スポーツを通じた国際化の推進」、「国際大会等を通じた食への配慮」につ

いてですが、記載されているものはほとんど訪日外国人や、旅行者についてのことだ

と思いますが、それに加えて在住外国人に向ける発信だったり、食の配慮だったりと

いう取組についてもぜひ検討して欲しいと思います。今はコロナのため観光客はなか

なか来ることができず、いつ来られるのかも分からない状況ですので、在住外国人に

ついても、もう少し書いて欲しいなと思います。 

 

（事務局） 

今回、「スポーツを通じた国際化の推進」と「国際大会等を通じた食への配慮」と

いうことで、イメージしやすいよう具体的な書き方をさせていただきましたが、在住

外国人の方についての記載が足りていないと感じましたので、対応させていただきた

いと思います。 

 

［第５章］ 

（内田委員） 

P60（１）「生涯スポーツの振興・推進」の中では、高齢者の介護予防等について

は取り上げないのでしょうか。ぜひこのスポーツ振興の中で重点施策の１つになるの

かなと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

健康の部分とスポーツの結びつきについて、重点施策のところで具体的な文言は載

せておりませんが、その前の各施策・事業等で、健康、介護予防の部分について記載

をしております。 

 

（内田委員） 

P62（３）「『さいたまスポーツシューレ』の推進」についてですが、前回の審議

会の時も、小野崎委員が中学校の試みについて資料を提示していましたが、こういっ

た自発的なボランティアによるスポーツ活動の連携が非常に重要だと思います。も

し、研究的な活動をするのであれば、そういったボランティア活動の理想的なモデル

がどういうものかという研究をすることも、重要と考えます。 

 

（事務局） 

我々の方としても、スポーツシューレは公だけではできないというふうに考えてお

り、産学官金というような言い方をよくしております。実際はその地域で、地域の皆

様にやっていただく部分というのが一番大きくなると思います。 

なかなか行政だと目の届かない部分もありますので、一般社団法人化したスポーツ



コミッション等の組織と連携し、プラットホームのような話もさせていただきなが

ら、それぞれの地域に合った形で活動していただけるような環境を整備して参りたい

と思います。 

 

（内田委員） 

スポーツシューレの１つの機能として、そういったことも取り上げるアイディアは

あるのでしょうか。 

 

（事務局） 

スポーツシューレは元々ドイツのシューレ「学校」という言葉をモデルとしてお

り、その子供たちを中心に学びの機会を提供するという目的から始まっております。

スポーツシューレが分かりづらいというご指摘をよくいただきますが、スポーツシュ

ーレにこれが入る、入らないという線引きはしておりません。その活動について、

我々がスポーツシューレで掲げているような、子供たちにとっての学びの機会の提供

の要素を満たしてればよいのかと考えており、可能性としてはもちろんあるのだと思

います。 

 

（内田委員） 

重点施策の表記を見ると、ｅスポーツを活用した取組の検討が優先されているよう

に感じます。生涯スポーツの振興という点では、子供たちのための草の根的な活動を

まとめる方が、実質的に効果が大きいように感じます。ボランティアをする人たちが

一生懸命やっているというところに、市が目を向けてサポートしていくと、ボランテ

ィアをする人はすごくやりがいを感じます。また、横の連携について、市が音頭をと

ってくれると、結構情報交換ができたり、そこからまた支援が出たりといったことも

できてくると思います。 

 

（事務局） 

ご指摘の通りだと思います。行政ですべてができるわけではないと考えた時に、個

別にはボランティアの支援等いろいろ書いておりですが、そこが繋がって見えてない

部分がございます。スポーツシューレの視点で見ると、そのスポーツシューレをやっ

ていく中にボランティアでやっていただいている方々がたくさんいるということは、

我々も認識しておりますので、書き方については検討させていただきます。 

ｅスポーツにつきましては、先ほど委員の皆様にご議論いただいた通り、きちんと

触れる必要があるのかなと思います。書き方につきましては少し検討をさせていただ

ければと思います。 

 

（小野崎委員） 

文部科学省が９月に部活動改革の通知を打ち出した点を含め、学校開放だけではな

く、学校の部活動も含めた地域スポーツの仕組を、計画の最初の５年間の中で検討し

ていく、研究していくという位置付けをしていただけるとよいのかなと思います。 

  

（事務局） 

我々スポーツの分野でも教育委員会とはいろいろ話をさせていただいております。

学校部活動を変えていかなければならないということは、教育委員会の認識でもお持

ちですので、部活動指導員を今後どうしていくかとか、検討会を設置する動きも始ま

っております。教育委員会と連携して子供たちのスポーツの環境を整備していくとい

うことは、何らかの表現で検討したいと思います。 



（小嶋委員） 

スポーツシューレ事業について、あまり内容が見えていない部分が多いと感じてお

ります。以前に選手に対してデータでサポートしていく取組等を伺っておりますが、

現状ここまでできているというものが見えていないのかなと思います。 

また、重点施策の４つ施策のうち、スポーツシューレに対する成果指標が何かあっ

た方がよいと感じます。 

 

（事務局） 

まず、スポーツシューレの現状及びスポーツコミッションの活動につきまして、

様々な形で発信をしておりますが、行政の情報発信だけでは発信力が弱く、なかなか

皆様まで伝わっていないのかなと感じております。スポーツコミッションにおいて、

ホームページを作ったりＳＮＳなどを通じて発信しておりますが、発信元そのものが

認知されていないという課題もあります。 

また、スポーツシューレの現状についてですが、２つ大きな視点がありまして、学

びの部分については、子供たちに様々な学びの機会を提供していくという部分では、

女子サッカー等活性化事業を継続しているところです。この取組は、特にこの年代を

中心に女性の身体の問題について取り組もうということで始めた事業です。 

しかし、実際に女子サッカー等活性化事業を昨年１年間実施してみましたが、当初

予定していたウェアラブルデバイスでデータを取得し、走行距離や走行スピード等の

取得、消費カロリーの算出等に取り組んだわけですが、この年代の女子サッカーの選

手には、まず楽しくサッカーをやるという部分について取り組まなくてならないとい

うことが分かってきました。その分、楽しくサッカーをやっていくために必要な、栄

養、睡眠といった、ＩＣＴ使わなくても教えてあげられることがありますので、今年

度はこのあたりについて取り組んでいるところです。 

スポーツの効用という部分では、浦和南高校において、ＩＣＴを使った取組をやっ

ております。コロナ禍で集まって練習ができない中で、ＩＣＴを使ってデータ分析し

たり、それに対して自分たちでどのようにやっていこうかと考えたりということで、

スポーツを自分たちで考えてやっております。考えて実行してみて修正してやってい

くという力が強くなったという、良い成果も出ておりますので、スポーツシューレと

しては、子供たちに対してはそのような方向で進めていこうと、次の段階に入ってき

ているところです。 

もう１点、スポーツシューレを通じて様々なところから合宿に来てもらうことで、

それをさいたま市の発展の基礎にしていきたいという考えがございます。マレーシア

のジョホール州が合宿に来てくれるという話も進んでおりました。コロナによりその

話については終了となり、なかなか海外から合宿が来るというのは今難しい状況で

す。しかし、去年の実績としてタイのコーチ陣が合宿に来てくれたということがあり

ました。合宿の受入れについては、コロナの状況を見ながらとなりますが、引き続き

進めていきたいと思います。また、スポーツシューレにおける具体的な指標について

は、改めて検討をさせてください。 

 

（小嶋委員） 

合宿については海外から呼ばなくても、意外と合宿先を探している日本の選手やチ

ームもたくさんあるのではないでしょうか。国内ではＧｏＴｏトラベル事業も実施さ

れていますし、需要もあると思います。その辺もご検討いただければと思います。 
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（浅見委員） 

スポーツ協会の位置づけについて、計画に掲げていただいて、非常にありがたいこ

とだと思っております。本日、皆さんのお話をいろいろお聞きしたり、それから、計

画の中でも、８割以上の人が運動不足を感じているといった話がありました。 

これは、多くの人がもっとスポーツをやりたいということだと思います。そのよう

な欲求に応える組織として、市の役割も非常に重要だと思いますが、この計画にもあ

るように、さいたまスポーツコミッションとさいたまスポーツ協会が重要な立場にあ

るのだと思います。 

この中でもスポーツ協会は、市民に一番寄り添うことができる組織であると思って

います。私どもの協会には、市内のほとんどすべての競技団体である35の競技団体が

加盟されております。そのような関係で、私どもは直接、市民のスポーツ団体と触れ

合うことができますし、情報の発信もすることができます。また、ビジョンを策定い

たしまして、「会員の輪をつなぐ」「市民にスポーツの力を伝え広める」「人々に夢

や希望、勇気、感動を与える人をつくる」という三本柱を掲げております。これらを

果たす意味でも、私どもの果たす役割がこれは今後ますます大きくなるのかなと感じ

ております。 

 

（３）その他 

   なし 

 

（４）閉会 

 

 

 

以上 
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令和２年１１月９日（月）１３時３０分～ 

さいたま市役所議会棟２階 第４委員会室 

 
１ 開  会 

 
２ 議  事 

（報告事項） 

    ① さいたまオンラインスポーツチャレンジについて 

（１）さいたまシティＯＮＬＩＮＥマラソン 

～走ってチャリティ・みんなで健康に～ 

    （２）ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム toward 2021 ONLINE   
RIDE チャレンジ 

 

（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」素案について 

 

３ そ の 他 

 

４ 閉  会 
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（審議事項） 
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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） 



3/3 

３ この条例の施行の際現に従前のさいたま市スポーツ振興審議会委員である者は、この条

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

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

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

１項の規定にかかわらず、平成23年７月27日までとする。 

附 則（平成23年12月27日条例第53号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年３月12日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日条例第31号） 

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

平成22年3月25日 

条例第14号 

 

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

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。 
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（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 

この条例は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 



１大会名 さいたまシティ ONLINEマラソン チャリティ・みんなで健康に
２目 的 ①個人で走行距離やランキングなどが表示されるアプリを使うことで、ランナー

②地元企業からの抽選賞品の購入や商品ＰＲによる販売促進、商店会との連携等
により、地域経済に寄与する

③参加料等の一部をチャリティとし、新型コロナウイルス感染症、災害及び障害
者スポーツに対応している医療機関や団体等へ支援を行う

３主 催 さいたま市 一般社団法人さいたまスポーツコミッション
４後 援 さいたま市教育委員会
５特別協賛 株式会社 埼玉りそな銀行
６協 賛 住友生命保険相互会社、株式会社フタバスポーツ、株式会社資生堂、かのうや
７開催期間 2021年1月16日（土） 2021年1月29日（金）
８種 目 ①フルマラソンタイムアタック部門（期間中、何度でもチャレンジ可能）

・フルマラソンを１回走りきりのタイムで競います！
②累積走行距離チャレンジ部門

・期間中の累積走行距離で競います！
・個人の他、親子や友達同士などのチーム（2 5人）での参加も可能！

※チームとして参加する場合は、チーム全員による累積の走行距離で競います

９参加申込 （１）申込方法
RUNNETからエントリー

（２）申込期間
2020年11月6日（金）12:00 2020年12月18日（金）23:59

10定員・対象（１）フルマラソンタイムアタック部門 500人・19歳以上
（２）累積走行距離チャレンジ部門 3,000人・小学生以上

※原則として、定員を超える場合も受け入れる予定
11エントリー区分

（１）エントリー料（チャリティ500円含む）
※金額は、全て税込で、入金時に別途手数料220円がかかります

①フルマラソンタイムアタック部門 2,000円
②累積走行距離チャレンジ部門 2,000円

（２）オプション（希望者のみ） ※購入金額の一部をチャリティ
①記念チャリティＴシャツ +2,000円
②コカ・コーラ 500mlペットボトル (24本入) +2,700円
③いろはす ラベルレス 560ml  (24本入)               +2,800円
④東日本連携商品詰合せ（数量限定） +8,000円

12参加特典 （１）完走記録証の発行
①フルマラソンタイムアタック部門

完走者全員に、動画完走賞
「.finisher（ドットフィニッシャー）」を提供

②累積走行距離チャレンジ部門
完走者全員に、記録証（電子）を発行

（２）抽選による賞品の提供
各種目の完走者の中から抽選で、「さいたま国際マラソン」で提供していた
給食（彩果の宝石、十万石まんじゅう、いもようかん、フルーツ詰合せ等）をプレゼント

（３）成績上位者の表彰及び賞品の提供
フルマラソンのタイム上位者及び累計の走行距離が上位の個人、親子、
チームを表彰し、賞品（ランニンググッズ等）を提供

さいたまシティ ONLINEマラソン
～走ってチャリティ・みんなで健康に～



ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム toward2021
ONLINE RIDE イベント 大会実施概要

主 催 一般社団法人さいたまスポーツコミッション

共 催 さいたま市

特 別 協 賛 株式会社クリーン工房

開 催 期 間 2021年1月9日(土) 17日(日)（9日間）

申 込 期 間 2020年11月6日(金) 12月18日(金)

内 容 スマートフォンGPSアプリ「TATTA」を使用した
オンラインライドイベント
参加者は、好きな時間に好きなところを走行し、
累計100㎞の走破を目指す。

参 加 者 数 1,000名（先着順）

参加カテゴリ 「100㎞走破チャレンジ」15歳以上（中学生を除く）

参 加 費 1,500円

1

参 加 特 典 完走者全員 動画完走証

抽選特典  
a) ツールドフランス2021 エタップ・ド・ツール参加権
b) ツールドフランス2021  パリ最終ステージ観覧席
c) さいたまクリテ出場選手サイン入りグッズ
d) さいたまクリテリウムオリジナルステンレスボトル

参加特典  大会記念オリジナルマスク

広 報 市報11月号
ランネット会員メルマガ
大会告知案内メール
さいたまクリテHP・SNS
チラシ作成・配布

【動画完走証におけるルート】
2019さいたまクリテリウムに使用したコースをスタート地点とし、
10区の名所等を周遊、最後にクリテリウムコースを1周するルート

大 会 名 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム toward 2021 ONLINE RIDE チャレンジ

目 的 ■新型コロナウイルスの影響により、一般参加型のスポーツイベントが中止や縮小に追い込まれている中、本イベントを通じて、
さいたま市民をはじめ多くの方々へ、安心・安全に参加できるスポーツの機会を提供する。

■「さいたまクリテリウム」の名を冠したイベントの開催により、これまで7回を重ねて来た「さいたまクリテリウム」の継続性
を維持すると共に、PR活動を行うことで認知度の向上を図り、次回開催に向けた事業を展開する。
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序章 計画の策定にあたって 

1. 計画策定の目的 

本計画は、「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」第８条の規定に基づき、スポーツ振

興まちづくりの具体的な施策について、総合的な推進を図るための基本的な計画として策定

するものです。 

  

さいたま市スポーツ振興まちづくり条例 

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し、平成 22（2010）年４月に施行されました。 

 

さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 

すべての市民等が障害の有無及び身体能力・運動能力の違いにかかわらず、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すとともに、教育、文化、環

境、経済・観光、健康・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を推進します。 

新たな計画では、従前の「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」に加え、「さいたま市

国際スポーツタウン構想」の考え方を取り入れるとともに、地方創生やスポーツ産業の発展と

いった新たな視点を取り入れた施策展開を図ります。 

 

 

2. 計画期間 

 令和３（2021）年４月から令和 13（2031）年３月までの 10 年間とします。  

 ※中間年（令和７年度）に見直しを実施予定 
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3. 計画の位置づけ 
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4. 持続可能な開発目標（SDGs）を意識した施策の推進 

持続可能な開発目標（SDGs）は平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて採択された

2030 アジェンダにおいて、令和 12（2030）年を期限とする社会全体の普遍的な国際目標です。

これは、持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、地

球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。また、同アジェンダにおいて、「スポー

ツもまた、持続可能な開発における重要な鍵となる」と述べられており、「スポーツの持つチ

カラ」を広める取組が進められています。 

スポーツ庁では、「スポーツ SDGs」として、スポーツの持つ、人々を集める力や人々を巻き

込む力を使って、SDGs の認知度の向上、ひいては社会におけるスポーツの価値の更なる向上

に取り組んでいます。 

本市では、国が進める「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」のもと取組を進めており、

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」や「東日本連携事業」、浦和美園地区を中

心とした「スマートシティ」等の取組に加え、（仮称）E-KIZUNA グローバルパートナーシップ

事業を通じた、本市のブランド価値向上と、国際的ステークホルダーとの交流を深化させるこ

とによるビジネスチャンス・雇用の拡大を図る提案を行い、令和元（2019）年７月に「SDGs

未来都市」に選定されました。 

本計画においても、「スポーツの持つチカラ」を意識しながら、「スポーツ SDGs」の趣旨に

則り、計画全体の最適化や課題解決を加速化させ、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向

けて取組んでいきます。 

      国際連合広報センター 
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5. 本計画におけるスポーツ 

 スポーツの定義 

本計画における「スポーツ」とは、「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」に定義する

ように、競技スポーツ、レクリエーション（キャンプ活動やその他の野外活動等を含む）から、

健康維持のための軽い運動（散歩やラジオ体操等）、さらに、日常の活動（徒歩や自転車によ

る通勤・買い物等）までを含めた、様々な身体活動のことを指します。 

一般的には、一定時間以上続けて行うトレーニングやジョギング、また競技スポーツなど仲

間や時間がないとできないものがスポーツであると考えがちですが、以下の図に示したとお

り、日常生活での通勤や買い物における歩行や自転車等の身体活動も、体を動かすことを意識

して継続することで、様々なスポーツと同等の効果があります。日常生活の様々な場面をス

ポーツとしてとらえ、健康・体力づくりへと結び付けていく情報や機会を提供する取組を行い

ます。 

 

 

 

 スポーツの意義 

スポーツは、体力の向上、心と身体の健康の保持増進を基本に、青少年の健全育成、地域コ

ミュニティの形成・醸成、経済発展への寄与、国際友好・親善への貢献といった多様な意義を

持ちます。 

少子高齢化、環境問題、地域コミュニティ、安全・安心なまちづくりなどの多くの課題を抱

える現代社会においては、スポーツの持つ多様な意義を活用する重要性が高まっています。 

 

 

 

 

 

日常生活での身体活動 競技スポーツ・レクリエーション・ 
軽い運動（散歩やラジオ体操等） 

消費カロリー 体を動かす意識 持続性 1 回分の消費カロリー 

同等の効果 

ラジオ体操第１・２（６分３０秒） 

＝約 30カロリー 

（日常生活での身体活動の例） ＝約 30カロリー 

普通歩行（９分）／自転車（時速１０ｋｍ）（７分）／

早歩き（６分３０秒）／階段昇降（５分） 
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 「する」「みる」「まなぶ」「ささえる」スポーツ活動 

本市では「する」「みる」「まなぶ」「ささえる」スポーツ活動にかかわり、心身ともに健康

で明るい毎日を過ごせるよう、市、市民等、スポーツ関連団体及び事業者が連携協力を図りな

がら、スポーツ振興にかかわる各種支援を行います。 

 

                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 基礎体力の向上、自己責任、克己心やフェアプレー精神、コミュニケーション
能力の育成、子どもたちの心身のストレスの解消 など 

  青少年の健全育成 

 地域の人々の交流、地域の誇りと愛着の創出、地域社会の再生、地域の一体感
や活力の醸成 など 

  地域コミュニティ
の形成・醸成 

 スポーツ産業の広がり、雇用創出、健康の保持増進による医療費節減の効果 
など 

  経済発展への寄与 

 世界共通の文化、世界の人々との相互理解や共通認識、国際交流 など   国際友好・親善への
貢献 

 体力の向上、健康保持増進、精神的なストレスの発散、生活習慣病の予防、生
きがいづくり など 

  心身の健康増進 
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I. 計画の将来像 

1. 本計画でめざす「スポーツのまち」の将来像 

「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」においては、すべての市民等が障害の有無及び

身体能力・運動能力の違いにかかわらず、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、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」を築くことを掲げています。そこで、本市が目指す将来像を

『健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」』～笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市

の創造～とし、４つのまちの姿に整理し実現を目指します。 

 

 

市民等が自ら 
スポーツを    

「する」「みる」 
まち 

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
備が図られるまち 

幅広くスポーツや 
健康の知識を 
「まなぶ」まち 

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
上が図られるまち 

将来像  

健康で活力ある「スポーツのまちさいたま」 

 笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造  

  

スポーツに関わる 
全ての人たちが 
「ささえる」まち 

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
が図られるまち 

市民等が個性的で 
活力ある地域社会を

形成するまち 

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
の形成が図られるまち 
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II. スポーツを取り巻く現状と課題 

1. 国の関連施策等 

国では、平成 23（2011）年にスポーツ基本法の制定、平成 24（2012）年にスポーツ基本計

画の策定、平成 27（2015）年にスポーツ庁の設置等スポーツ立国に向けた取組を進めてきま

した。 

平成 29（2017）年からの第 2 期スポーツ基本計画では、「スポーツの価値」を具現化すると

ともに、「スポーツ参画人口」を拡大し、障害者スポーツの振興やスポーツの成長産業化など、

他分野との連携・協力により「一億総スポーツ社会」の実現に取り組むこととしています。 

 

また、平成 28（2016）年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」ではスポーツの成長

産業化を図り、スポーツ市場規模を平成 27（2015）年の 5.5 兆円から令和７（2025）年までに

15 兆円に拡大することを目指すことが示されました。また、平成 29（2017）年 6 月に閣議決

定された「日本再興戦略 2017」では、スタジアム・アリーナについて、多様な世代が集う交

流拠点として、新たに 20 拠点を実現することが示されました。 

  

    スポーツ庁政策課 
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2. 県の関連施策 

埼玉県においては、平成 18（2006）年に「埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例」を制定

し、スポーツに関する施策を推進してきました。 

現在は、平成 29（2017）年に策定された「埼玉県５か年計画」を踏まえ、スポーツ推進に

かかる部門別計画として平成 30（2018）年に「埼玉県スポーツ推進計画（第 2 期計画）」が策

定されました。「スポーツがつくる 活力ある埼玉」を理念として掲げ、「県民誰もがスポーツ

を楽しむ 元気な埼玉」「スポーツの力で築く 魅力あふれる埼玉」「世界を目指して飛躍する 

スポーツ王国埼玉」の３つの基本目標のもと、スポーツ参画人口の拡大や、子どものスポーツ

活動の充実、スポーツを通じた地域の活性化などの施策を推進することとしています。 

 

  

   埼玉県県民生活部スポーツ振興課 
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3. 我が国のスポーツの趨勢
すうせい

   

現在のわが国のスポーツを取り巻く趨勢は、国が第２期スポーツ基本計画で示した「一億総

スポーツ社会」の実現を目指し、「スポーツ参画人口」の拡大に向けて、スポーツへの入口の

多様化、スポーツプレーヤーが生涯にわたってスポーツに安心して参加し続けることができ

るような環境の充実、多様なスポーツコンテンツとスタジアム・アリーナを活用した新ビジネ

スを軸にしたスポーツ産業の振興が、産学官をあげた取組として進んでいます。さらに、ス

ポーツを社会課題の解決や地域経済の活性化の有効な成長産業の一つとして位置づけ、活用

される機会も増えています。 

 

 スポーツ参画人口の拡大 

① スポーツの入口の多様化 

 スポーツ・イン・ライフ 

スポーツ庁では、スポーツ実施率向上のためには、スポーツを実施していない者やスポーツ

に無関心な者に対しスポーツをする気にさせる施策を実施し、その情報を的確に発信するこ

とが重要であるとして、「スポーツ実施率の向上のための行動計画」を策定しました。また「ス

ポーツ・イン・ライフ」をキャッチフレーズとし、施策の対象、施策の段階、施策に取り組む

べき主体について整理したうえで、ターゲット毎に方向性を示し、新たなアプローチを進めて

います。①子ども・若者に対しては楽しみながら体を動かす運動遊びを中心とした取組を、②

ビジネスパーソンに対しては、企業によるスポーツ実施や日常生活においても気軽に取り組

めるという認識を普及させる取組を、③高齢者に対しては、無理なくできるスポーツ・レクリ

エーション活動のプログラムの活用・普及により、できるだけ長くスポーツを楽しめる取組を

④女性に対しては、ライフステージに応じて気軽にスポーツができるプログラムを開発や健

康問題の払しょくのための取組を、⑤障害者に対しては、スポーツの価値、楽しさを実感でき

る取組とともに、障がい者スポーツを「ささえる」人材を育成する取組等が進められています。 

 

 新しいスポーツ 

サッカーや野球、バスケットボールといったいわゆるこれまでの競技スポーツに加え、近年

では誰でも参加できる「ニュースポーツ」が誕生しています。また「アーバンスポーツ」や「e

スポーツ」、「ゆるスポーツ」といった新しい形のスポーツも多数考案されています。さらに、

ルールや設備の簡略・簡便化や、新しいコンセプトを取り入れ、みんなで新しいスポーツを考

える「スポーツ共創」といった取組もはじまっています。 

現在、スケートボードや３×３（スリー・エックス・スリー）バスケットボール、自転車競

技の一種である BMX といった「アーバンスポーツ」が注目されています。アーバンスポーツ

は、一般的に街中で行える競技が多く、見た目の格好良さや派手な大会演出、東京 2020 大会

における正式種目への採用などの理由により、若者を中心に人気が広まっています。一方で、
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街中で気軽に行え、かつ時間的な自由度が高い等のことから、他人への迷惑行為や騒音の発生

といった問題や、専用施設の不足等の課題もあります。 

 「e スポーツ」は、平成 30（2018）年のアジア競技大会において公開競技としてされ、日本

代表チームの金メダル獲得したほか、国内でも国民体育大会の文化プログラムとしての実施

や、大規模なイベント開催などにより、近年認知度が高まっています。地方自治体や民間企業

による e スポーツを地方創生に活用しようという動きや、e スポーツに関する調査・研究も進

められており、e スポーツのイベント開催などによる地域活性化の取組などが進められていま

す。しかし WHO の国際疾病分類におけるゲーム障害の認定や、他県における「ゲーム・ネッ

ト依存症対策条例」の制定など、問題も多く指摘されており、普及に向けて法律やルールと

いった仕組みの整備が必要となっています。 

 

② スポーツ人材の育成 

 より高みを目指すためのテックの活用 

トップレベルのスポーツ選手に対しては、より高みを目指すための、スポーツ関連分野や

テック分野での専門家によるコーチ・サポートが行われるようになり、選手自身が論理的な思

考力や自発性・創造性・判断力・問題解決力などを身につけることも期待されるようになって

きました。また 21 世紀型の新しい教育として、科学（Science）、技術（Technology）、工学

（Engineering）、芸術（Art）、数学（Mathematics）の頭文字をとった「STEAM 教育」が進めら

れていますが、さらにスポーツ（Sports）を加えた「STEAMS 教育」が注目されています。ス

ポーツを題材として数学を使って分析したり、プログラミングを通じて戦略を検討したりす

ることなどによって、論理的思考力を養う取組が行われています。 

 生涯にわたってスポーツと関われるキャリア形成 

現役引退後も十分な経済的基盤を確保しながら、スポーツと関わりを持った生活を続けて

いくことができる環境づくりも、重要だと考えられるようになってきました。スポーツ活動に

は、スポーツに取り組む選手を中心に、競技指導者やスポーツ栄養士、フィジカルトレーナー、

メンタルトレーナーといった専門スタッフ、審判員やボランティアなどの運営スタッフ、また

試合を観戦し、応援するサポーターなど、多くの人が関わっています。選手としてではなくて

も、関係者としてスポーツと関わりを持つ機会も少なくありませんが、これらの質の高い指

導、プレー環境、コミュニティなどの提供に必要な仕事では、生計を維持することが困難な実

情にあります。 

スポーツ庁や日本オリンピック委員会（JOC）、競技団体、大学、民間企業が、スポーツ選

手の引退後のセカンドキャリア支援制度を充実させるようになってきたことで、引退後に支

援先に就職して、一定の収入を得ながら、スポーツにかかわることができるようなケースも増

えています。さらに、選手経験を活かし、指導者やパーソナルトレーナーとしてのキャリアを

確立しながら、会社員としてもキャリアを積んでいくような「デュアルキャリア」の普及も求

められています。 
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 スポーツが継続できる育成環境 

現役時代に身体を酷使したことで、その後の競技生活に影響が出ることを避け、長くスポー

ツを続けることができることも、スポーツ参画人口の拡大には重要な要素と考えるように

なってきました。特に、成長期の中学校・高等学校での部活動の適正化や、女性特有の課題・

関心に沿ったアプローチが求められています。 

中学校・高等学校での部活動では、適切な練習時間や休養日の設定、部活動指導員の制度化

によって、教育的な意義の実現と安全かつ適切なスポーツの技術指導とのバランスが図られ

るようになってきました。 

女性の活躍促進は、第２期スポーツ基本計画の重要な施策の柱として位置づけられており、

男性とは異なるアプローチにより、スポーツを実施しやすい環境整備が求められています。女

性特有の課題に着目した医科学的なサポートや、雰囲気、ファッションといったスポーツ以外

の価値等も提供することによる参加意欲の増進、スポーツ団体や指導者における女性の増加

による抵抗感の低減などにより、女性がスポーツに参加しやすい環境を作っていくことが求

められています。これらの取組により、スポーツから社会全体における女性活躍を推進してい

くことも可能となります。 

 

 スポーツ産業の拡大 

① スポーツ産業の振興 

「日本再興戦略 2016」ではスポーツ産業を我が国の今後の成長産業の一つとして位置づけ、

平成 24（2012）年のスポーツ産業市場規模を 5.5 兆円と推計して、令和７（2025）年に 15.2

兆円へと拡大させるという目標が示されました。産業としての規模拡大の手段としては、「ス

タジアム・アリーナ改革」や「新ビジネスの創出」「スポーツオープンイノベーションプラッ

トフォーム」があげられています。 

 地域経済に貢献するスタジアム・アリーナ 

 これまでの公共のスタジアムやアリーナ・体育館は、「する」スポーツを中心に、スポーツ・

文化イベントや式典等の開催や市民や地域クラブによる利用が主であり、施設利用料以外に

施設の建設コストの回収や維持・運営に資する収入（施設入場料、飲食物販事業に伴う収入、

広告料等）が僅かしかなく、行政からの管理運営費により賄われてきた施設がほとんどです。

「スポーツ未来開拓会議」において、こうしたスタジアム・アリーナを「コストセンター」か

ら「プロフィットセンター」に変えることで、スポーツの成長産業化の核となるインフラとし

て捉えるという考えが示されました。これは、民間のノウハウを活用した収益性の確保や周辺

産業への波及効果を生む新たな産業集積拠点としての機能や、街の賑わいの創出といったス

ポーツの波及効果を使ったまちづくりの推進といった考え方です。これらを取り入れた「み

る」スポーツや様々なエンターテインメントイベント、企業展示会など多目的に利用が可能な

興行用アリーナの整備・検討が各地で進められています。 

このような興行用アリーナの整備をすることで、来街者の増加による地域経済の振興や、需

要の分散により市民や地域クラブの利用機会の増加等の効果が期待されます。 
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 スポーツテックを活用した新しいスポーツビジネス 

スポーツテックを活用した新しいスポーツビジネスの創出が進められており、AI（人工知

能）の導入はプロチームだけでなく、一般にも普及が広まり始めています。さらに、卓球の

ＴリーグやバスケットボールのＢリーグでは、インターネットを活用した映像配信に力を

入れ、試合を楽しむためのテクノロジーを使った新たなコンテンツもつくり出しています。 

Ｔリーグではスポーツデータ解析、AI 技術によるダイジェスト映像自動生成などが行わ

れています。B リーグでは、試合会場と離れたライブビューイング会場とをリアルタイムで

結び、試合会場での選手や観客席の音を３D 音響で再現したり、５Ｇ技術による双方向中継

映像により会場間を結んで盛り上げたり、さらに MC による演出を交えた次世代スポーツ

観戦「B.LIVE」等が行われました。このようなイベントが、プロスポーツクラブの収入の新

たな柱になることも期待されています。 

 スポーツの成⾧産業化 

スポーツ産業の成長のため、ビジネスの世界のノウハウをスポーツの世界に取り入れる取

組が、国内各地で進められつつあります。スポーツ団体では経営力の強化のために、経営戦略

の構築や営業、マーケティング等の専門ノウハウを持つビジネスプロフェッショナル人材の

外部からの募集等を国の支援を受けながらはじめています。さらに、ビジネスで用いられる

オープンイノベーションの手法を使ったスポーツの成長産業化の取組も、地方自治体やス

ポーツ団体、民間企業が主導するなど様々な方面から始まっています。 

本市では、大学、民間企業、公的機関等が連携し、「スポーツビジネス」「まちづくり」「情

報通信技術（ICT）」「周辺産業」の 4 分野に跨る事業創発を促すプラットフォームである

「Sports-Tech & Business Lab」に参画しています。産官学の知見や技術を融合したスポーツで

の ICT の活用によって、スポーツ振興と同時に地域活性化にもつながるスポーツの成長産業

化にも取り組んでいます。 

 

 

② 成⾧産業であるスポーツによる地域活性化 

 スポーツツーリズム 

地域活性化のための成長産業のひとつとしてスポーツが注目されていますが、その中でも

特に期待の大きいものが「スポーツツーリズム」です。スタジアム・アリーナで開催される大

会・試合等を観戦に訪れた国内外の来訪者に、地域独自の魅力ある観光資源を使ったユニーク

ベニューをはじめ、グルメや産品、お土産等を紹介するなど、地域経済への波及効果の拡大を

目指し、関係者は知恵を絞っています。特に、訪日外国人向けに体験性の高いコト消費として、

これまで主流であったスノーリゾートの振興だけでなく、武道ツーリズムや文化・芸術と融合

した「スポーツ文化ツーリズム」など新たなコンテンツの開発も進んできています。 
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 大学スポーツ 

大学スポーツでは、駅伝、野球、ラグビー、アメリカンフットボールなどを中心に、各大学

がレベルアップを競い、選手の獲得・教育・育成に力を注いできました。これらの大学スポー

ツの盛り上がりとともに、各チームの地元でも応援を通じて地域で盛り上がることができる

か、さらに地域経済の活性化につながるかに注目が集まっています。そのような潜在力を有す

る大学スポーツの振興に向けた方策等について検討を重ね、日本版 NCAA となる大学スポー

ツ協会（UNIVAS）が平成 31（2019）年３月１日に設立されました。 

UNIVAS は、「大学スポーツの振興により、『卓越性を有する人材』を育成し、大学ブランド

の強化及び競技力の向上を図り、もって我が国の地域・経済・社会のさらなる発展に貢献する」

ことを設立理念とし、映像配信(年間 600 試合)、指導者の意識向上につなげる研修、各種表彰、

地区大会等へのメディカルサービスの提供の支援等の事業を通じて、学生だけでなく大学の

運動部局、地域や企業にも多様なメリットを創出していこうとしています。みるスポーツとし

ての価値を高めて、収益を大学スポーツに還元する好循環の創造を目指しています。 

 地域スポーツコミッション 

より集客力のあるスポーツイベント・大会を誘致するには、先に示したようにスタジアム・

アリーナを来場者にとってより魅力的な施設へと改革することで、起爆剤としての役割を果

たすことが重要ですが、それだけでなく選手や観客にとって魅力ある環境づくりに地域を挙

げて取り組むことも重要となります。その中心となっている組織が、地域スポーツコミッショ

ンです。さいたま市では全国に先駆けて平成 23（2011）年に「さいたまスポーツコミッショ

ン」を設立しました。現在は全国各地で設立が進んでおり、スポーツによる持続的なまちづく

りや地域の活性化の一翼を担った活動を続け、スポーツイベントや大会、合宿・キャンプの誘

致等を行っています。 

 

 新しいスポーツの姿 

① 感染症対策と共存したスポーツの実施 

新型コロナウイルス感染症対策ではじまった「新しい生活様式」にあわせて、感染症に配慮

して、接触や密な状態を回避しながら、スポーツを実施・観戦がされるようになりました。ス

ポーツ庁をはじめ、各競技団体等において感染拡大予防ガイドラインを示し、選手や観客に協

力をお願いしています。 

みるスポーツでは、国内のプロ野球や J リーグなどは、無観客試合による開幕・再開からス

タジアムへの入場人数を制限して実施しています。また、一部の競技種目では選手が集まれな

いことからリモートアクセスによる大会を実施する例や、リモート応援など新たな取組も見

られます。（コラム：コロナ禍でのスポーツとテクノロジー）。 

するスポーツでは、外出自粛による運動不足等から、スポーツをはじめるようになった人が

いたり、スポーツジムなどではリモート技術を使ったオンライントレーニングが普及するな

ど新たな動きが見られます。 
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ウィズコロナ・アフターコロナでのスポーツの実施には、従来からのスポーツ実施上の視点

とともに、感染症対策からの視点、楽しい時間・感動の共有の視点についてうまくバランスを

とり、オンラインとオフラインが融合したスポーツの姿が模索されています。 

 

② 科学的エビデンスに基づく「スポーツの価値」の普及のあり方 

日本学術会議では、スポーツ庁長官からの依頼に基づき、科学的エビデンスに基づく「ス

ポーツの価値」の普及の在り方について検討を行い、2020(令和 2)年 6 月に検討結果に基づく

回答として以下の４点について示しました。 

① スポーツは、健康増進や学習・認知能力の伸長等に好影響を与え、社会全体の便益に寄与

するものであるが、この「スポーツの価値」が広く認識されるためには、多様な人たちの参

画が重要であり、個々人を尊重した画一的でないスポーツの実践を促すこと。 

② 「スポーツの価値」を高めるために、スポーツ科学やデータサイエンス、脳科学などあら

ゆる分野と融合した研究を進め、スポーツデータの取得と統合的解析に基づいた指導方法

を考案し、指導にあたることが必要であること。 

③ 「e スポーツ」の普及は、幅広い年齢層や多様な人々のスポーツ参加を促し、新たな価値

提供につながる一方、ゲームへの依存防止対策が課題となっており、教育等による根本的な

対策の必要性の他、e スポーツをめぐる組織の整備、ルールの確立、指導者及び選手育成の

システム作りが急務であること。 

④ 証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進のための、現場での科学的データの取得を積極的

に進めるとともに、収集されたデータの共有、分析を進めるための体制整備や仕組みの構築

が必要であること。 
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4. 本市の関連施策等 

本計画の上位計画にあたる「さいたま市総合振興計画」では、豊富なスポーツ資源は本市の

魅力のひとつであり、日本一のスポーツ先進都市をつくることが、本市が成長・発展するため

の重点戦略の一翼を担う戦術として位置付けられています。また分野別の施策では、「スポー

ツのまち さいたま」の実現とともに、近年の健康意識の高まりからスポーツによる健康づく

りという視点を加えて、生涯スポーツの振興及びスポーツを活用した総合的なまちづくりを

推進することとしています。 

また、スポーツ施設に関する個別方針として、令和２年※○月に「スポーツ施設の整備方針」

を策定しました。この方針は、平成 29 年３月に策定した「さいたま市スポーツ施設の整備・

運営に関する指針」における本市が目指すべきスポーツ施設の整備に関する検討の方向性と

して掲げた「地域のスポーツ環境の整備」と「新たな交流を創出するスポーツ拠点の整備」を

具体化するとともに、本市の中長期的なスポーツ施設のあり方を定めたものです。 

「スポーツ振興まちづくり計画」では、スポーツとまちづくりの広範な分野において連携を

図ることとしており、他分野の個別計画等とも連携を図りながら推進していきます。 
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5. 本市のスポーツの現状と課題  

5－1 本市におけるスポーツの現状 

令和２年度実施の「スポーツに関する市民意識調査」の結果を中心に、本市のスポーツの現

状をまとめると以下のようになります。 

 

 スポーツに関する市民意識調査の実施概要 

実施期間：令和 2 年 8 月 8 日～17 日 

実施方法：インターネット調査 

回答者数：20～79 歳のさいたま市民 1000 人（市民の年齢・性別構成比を踏まえた層化抽出） 

 

 市民の健康と体力への意識の現状 

① 健康に対する意識 
Q あなたは、このところ健康だと思いますか。(n=1,000) 

 

全体の 80.4％が「健康である」「どちらかといえば健康である」と回答しており、全国と比

較して大きな差は見られない水準となっています。回答を点数化して年齢別の状況を全国と

比較してみると、顕著な差は見られませんが、20～60 歳代では全国を上回る推移をみせてい

ます。 

 

図表 5－1－1 健康だと思うか（左図 全体・男女別、右図 年齢別） 

 
注：年齢別点数＝健康である（％）×2＋どちらかといえば健康である（％）×1＋どちらかといえば健康でな

い（％）×-1＋健康でない（％）×-2 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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② 体力に対する意識 
Q あなたは、ご自身の体力についてどのように感じていますか。(n=1,000) 

 

全体の 45.7％が「体力に自信がある」「どちらかといえば体力に自信がある」と回答してお

り、これは全国と比較してほぼ同水準といえます。 

男女を比較すると、女性は男性よりも不安を感じている傾向が強くなっています。 

回答を点数化して年代毎の推移を見ると、20 歳代、30 歳代では高いものの、40 歳代になる

と低くなり、その後緩やかに回復しますが 70 歳代で再び低くなっています。全国の傾向と比

較すると、全国でも 40 歳代を底にし、その後回復していきますが、さいたま市よりも 50 歳

代、60 歳代で大きく回復しています。 

 

図表 5－1－2 体力についてどう感じるか（左図 全体・男女別、右図 年齢別） 

 
注：年齢別点数＝体力に自信がある（％）×2＋どちらかといえば体力に自信がある（％）×2＋どちらかとい

えば体力に不安がある（％）×-1＋体力に不安がある（％）×-2 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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③ 運動不足に対する意識 
Q あなたは、普段、運動不足を感じますか(n=1,000) 

 

全体の 82.7％が運動不足を「大いに感じる」「ある程度感じる」と回答しており、全国と比

べると運動不足感が若干高い傾向が見られます。 

男女で比較すると、男性では運動不足を「ある程度感じる」が 44.3％と最も多くなっていま

すが、女性では「大いに感じる」が 46.5％と最も多く、女性は体力の不安とともに運動不足の

傾向が強くなっています。 

回答を点数化して年代毎の推移を見ると、30 歳代、40 歳代と運動不足を感じる傾向が強ま

り、50 歳代から年々運動不足感が解消される傾向にあります。これは、全国とほぼ同様の傾

向ですが、全国水準よりも若干運動不足感が強い傾向がほとんどの年代で続いています。 

 

図表 5－1－3 運動不足を感じるか（左図 全体・男女別、右図 年齢別） 

 
注：年齢別点数＝大いに感じる（％）×-2＋ある程度感じる（％）×-1＋あまり感じない（％）×1＋ほとんど

（全く）感じない（％）×2 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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④ スポーツの大切さ 
Q あなたにとって運動・スポーツは大切なものですか。(n=1,000) 

 

全体の 75.3％がスポーツを「大切」「まあ大切」と考えており、全国と比較するとほぼ同水

準となっています。 

男女で比較すると、男性では「大切」と考える人が女性よりも多くなっていますが、「大切」

「まあ大切」を合わせると、男女ともに 75％前後と同程度になっています。 

回答を点数化して年代毎の推移を見ると、40 歳代、50 歳代では大切との意識が低くなって

いますが、その後 60 歳代、70 歳代と年を経る毎に大切との意識が高まっています。この傾向

は全国とほぼ同様です。 

 

図表 5－1－4 運動・スポーツの大切さ（左図 全体・男女別、右図 年齢別） 

 
注：年齢別点数＝大切（％）×2＋まあ大切（％）×1＋あまり大切ではない（％）×-1＋大切ではない（％）

×-2 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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⑤ スポーツが個人や社会にもたらす効果 
Q スポーツが個人や社会にもたらす効果について、あてはまると思うものはどれですか。(n=1,000) 

 

スポーツがもたらす効果については、「健康・体力の保持増進」との回答が 78.9％と最も多

く、次いで「精神的な充足感」が 51.9％、「人と人との交流」が 51.7％となっています。全国

との大きな傾向の違いはほとんどありませんが、「経済の活性化」については全国よりも高い

傾向が見られます。 

男女で比較すると、全般的に男性よりも女性の方が、効果があると回答している項目が多

く、女性の方が多方面への期待を持っている傾向がみられます。 

 

図表 5－1－5 スポーツが個人や社会にもたらす効果について（トップ 12） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

注：選択肢［ ］はさいたま市調査のみ 
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 するスポーツの実施状況 

① 実施したスポーツ 
Q あなたがこの 1 年間に行った運動やスポーツがあれば全部上げください（学校の体育の授業として

行ったものや、職業として行ったものは除きます）。(n=1,000) 

Q あなたがこの 1 年間に行った運動やスポーツの中で特に多く実施した運動・スポーツや好きな運

動・スポーツを 3 つまであげてください。(n=1,000) 

 

全体では、この 1 年間に実施したスポーツのうち、最も多かったのは「ウォーキング」で

68.8％の人が実施しています。次いで「自転車・サイクリング」が 17.3％、「ランニング・マ

ラソン・駅伝」が 16.7％、「トレーニング」が 15.7％となっています。 

全国との比較では、種目の構成が一部異なることから、直接の比較はできませんが、傾向と

してこれらの実施頻度の高い種目は、全国ともほぼ同じ状況にあるといえます。 

男女共に「ウォーキング」が最も多く、次いで男性では「ランニング・マラソン・駅伝」「ト

レーニング」「自転車・サイクリング」、女性では「エアロビクス・ヨガ・バレエ・ピラティス」

「体操（ラジオ体操・職場体操・美容体操等）」「自転車・サイクリング」となっています。 

比較的個人や少人数で実施ができ、自宅や周辺の道路といった身近な場所で実施可能なも

のが上位にくる傾向が見られます。チームスポーツで上位に入っているのは、「フットサル」

や「サッカー」となっています。 

 

図表 5－1－6 1 年間に実施したスポーツの種目（トップ 20 種目）と特に多く実施した種目 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 
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② 年間でのスポーツ実施日数 
Q 昨年 8 月から今年の 2 月までの（コロナ前）7 か月に運動やスポーツを実施した日数を平均すると

週何日になりますか。(n=1,000) 

Q 3 月から 7 月の（コロナ後）5 か月に運動やスポーツを実施した日数を平均すると週何日になりま

すか。(n=1,000) 

 

市民の過去 1 年間でのスポーツの実施日数について聞いたところ、「週１日以上相当」、「週

２日以上相当」「週３日以上相当」がそれぞれ 16～17％となっており、全体としては週 1 日以

上の実施率は 62.3％となっています。全国と比べると、週 1 日以上の実施率は 9.4 ポイント多

くなっています。 

男女で比較すると、週 1 日以上の実施率は大きな差がありませんが、1 年間スポーツを実施

していない割合は、女性の方が若干多くなっています。 

回答を点数化して年代毎の推移を見ると、20 歳代から 40 歳代にかけて実施率は減少傾向に

あり、その後増加に転じています。全国でも同様の傾向が見られます。 

これらの年齢別の傾向は、健康や体力、運動不足に関する意識とも 40 歳代まで減少を続け

50 歳代で回復するところまでは、ほぼ同じです。しかし、60 歳以降になると健康や体力につ

いては、スポーツをより実施するようになっても加齢による影響が上回るようになり、回復傾

向が止まってしまうとみられます。 

 

図表 5－1－7 1 年間に何日スポーツをしたか（左図 全体・男女別、右図 年齢別） 

 

 
注：コロナ前（2 月まで）、コロナ後のそれぞれの実施率を平均して年間の実施率を算出 

年齢別点数＝週 5 日以上相当（％）×7＋週に 3 日以上相当（％）×6＋週に 2 日以上相当（％）×5＋週に 1 日

以上相当（％）×4＋月に 1～3 日相当（％）×3＋3 か月に 1～2 日相当（％）×2＋年に 1～3 日相当（％）×

1 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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 コロナ前後のスポーツ実施日数の変化(n=1,000) 

スポーツ実施日数については、令和 2 年の新型コロナウイルス感染症の拡大前後での実施

日数の変化がどの程度変化したかを分析してみたところ、全体の 41.0％はコロナ前後で変わ

らず、コロナ前より増えた人は 9.0％、減った人は 27.0％となっています。 

男女別でみると、男性よりも女性の方が、増加割合、減少割合ともに多くなっています。 

コロナ前の実施日数の中間層での変化では、コロナ後に増えた割合に大きな違いはありま

せんが、実施頻度の高いグループほど実施率がより低くなる傾向が見られます。 

体育館、スポーツ施設など公共施設や、民間のジム、スタジオなどの休業によりスポーツの

実施できる環境が減少したことも要因の一つであると考えられます。 

 

図表 5－1－8 コロナ前後でのスポーツ実施率（左図 全体・男女別、右図 コロナ前実施頻度別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 
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③ スポーツの実施理由 
Q この 1 年間に、あなたが運動やスポーツを実施したのはどのような理由からですか。(n=843) 

 

この 1 年間何らかのスポーツを実施した人に対し、実施した理由を聞いたところ、「健康の

ため」が 70.9％と最も多く、「体力増進・維持のため」が 50.2％、「運動不足を感じるため」

42.1％と続いています。これらの結果は全国とほぼ同様の傾向にあります。 

男女で比較すると、特に大きく傾向が異なるのは、「美容のため」、「家族のふれあいとして」、

「肥満解消、ダイエットのため」の 3 項目で、それぞれ女性の回答割合が多くなっています。 

 

図表 5－1－9 スポーツ実施理由（過去 1 年間で特に多く実施した上位 3 種目について） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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④ 過去 1 年間スポーツ未実施者の今後のスポーツ実施の予定 
Q （この 1 年間に運動・スポーツはしなかった人のみ）運動・スポーツについて、実施状況と今後の

予定について教えてください。（n=157） 

 

過去 1 年間スポーツを全く実施しなかった人に対し、今後のスポーツの実施意向について

聞いたところ、「今後もするつもりがない」と答えた人が 84.1％で、6 か月以内にスポーツを

始めようとする人は少数となっています。 

年齢別にみると、30 歳代では 28.6％が「6 か月以内に始めようと思っている」としており、

スポーツを再開する意識が高くなっています。さらに、20 歳代、40 歳代では全体よりも多く

なっているものの、50 歳代以上では全体よりも少なくなっています。仕事や家事、育児に一

段落つけばスポーツを再開したいという人が、40 歳代以下に一定程度いることがうかがわれ

ます。 

 

図表 5－1－10 過去 1 年間実施しなかった人の今後のスポーツ実施の予定（全体・男女別、年齢別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 
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⑤ 週 1 日以上のスポーツ未実施の理由 
Q 平均週 1 日以上のペースで運動・スポーツを実施できなかった理由は何ですか。 (n=306) 

 

スポーツを週１日以上実施できなかった人に対し、その理由を聞いたところ、「面倒くさい

から」が 37.6％、「仕事や家事が忙しいから」が 37.3％と多く、次いで「きっかけがないから」

が 15.4％、「子どもに手がかかるから」が 14.7％となっています。全国との比較では、選択肢

が一部異なるものの、「仕事や家事が忙しいから」や「年を取ったから」「お金に余裕がないか

ら」「運動・スポーツが嫌いだから」といった選択肢は全国よりも低くなっています。 

（「きっかけがないから」はさいたま市の調査で追加した選択肢です。全国調査での「仕事

や家事が忙しいから」や「面倒くさいから」などの一部には、「きっかけがないから」に近い

も含まれていると考えられます） 

男女で比較すると、「子どもに手がかかるから」「面倒くさいから」「生活や仕事で体を動か

しているから」では女性のほうが多く、「年を取ったから」「仲間がいないから」「運動・スポー

ツ以上に大切なことがあるから」は、男性の方が多くなっています。 

 

図表 5－1－11 週 1 日以上のスポーツ未実施理由 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

 
選択肢： 面倒くさいから 

 仕事や家事が忙しいから 

 きっかけがないから 

 子どもに手がかかるから 

 お金に余裕がないから 

 運動・スポーツが嫌いだから 

 仲間がいないから 

 近くに場所や施設がないから 

 年をとったから

生活や仕事で体を動かしているから 

病気やけがをしているから 

運動・スポーツ以上に大切なことがあるから 

指導者がいないから 

その他 

特に理由はない 

わからない 
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 スポーツ未実施者の今後の予定及び平均週 1 日未満実施者別のスポーツ未実施の理由 

「平均週 1 日未満」の内訳を、④のスポーツ未実施者の今後のスポーツ実施予定と週 1 日

未満の実施者にわけて、未実施の理由については、「現在未実施、6 か月以内に始めようと思っ

ている」と「週 1 日未満で実施」の人では、ほぼ同じ傾向がみられます。一方で、「現在未実

施、今後もするつもりはない」人は、忙しいことやや面倒くさいが多いものの、特に理由がな

かったり、スポーツが嫌いだったりすることを理由にあげることが多くなっています。 

 スポーツ実施率を向上させるためには、「今後もするつもりがない」という人の行動変容に

つなげるアプローチが必要ですが、スポーツをすることを面倒くさいとも思わず、特に理由が

ない人に向けて、どのようなきっかけを提供できるかが、検討課題となります。 

 

 

図表 5－1－12 週 1 日以上のスポーツの実施ができなかった理由（今後の予定別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 

現在未実施、6 か月以内に始めようと思っている(n=25) 

現在未実施、今後もするつもりはない(n=132) 

週 1 日未満で実施(n=149) 

 
選択肢： 面倒くさいから 

 仕事や家事が忙しいから 

 きっかけがないから 

 子どもに手がかかるから 

 お金に余裕がないから 

 運動・スポーツが嫌いだから 

 仲間がいないから 

 近くに場所や施設がないから 

 年をとったから

生活や仕事で体を動かしているから 

病気やけがをしているから 

運動・スポーツ以上に大切なことがあるから 

指導者がいないから 

その他 

特に理由はない 

わからない 
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⑥ スポーツをはじめたり、再開した理由 
Q この 1 年間に初めて実施したまたは久しぶり（概ね 5 年以上未実施だったもの）に再開した運動・

スポーツを実施した（または再開した）きっかけは何ですか。(n=384) 

 

スポーツを新しくはじめたり、久しぶりに実施（概ね５年以上未実施）を再開したことがあ

る場合のその理由を聞いたところ、「特に理由はない・なんとなく」が 35.7％と最も多く、次

いで「知人・友人・同僚に誘われた」17.4％、「家族に誘われた」16.9％と続いています。全国

とほぼ同じ傾向ですが、「ＴＶや新聞、インターネットで奨めていた」が全国よりも多くなっ

ています。 

男女で比較すると、男性では「特に理由はない・なんとなく」「知人・友人・同僚に誘われ

た」が女性よりも多く、女性では「家族に誘われた」「家族に奨められた」「ＴＶや新聞、イン

ターネットで奨めていた」が男性より多くなっています。 

 

図表 5－1－13 スポーツを新しくはじめた・再開した理由 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

 
選択肢： 特に理由はない・なんとなく 

 友人・知人・同僚に誘われた 

 家族に誘われた 

 家族に奨められた 

 TV や新聞、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で奨めていた 

 医師に奨められた 

友人・知人・同僚に奨められた 

現地や TV 等でそのスポーツを観た 

所属する団体（会社等）に奨められた 

そのスポーツに係るボランティアを行った 

その他 

わからない 
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⑦ スポーツを実施した場所 
Q  この 1 年間に、運動・スポーツをどこで実施しましたか。先ほど回答した「特に多く実施したり、

好きなスポーツ」についてお答えください。(n=843) 

 

この１年間に特に多く実施したスポーツについて、その実施した場所を聞いたところ、「道

路」が最も多く 44.5％を占めています。次いで「自宅または自宅敷地内」が 30.5％、「公園」

が 26.5％、「公共体育・スポーツ施設」17.9％と続いています。全国とほぼ同じ傾向がみられ

ますが、「山岳・森林・海・湖・川 等の自然環境」はさいたま市では少なくなっています。 

男女で比較すると、男性では「民間商業アウトドア施設」の利用が女性より多く、女性では

「民間商業インドア施設」や「自宅または自宅施設内」の利用が男性より多くなっています。 

 

図表 5－1－14 スポーツを実施した場所 

 
 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

 
選択肢： 公共体育・スポーツ施設 

 学校体育施設 

 民間商業インドア施設（フィットネス

クラブ、ジム等） 

 民間商業アウトドア施設（レジャー

プール、スキー場、ゴルフ場等） 

 自宅または自宅敷地内 

 職場または職場敷地内 

 公園 

公民館 

空き地 

道路 

山岳・森林・海・湖・川 等の自然環境 

その他 

わからない 
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 みるスポーツの実施状況 

① テレビやインターネットで観戦したスポーツ 
Q  この 1 年間にどんなスポーツをテレビやインターネットで観戦しましたか。(n=1,000) 

 

この１年間にテレビやインターネットでのスポーツを観戦したことがあるのは、全体で

77.1％と、全国とほぼ変わらない水準になっています。 

男女で比較すると、男性は 81.8％、女性は 72.2％と差がみられました。 

種目別にみると、「プロ野球」が最も多く 41.7％で、次いで「ラグビー日本代表」が 33.0％、

「サッカー日本代表」が 30.8％となっています。全国と比較については、種目の構成が一部異

なることから、直接の比較はできませんが、傾向として、上位種目は全国とほぼ同じ種目に

なっています。しかし、さいたま市では 6 位で 25.0％の「Ｊリーグ」は全国では 12 位で 17％

となっています。 

男女で比較してみると、ほとんどの種目で男性の方が多く観ていますが、「フィギュアス

ケート」は女性の方が多く観ています。 

 

図表 5－1－15 過去 1 年間で TV やインターネットでどんなスポーツを観戦したか 

（左図 観戦数、全体・男女別、右図 種目別、全体・男女別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

注：選択肢［ ］はさいたま市調査のみ、＊は全国調査との間で詳細に違いがあるもの（下記リスト中下線部） 
さいたま市調査：プロ野球（NBP） ---------- 全国調査：プロ野球（NPB、メジャーリーグ含む） 

さいたま市調査：ラグビー日本代表 ------------------ 全国調査：ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む） 

さいたま市調査：駅伝 ---------------------- 全国調査：マラソン・駅伝 

さいたま市調査：マラソン ------------------ 全国調査：マラソン・駅伝 

全国調査のラグビーではラグビー日本代表がなく、ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む）に含まれる

と判断される 
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② 現地で観戦したスポーツ 
Q あなたは、この 1 年間にどんなスポーツを直接現地で観戦しましたか。(n=1,000) 

 

この 1 年間にスタジアム・アリーナ等での直接スポーツ観戦率については、さいたま市では

35.8％で、全国と比較すると約 8.4 ポイント上回っています。 

男女別にみると、男性と女性の「みた」率の差は約 15 ポイントと大きな差になっています。 

種目別にみると、「プロ野球」「Ｊリーグ」が全体で 10％台と最も多くなっています。選択

肢が若干異なるので全国との詳細の比較は困難ですが、上位の「プロ野球」と「Ｊリーグ」に

ついては、全国と比して本市における「プロ野球」の割合は大きく変わりませんが、「Ｊリー

グ」については本市は全国の２倍以上となっており、サッカーの観戦者の割合が高い事が伺え

ます。 

男女別での種目の違いをみると、多くの種目で男性の方がスタジアム・アリーナで直接観戦

しています。トップ 10 以内では、「マラソン」と「駅伝」が男女での差がない種目となってい

ます。11 位以下では、「フィギュアスケート」、「バレーボール」、「水泳」、「ダンス」などは女

性の方が多くみている種目になります。 

 

図表 5－1－16 過去 1 年間にスタジアム・アリーナでどんなスポーツを観戦したか 
（左図 観戦数、全体・男女別、右図 種目別、全体・男女別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

注：選択肢［ ］はさいたま市調査のみ、＊は全国調査との間で詳細に違いがあるもの（下記リスト中下線部） 
さいたま市調査：プロ野球（NBP） ---------- 全国調査：プロ野球（NPB、メジャーリーグ含む） 

さいたま市調査：マラソン ------------------ 全国調査：マラソン・駅伝 

さいたま市調査：駅伝 ---------------------- 全国調査：マラソン・駅伝 

さいたま市調査：ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む） ---- 全国調査：ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む）（ 

さいたま市調査：ラグビー日本代表 ------------------ 全国調査：ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む） 

さいたま市調査：ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（NBA、日本代表含む） -- 全国調査：ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（B リーグ、NBA 含む） 

全国調査のラグビーではラグビー日本代表がなく、ラグビー（トップリーグ、大学・高校、海外含む）に含まれる

と判断される 
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 テレビやインターネットでのスポーツ観戦が現地での観戦につながっているか 

テレビやインターネットでスポーツ観戦している種目数と、現地での観戦している種目数

との相関関係について分析をしてみると、テレビやインターネットで観戦している人ほど、現

地にも足を運んでいる傾向があることが分かりました。 

また、テレビやインターネットでの観戦種目として以前からメジャーである野球とサッ

カーを軸に、テレビ・インターネット観戦をしている人がどれだけ現地で観戦をしているかを

みると、サッカーも野球も両方みている人が最も現地観戦を行っており、野球もサッカーも楽

しんでいる人は、他のスポーツも現地で観戦を楽しむ幅広い嗜好を持っているとみられます。

サッカーだけと野球だけとテレビ・インターネット観戦者との違いでは、サッカーだけの方が

現地観戦の機会が多く、市内でホームの試合が開催されているか否かで、差が生じたと考えら

れます。 

 

 

図表 5－1－17 TV・インターネット観戦状況別の現地観戦種目数（観戦種目数別、観戦種目別） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 

 
分析項目別 n 数： 全体 n=1,000 

 1～5 種目 n=482 

 6～10 種目 n=172 

 11～15 種目 n=73 

 16 種目以上 n=44 

 みていない 229 

サッカーも野球もみた n=278 

サッカーだけみた n=116 

野球だけみた n=211 

他のスポーツをみた n=166 

みていない n=229 

 

注：「野球」は、「プロ野球（NPB）」、「高校野球」、「メジャーリーグ」、「その他野球、ソフトボール」を合わせたも

の 

 「サッカー」は、「サッカー日本代表」、「J リーグ（J1、J2、J3）」、「海外サッカー」、「その他サッカー」を合わ

せたもの 
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③ スポーツを観戦した理由 
Q あなたがスポーツを観戦したのはどのような理由からですか。(n=781) 

 

前出の 1 年間で観戦したスポーツについて、観戦理由について聞いたところ、「そのスポー

ツが好きだから」が 66.8％ともっと多く、次いで「応援しているチームがあるから」22.0％、

「暇つぶしのため」が 19.3％、「応援している選手がいるから」が 15.7％となっています。全

国と比較してほぼ同じ傾向となっています。 

男女で比較すると、男性では「そのスポーツが好きだから」や「応援しているチームがある

から」「以前そのスポーツを実施していたから」が女性よりも多くなっており、女性では「応

援している選手がいるから」や「友人や家族に誘われて」が男性より多くなっています。 

 

図表 5－1－18 スポーツを観戦した理由 
 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁）」 

注：選択肢［ ］はさいたま市調査のみ 

 

 
選択肢： そのスポーツが好きだから 

 応援しているチームがあるから 

 暇つぶしのため 

 なんとなく・たまたま 

 応援している選手がいるから 

 友人や家族に誘われたから 

 以前そのスポーツを実施していたので 

そのスポーツを実施しているから  

ストレス発散のため  

チケットがあったから  

家族・友人が出場していたから 

その他 

わからない 
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④ 観戦後のスポーツとの関わり 
Q あなたが観戦したスポーツについて、その後その種目について、どのような関わりを持ちましたか。

(n=781) 

 

スポーツの観戦後における、そのスポーツとの関わりについては、「特に何もしていない」

59.5％おり、次いで「観戦した際のチームや選手について調べてみた」が 16.1％、「そのスポー

ツを自分自身が実施した」13.6％となりました。全国と比較してほぼ同じ傾向がみられます。 

男女で比較をしてみると、「自分自身が実施した」において、男女の差が大きくみられまし

た。 

 

図表 5－1－19 観戦後その種目にどのような関わりを持ったか 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 

 
選択肢： 観戦した際のチームや選手について調
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 ささえるスポーツの実施状況 

① スポーツボランティアへの参加状況 
Q この 1 年間に、どのようなスポーツに関するボランティア活動を行いましたか。(n=1,000) 

 

スポーツボランティアへの参加状況については、ボランティアへの参加は全体で 8.1％とな

り、全国とほぼ同水準となっています。 

男女で比較をしてみると、男性の参加率のほうが高くなっています。 

ボランティア実施の内容をみると、「スポーツの指導」「大会・イベントの運営や世話」が最

も多く、次いで「スポーツの審判」「スポーツクラブ・団体の運営や世話」となりました。 

 

 

図表 5－1－20 どんな内容のスポーツボランティアに参加したか（左図 参加率、右図 参加内容） 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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者の飲料や弁当の準備、活動場所や施設の予約・手配、指導や審判の補助、役員や会計係等、ウェブサイ

トやチラシの作成、等） 
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② スポーツボランティアに参加するきっかけ・動機づけ 
Q どんなきっかけや動機づけ（モチベーション）があれば、スポーツに関するボランティア活動を行っ

たり続けたりすると思いますか。(n=1,000) 

 

どのようなきっかけがあればスポーツボランティアへ参加すると思うかについて聞いてみ

たところ、「好きなスポーツの普及・支援」が 19.3％と最も多く、次いで「地域での居場所、

役割、生きがい」が 15.4％、「出会い・交流の場」が 14.9％となっています。一方で「どんな

きっかけや動機づけがあっても、しない・できない」が 17.5％となっており、「わからない」

と合わせると約半数がボランティア参加に消極的であることが分かりました。全国との比較

では、選択肢が一部異なるため、直接の比較はできませんが、ほぼ同じような傾向がみられま

す。 

男女で比較してみると、傾向はほぼ同じですが、「その大会・クラブ等への家族・友人の参

加」については、女性の方が多くなっています。 

 

図表 5－1－21 どんなきっかけや動機づけで、スポーツボランティアを行ったり続けたりするか 

 
資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市）、令和元年度「スポーツの実施状況等に関する

世論調査」（スポーツ庁） 
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5－2 従前のスポーツ振興まちづくり計画（改訂版）の達成状況  

 数値目標の達成状況 

① 成人の週１回以上のスポーツ実施率 

成人のスポーツ実施を促進するため、成人の週１回以上のスポーツ実施率の目標を令和２

年度に成人全体で 70％、40 歳代以下で 65％、50 歳代以上では 75％以上と設定していました。

令和２年度の市民アンケートでは目標を達成できませんでした。 

 

図表 5－2－1 成人のスポーツ実施率の推移 
 

 平成 15 年度 平成 22 年度 平成 27 年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

令和２年度 
実施率 成人全体 28.5％ 39.7％ 49.8％ 確認中 70％ 

40 歳代以下 24.6％ 35.8％ 46.4％ 確認中 65％ 

50 歳代以上 32.0％ 47.9％ 55.4％ 確認中 75％ 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 
 

 

② 児童・生徒の週 1 回以上のスポーツ実施率(学校の体育の授業を除く) 

子どものスポーツ実施を促進するため、小学５年生及び中学２年生の週１回以上のスポー

ツ実施率の目標を令和２年度に小学５年生 93％、中学 2 年生 90％と設定していました。平成

26 年度には 80％第後半まで上昇しましたが、その後上昇させることができず、令和元年度で

は 80％台前半に下がっています。 

 

図表 5－2－2 児童・生徒のスポーツ実施率の推移 
 

 平成 15 年度 平成 22 年度 平成 26 年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

令和２年度 
実施率 小学５年生 67.4% 86.8% 88.5% 確認中 93％ 

中学２年生 74.1% 84.8% 89.3% 確認中 90％ 

資料：令和元年度さいたま市学習状況調査(さいたま市) 
 

③ 市民のスポーツボランティア参加率 

スポーツの実施環境の向上や、スポーツを通じた交流や意識の共有による地域コミュニ

ティの形成を図るため、スポーツボランティアへの市民の参加率の目標を令和２年度に 20％

と設定していました。市民のボランティア参加率は低調で、平成 27 年度まで 9％台で推移を

していましたが、令和２年度では 8.1％に下がってしまい、目標を達成できませんでした。 

 

図表 5－2－3 市民のスポーツボランティア参加率の推移 

 平成 15 年度 平成 22 年度 平成 27 年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

令和２年度 

参加率 9.5% 9.0% 9.9% 8.1% 20% 

資料：令和 2 年スポーツに関する市民意識調査（さいたま市） 
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④ スポーツ観戦を含む年間来訪者数 

「みる」スポーツを推進し、本市の地域経済の活性化、観光の振興を図るために、スポーツ

観戦を含む年間来訪者数として令和２年度の入込観光客数を 3,000 万人と設定していました。

平成 16 年度から年々増加を続けていましたが、令和元年度で 2,561 万人と目標には到達しま

せんでした。なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策のためイベント等の開催自

粛や移動制限、施設の休館等による制限があり、さらに解除後も未だ低調に推移していること

から、例年の数値とは比較困難と判断しました。 

 

図表 5－2－4 市内への入込観光客数の推移 

 平成 16 年度 平成 20 年度 平成 26 年度 
実績値 

令和元年度 
目標値 

令和２年度 

参加率 1,973 万人 2,199 万人 2,362 万人 2,561 万人 3,000 万人 

資料：さいたま市の観光に関するデータ(さいたま市) 
※来訪者数は、入込観光客「推計」調査を参考にしており、各施設が独自に集計している入

場者数等の統計で、入込観光客数のことを指します。 
 

⑤ 本市の住み心地が良いと考える市民の割合 

本市では、スポーツ振興まちづくり計画の推進により、スポーツで笑顔あふれる住み心地の

良いまちの形成を目指すこととしており、本市の住み心地が良いと考える市民の割合が令和

２年度に 90％となる目標を設定していました。令和元年度では 84.4％となっています。 

 

図表 5－2－5 心地がよい割合の推移 

 平成 19 年度 平成 22 年度 平成 27 年度 
実績値 

令和元年度 
目標値 

令和２年度 

住み心地がよい割合 74.0% 78.4% 82.9% 84.4％ 90.0％ 

資料：令和元年度さいたま市市民意識調査(さいたま市) 
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 重点施策の進捗状況 

〈重点施策〉 

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 

②スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営に関する指針の策定・推進 

③地域のニーズに対応した総合型地域スポーツクラブの活動の推進・支援 

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

⑤発信力のある大規模スポーツイベントの開催 

⑥「さいたま市国際スポーツタウン構想」の推進 

 

 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 

 本市はこれまでに、「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」や「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」などの大規模なイベントを開催することで、

市民のスポーツへの参加促進を図ってきました。 

また、「スマートウエルネスさいたま」において、市全体で、健康づくりについて共に考え、

学び、実践する機会を増やしていくことを目的とした「さいたま健幸ネットワーク」を立ち上

げ、市内の参加団体に向けた情報の発信や講習会等を実施しています。平成 28 年９月から開

始した健康マイレージ事業では、令和元年度末時点で 23,628 人の参加がありました。 

さらには、「自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づき、自転車まちづくり推

進のため、自転車通行環境の整備やさいたま市サイクルパーク構想策定に向けた検討などが

開始しました。本市をホームタウンとする自転車のプロロードレースチームも誕生し、スポー

ツと連携した新たな自転車文化の醸成に向けた取組が始まっています。 

 

 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 

市民のスポーツ実施率は上昇傾向にある一方で、82.7％もの市民が運動不足を感じている

という現状があります。スポーツをしない理由として、仕事や家庭の事情でできないほかに、

気軽にできる場所や施設が少ないことや、スポーツ施設の老朽化が進んでいるといった課題

があげられます。 

スポーツ施設の環境整備においては、市の未利用地等を活用した「スポーツもできる多目的

広場」の整備等を進め、身近な場所でスポーツができる場を増やす取組を推進しています。ま

た、重点施策の一つとして掲げる「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」を展開していくため、令和２年※○月に「スポーツ施設の整備方針」を策定し、

中長期的な視点から、将来的なスポーツ施設の有効活用や整備などを進めていきます。 

 

 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 

人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできる総合型地域スポーツクラブは、市内の

６区において 11 の総合型地域スポーツクラブが設置されています（令和２年９月現在）。総

合型地域スポーツクラブの活動については、地域におけるスポーツ振興はもとより、地域住民

が集う場として、地域コミュニティの希薄化等の課題の解決にも繋がります。本市において
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も、廃止や縮小されるクラブも出てきていますが、多世代が気軽に参加できるスポーツの場と

して、安定的な運営のための支援をする必要があります。 

現在は市民向けの PR 活動のほか、「さいたまスポーツフェスティバル」への事業協力や「さ

いたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員会」によるワーキンググループを開催し、スポー

ツイベントの企画、実施等が行われています。 

 

 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 

平成 23（2011）年に全国に先駆けて設立された「さいたまスポーツコミッション」が、平

成 30 年 12 月に一般社団法人化されました。法人化後は組織体制の整備や会員制度の構築等

を進め、既存事業の見直しや新規事業に向けた取組、スポーツイベントの誘致・支援、スポー

ツビジネスの創出等、民間力を最大限活用し、魅力ある事業の実施に取り組んでいます。 

また、さいたまスポーツコミッションでは、「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」や

「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」といった大規模スポーツイベントの開催にあ

たり、多くのスポーツボランティアの協力のもと大会運営を担っています。 

スポーツボランティアには、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどでの指導や

マネジメントといった日常的に関わるものや、大規模イベント、大会、プロスポーツチームの

試合時の運営に関するものなど様々な関わり方があります。ボランティアは本来「楽しさ」や

「やりがい」を求め、自主的に参加するものであることから、大会やイベント、チームの魅力

を高め、興味・関心を持ってもらえるような取組をしていく必要があります。 

なお今般の、新型コロナウイルス感染症により、今後の大会開催にあたっては、感染症予防

対策を徹底する必要があります。 

さらに、さいたまスポーツコミッションによる誘致支援大会においては、スポーツツーリズ

ム等を通じた地域活性化の取組も進めていく必要があります。 

 

 発信力のある大規模スポーツイベントの開催 

本市では、「さいたま国際マラソン」や「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」を

開催し、スポーツの楽しさとあわせ、本市の魅力を内外に発信しました。また、本市は「東京

2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」のサッカー、バスケットボールの開催都市と

なっており、準備が進められています。最新の新型コロナウイルス感染症の対応状況等を注視

しながら、新しい生活様式を念頭に感染症予防対策を徹底し、多くの市民等が安心して参加し

てもらえるような取組を進めていく必要があります。 

コンベンション誘致等については、平成 31 年３月の「第７回スポーツツーリズム・コンベ

ンション in さいたま」や令和元年 11 月に「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」等が開催されました。大規模スポーツイベントの開催や誘致により、

本市の「スポーツのまち」としての魅力の発信や、スポーツツーリズム等による地域経済の活

性化に寄与することから、引き続き開催、誘致を行っていく必要があります。 
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 「さいたま市国際スポーツタウン構想」の推進 

本市の強みである「スポーツ」は、都市イメージを国際的に向上させるとともに、地域経済

の活性化にも寄与する非常に重要なコンテンツです。「さいたま市国際スポーツタウン構想」

は、世界から注目される「スポーツ先進都市」となることで、都市の価値及び、機能性・利便

性を高めながら、持続可能な発展を遂げるまちをつくることで、本市が「選ばれる都市」とな

ることを目的としています。主要事業である「さいたまスポーツシューレ」については、市内

に集積するスポーツ施設群を中心に、市内の宿泊・飲食・研修施設等のネットワーク化により、

スポーツ実施環境の確保や民間が持つ最新の知見・技術の活用を目指しています。運営母体と

なる一般社団法人さいたまスポーツコミッション（SSC）と浦和レッズ、大宮アルディージャ

をはじめとする民間スポーツ団体、民間企業等との間で「さいたまスポーツシューレ連携協定」

を締結し、相互に連携・協力をすることで、スポーツ人材の育成や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、活性化等に取り組んでいきます。 

 

 「する」スポーツ 

本市におけるスポーツ実施率は、平成 22 年度の 39.7％から、令和２年度 64.1％と増加して

いますが、第１期計画策定時に数値目標としていた 70.0％には達していません。特に 20～40

歳代は、60 歳代以上と比べて、スポーツ実施率が低く、健康不安や体力不足を感じる傾向が

強くなっています。 

子どもの体力は、小中学生男女とも体力テストでは合計点は全国平均にほぼ近いものの、体

育の授業以外でのスポーツ実施率は計画策定時より低くなっています。 

スポーツ未実施者の主な要因は、「めんどくさい」のほかに「時間がない（仕事や家事）」「場

所がない」「お金がない」「きっかけがない」など様々であり、今後スポーツ実施率を上昇させ

ていくためには、これらの要因を考慮しながら施策展開をする必要があります。また、スポー

ツ未実施者の中にはスポーツに関心がなく、今後もするつもりがないという人も多くいます。 

個人の多様な嗜好
し こ う

に合わせて気軽にはじめることのできるスポーツにふれる機会をつくる

ことも効果が期待できます。例えば、レクリエーションの一環として気軽に楽しめるニュース

ポーツや障害の有無や程度にかかわらず取り組むことのできるユニバーサルスポーツ、気軽

に楽しむことのできるアーバンスポーツ、テクノロジーと融合した e スポーツなど、新たなス

ポーツコンテンツも取り入れながら機会や場の創出などに取り組んでいく必要があります。 

 

 「みる」スポーツ 

市内には、埼玉スタジアム２○○２、さいたまスーパーアリーナ、浦和駒場スタジアム、

NACK5 スタジアム大宮など、大規模大会、大規模イベントの開催が可能な会場が数多くあり、

本市をホームタウンとするＪリーグの浦和レッズ、大宮アルディージャ等の試合では、多くの

市民等が観戦に訪れています。また、「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム（自転車）」

や「さいたま国際マラソン（ランニング）」、「さいたまシティカップ（サッカー）」「さいたま

市ノーマライゼーションカップ（ブラインドサッカー）」等のスポーツの国際大会、国際的な
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イベントも多く開催されています。近年では会場での観戦のほか、テレビやインターネットに

よる中継・録画等で視聴する人の割合も増えています。今後も、地域経済の活性化や観光振興

等への波及効果が期待できる国際スポーツイベントやプロスポーツチームとの連携した事業

に引き続き取り組んでいきます。 

スポーツ参画人口を増やすために、「みる」ことをきっかけとして「する」「ささえる」へと

繋がる取組も必要となります。また、「みる」ことに特化した次世代型スポーツ施設等の設置・

検討も進めていきます。 

 

 「まなぶ」スポーツ 

本市では、様々なイベントや講座などを開催し、スポーツによる健康・体力づくり、心身の

健全な育成、参加者同士の交流、スポーツの技術力向上に関するアドバイスなど、スポーツを

「まなぶ」機会を提供しています。また、本市を拠点とするプロスポーツチームの協力を得て、

小中学生を対象にした「まなぶ」機会を提供しています。今後は、正しい指導法を身につけた

指導者を充実させて、生涯を通じてスポーツに親しみ続けることができるような「まなぶ」機

会を一層提供する必要があります。 

また、「さいたまスポーツシューレ」の取組として、ICT を使用したデータの利活用につい

ての実証に取り組んでいます。最新の科学的根拠や知見、理論に基づき、体に負担をかけない

スポーツの実施やけがの予防、栄養学、心理学等あらゆる角度から指導を実施することで、生

涯にわたってスポーツを続けることのできる環境を充実していきます。 

 

 「ささえる」スポーツ 

市内では、少年団など各地域のスポーツチーム・クラブの運営支援、スポーツの指導、審判

の実施、大規模スポーツ大会・イベント等におけるスポーツボランティアによる運営・支援、

障がい者スポーツ指導員やスポーツ推進委員といった多くの人が、様々な場面においてス

ポーツを「ささえる」活動がされています。スポーツを実施するうえで、指導者・コーチやス

ポーツボランティアの育成・確保が必要となってくることから、指導者講習の場の提供やアス

リートのセカンドキャリアやデュアルキャリアの実現に対する支援や、ボランティア運営組

織の整備・教育・研修等を充実していく必要があります。 

 

 

 スポーツを活用した総合的なまちづくり 

従前のさいたま市スポーツ振興まちづくり計画の数値目標及び重点施策については、一定

の成果はあげられてはいるものの、目標達成まであと数歩足りていない状況です。今後目標達

成をするためには、「する」「みる」「まなぶ」「ささえる」の各側面からの個別のアプローチだ

けではなく、それぞれを組み合わせた新たな視点からの複合的なアプローチの方法を検討し

ていく必要があります。本市の計画の特徴でもある「スポーツを活用した総合的なまちづく

り」を推進していくためには、スポーツの振興を図るために必要な組織や仕組み、場所や環境
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などの整備、スポーツの機会の創出、新たなスポーツビジネス、スポーツ産業の創出・活性化

などに対し、様々な分野との連携を有機的に進めていく必要があります。 
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III. 基本方針、基本施策 

1. 基本方針 

 スポーツ振興とスポーツを活用した総合的なまちづくりを推進し、健康で活力ある「スポー

ツのまち さいたま」を実現するために以下の３つの基本方針を設定します。 

 

【基本方針（１）】広く、深く「まなぶ」「ささえる」基盤をより強固に 

市民が将来にわたり持続可能な状態でスポーツに取り組めるようにするために、必要な基

盤をより強固なものへとつくり直す必要があります。より広い領域から様々な知見を集めて、

深い理解を得られる学びの機会の創出を目指します。また、スポーツ関連施設・設備をはじめ、

スポーツマンシップ・ボランティアシップなどの文化、制度やシステムなどのソフト面での拡

充を図ります。 

 

【基本方針（２）】体力や健康に貢献する「みる」「する」機会の更なる充実を 

様々な世代の市民等がスポーツの実施を通じて個々人の体力向上や健康増進につながるよ

う、すでにスポーツに日々取り組んでいる市民等だけでなく、スポーツの習慣がない市民等に

もスポーツに触れる機会の増加を目指します。また、トップクラスのスポーツやアーバンス

ポーツ、e スポーツなど、新しいスポーツイベントの開催を通じて、スポーツに対する新たな

魅力の提供機会の創出を図ります。 

 

【基本方針（３）】活力のある先進都市をつくる「成⾧」のため新たな連携を 

スポーツの成長産業化、スポーツによる地域活性化によって、活力あるスポーツ先進都市を

形成するために、教育、文化、環境、経済・観光、健康・福祉、都市計画等の広範な分野との

連携の成果を成長・発展させるとともに、さらにスポーツを通じた新たな連携を創出すること

により、都市の成長を加速化させることを目指します。また、その成果を文化・芸術分野など

の経済的価値とは別の精神的価値にもつなげることで、市民等がより住みやすく・働きやす

い・楽しみの多い街と感じることができる総合的なまちづくりを図ります。 
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  【基本方針のイメージ図】 

 
 

 

 

 

 

 

 

「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」においては、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、市の教育、文化、環境、経済・観光、健康・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、本市の目指す『健康で活力ある「スポーツのまち さ

いたま」』を築くことを掲げています。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に対する対応方針 

令和２（2020）年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックに対して、効果的な予防法、

治療法が確立されるまでの間は、「新しい生活様式」の実践による行動変容が求められています。

スポーツ活動も、スポーツ庁や各スポーツ関係団体等が作成した「ガイドライン」に沿って、ス

ポーツ施設の管理者、イベントや大会の主催者、競技参加者、観戦者がそれぞれの立場からの感

染拡大予防とスポーツ活動の実践との両立が求められています。本計画の推進にあたっては、感

染症対策とスポーツ活動とを無理せずに両立させることができるように、新しい生活様式の中で、

スポーツの新しい観戦スタイルやオンラインを活用したトレーニングの普及、施設・設備の提供

等に努めるとともに、ICT の活用やスポーツテックなどを活用した取組を推進します。 

 

実を熟成 

根を強く 

幹を太く 

イノベーション 

持続可能性 

多様化 

連携促進 

基盤づくり 

機会充実 

スポーツ 

環境 経済
観光

文化 健康
福祉

教育 都市
計画
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2. 基本施策 

基本方針を実現させるため本計画期間中に実施が想定される施策を、基本方針毎にまとめ、

基本施策とします。 

 

 

将来像 
健康で活力ある 

「スポーツのまち 

さいたま」 

 笑顔あふれる 

日本一のスポーツ 

先進都市の創造  

基本方針１ 

広く、深く「まなぶ」「ささえる」基盤をより強固に 

スポーツの樹の“根”を強くする 

基本方針２ 

体力や健康に貢献する「みる」「する」機会のより充実を 

 スポーツの樹の“幹”を太くする 

①子どもたちのスポーツ振興 

 
②国際大会、スポーツイベント等の実施・支援 

 
③健康増進につながるスポーツの振興 

 
④障害者スポーツ等の振興 

基本方針３ 

活力のある先進都市をつくる「成長」のため新たな連携を 

スポーツの樹の“実”の熟成と次世代の種を
取る 

①さいたまスポーツ文化の創出・醸成 
 
②スポーツをする空間の整備・向上 
 
③持続可能なスポーツ環境の充実 

 

①地域経済や市内観光とスポーツの連携 
 
②スポーツと文化・芸術の連携 
 
③スポーツを通じた環境意識の啓発 
 
④スポーツと連携したまちづくり 
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2－1 方針別の施策内容 

 基本方針１ 広く、深く、「まなぶ」「ささえる」基盤をより強固に（基盤づくり） 

 スポーツの基盤をつくるため、ハード、ソフト両面の整備等に関する施策 

 

① さいたまスポーツ文化の創出・醸成 

 スポーツが市民生活に根付き、スポーツに対する理解や関心を深め、日常の中にスポーツが

溶け込むことで、本市独自のスポーツ文化の創出・醸成を図ります。 

 

② スポーツをする空間・設備の整備・向上 

 スポーツをするための施設整備、既存施設のスポーツ利用機会の充実、必要な設備の更新等

を行い、スポーツをする空間の整備を図ります。 

 

③ 持続可能なスポーツ環境の充実 

 市民等がいつでも、どこでも、いつまでも、スポーツに関わることができるよう、各ライフ

ステージに応じた多様な環境の充実を図ります。 

 

 

 基本方針２ 体力や健康に貢献する「する」「みる」機会のより充実を（機会づくり） 

 スポーツの機会を提供するソフト事業や大会、イベントの実施等に関する施策 

 

① 子どもたちのスポーツ振興 

子どもたちを対象としたスポーツ教室やスポーツイベントを実施し、スポーツを「まなぶ」

機会の提供や身体の健全な成長を促します。 

 

② 国際大会、スポーツイベント等の実施・支援 

すでに実施している大規模スポーツイベントの継続や、新たなスポーツイベント・スポーツ

関連の MICE の誘致実現に向けて、「一般社団法人さいたまスポーツコミッション」とも連携

しながら取組を進めます。 

 

③ 健康増進につながるスポーツの振興 

 日頃から体を動かすことの大切さの啓発や、スポーツに親しむ機会を増やすなど、スポーツ

実施率の向上により、市民の健康増進を図ります。 

 

④ 障害者スポーツ等の振興 

パラリンピックを通じたパラスポーツの認知度向上や企業支援の動きと連動させ、障害者

がスポーツをする機会を創出します。障害の有無及びその程度に関わらずスポーツに親しむ
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ことのできるインクルーシブスポーツやアダプテッドスポーツ等の考え方を取り入れ、障害

者のスポーツ実施率の向上を図るとともに、スポーツを通じた相互理解を深め、ノーマライ

ゼーション社会の推進を図ります。 

 

 

 基本方針３ 活力のある先進都市をつくる「成⾧」のため新たな連携を（連携づくり） 

教育、文化、環境、経済・観光、健康・福祉、都市計画の６分野との連携を通じ、スポーツ

の成長産業化やスポーツによる地域活性化、地方創生等に関する施策を推進します。 

 

① 地域経済や市内観光とスポーツの連携 

スポーツに関する大会・イベント等と地域経済（商工会議所、商店街、事業者等）との連携

や、スポーツツーリズムの推進により、本市への来訪者を増加させ、市内での飲食・産品の購

入の促進などによる地域経済の活性化を図ります。 

 

② スポーツと文化・芸術の連携 

様々なスポーツ活動と文化活動との連携により、スポーツ振興と文化振興の相互発展を図

ります。 

 

③ スポーツを通じた環境意識の啓発 

スポーツの持つ「人を巻き込む力」を活かし、「多様性を尊重する社会」「持続可能で逆境に

強い社会」「クリーンでフェアな世界」の構築への貢献に取組ます。 

スポーツイベントやスポーツ活動の広報活動、イベント開催会場等と連携して、環境負荷低

減のための啓発活動を実施することで、市民等の環境意識の向上を図ります。また夜間照明施

設の LED 化など、多くの人が集まる施設の省エネルギー化を通じた取組を進めます。 

 

④ スポーツと連携したまちづくり 

公園内へのスポーツ施設設置・整備や自転車走行環境の改善、スタジアム・アリーナ整備と

周辺まちづくりとの連携・推進などにより、新たな付加価値をもつスポーツを楽しみやすい、

また住みよいまちの形成を図ります。また、多くのプロスポーツチームのホームタウンである

強みを活かした取組も進めます。 
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IV. 各施策・事業 
※各施策・事業については、各事業課等と調整のうえ確定します 

 現状は、従前の計画をもとに掲載しています。 

1. 広く、深く「まなぶ」「ささえる」基盤をより強固に 

① さいたまスポーツ文化の創出・醸成 

 プロ・トップスポーツチームなどとの連携 

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

を高める取組を行うとともに、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。 

 サッカーを核としたスポーツのまちづくりの推進 

 さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会を主体として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。 

 スポーツボランティアの充実 

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、活用を促進します。また、身近にスポーツに関わること

ができる方法の一つとして、利用しやすい仕組みづくりや効果的な運用方法を検討します。 

 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について、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を進めます。また、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や、民間も含めたスポーツ施設への

シェアサイクルポートの整備、自転車やキックバイクの講習会等の開催により、自転車利用の

促進に取り組みます。 

 アーバンスポーツの活性化 

市民の誰もが自由な時間に、身近な場所で手軽に楽しむことができるアーバンスポーツの

普・及促進のため、アーバンスポーツに触れる機会を創出するとともに、「アーバンスポーツ」

を推進するための組織を公民連携により設立し、地域の人や民間事業者を交えて、地域の理解

と支援のもとにソフト事業とハード整備事業を一体的に進めていきます。 
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② スポーツをする空間の整備・向上 

 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、夜間も屋外施設を利用可能とするため、

LED 照明の整備を図ります。  

 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、地域の理解と協力のもと、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。 

 スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営に関する指針の推進 

市民が生涯にわたりスポーツに親しめる場所や機会を確保するため、より効果的・効率的で

利用しやすいスポーツ施設の整備・運営をするために令和２年○月策定した「スポーツ施設の

整備方針」に基づき、性別、障害の有無等に関わらず、安心・安全に利用できるよう、利用環

境の向上を図ります。  

 スポーツ施設の整備・改修 

多くの市民から、身近な場所でスポーツに親しむことのできる環境整備を求める声が寄せ

られていることから、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、中長期的な視

点から、将来的なスポーツ施設のあり方や配置の検討、有効活用を進めます。 

 次世代型スポーツ施設の誘致・整備 

将来的にも持続可能なスポーツ環境の提供に向けて、可能な限り民間力を活用した「みる」、

「する」、「まなぶ」場を整備します。 

 バスケットボールコート整備事業  

東京 2020 大会への気運醸成及び大会終了後のレガシーとして、市内にバスケットボール

コートを整備します。 

 サイクルパーク構想の策定及び実現に向けた取組 

自転車文化の醸成や、自転車に関する情報発信を行うため、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構想を取りまとめ、その実現を目指します。 

 「さいたまスポーツシューレ」の活用推進  

「さいたまスポーツシューレ」の仕組みを活用し、協定先との連携に基づき、持続可能なス

ポーツをする場、学ぶ場の創出や、質の向上を図ります。また、ネットワークの更なる充実、

拠点施設の誘致・整備の検討や協議を進めます。 

 グラウンド、広場等の芝生化推進 

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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 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。 

 

③ 持続可能なスポーツ環境の創出 

 産学官金連携スポーツ振興事業の促進 

産学官金の連携により、それぞれが持つ情報、技術、資源等を融合し、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。 

 スポーツ施設における託児室の確保 

乳幼児を持つ世帯が気軽にスポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設への託児室

の整備を促進します。 

 スポーツシューレ等施設整備事業 

民間企業やスポーツクラブ、大学、研究機関等との連携に基づき、民間力を活用したスポー

ツシューレの拠点施設の整備・検討により、スポーツ大会、合宿等の誘致に加え、スポーツビ

ジネス、スポーツ産業のイノベーションの推進を図ります。 

 部活動指導員配置事業 

ICT の活用などにより、データと理論に基づく部活動の充実及び活性化を図るとともに、専

門性の高い指導を行えるよう部活動指導員を配置します。 

 銭湯ランニングステーション事業  

市内の銭湯の協力を得て、銭湯の利用前にロッカーに荷物を預け、ランニングすることがで

きる「銭湯ランニングステーション」を実施します。 

 健康マイレージ事業 

楽しみながらウォーキングする機会を増やすことで、運動習慣を身に付け、ライフステージ

に応じて自ら継続的に健康づくりに取り組むことができる意識の醸成を目指します。 

 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。 

 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。 

 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。 

 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、浦和南高等学校において、「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。 
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 放課後チャレンジスクールの推進 

子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性をはぐくむため、放課後の学校体育

館、校庭を活用し、子どもたちにスポーツ活動の場を提供します。 

 

2. 体力や健康に貢献する「みる」「する」機会のより充実を 

① 子どもたちへのスポーツ振興 

 子どものスポーツ能力測定会 

 子どもたちにスポーツへの興味・関心を高めてもらうため、子どもたちがそれぞれの能力に

合わせ、最大限のパフォーマンスを発揮できるスポーツを発見するための能力測定会を開催

します。 

 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と、運動習慣の確立のため、「子ども

のための体力向上サポートプラン」を推進します。 

 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

実施します。 

 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 

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。 

 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。 

 少年少女サッカー教室の開催 

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。 

 さいたまサッカーフェスタの開催 

 ２つの J リーグクラブを擁するホームタウンとしての特性を生かし、浦和レッズと大宮ア

ルディージャと共同で、サッカーの魅力を総合的に体験できるイベントとして「さいたまサッ

カーフェスタ」を開催します。 

 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食育を推進します。 
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 女子サッカーの普及・発展 

FIFA や JFA 主催の大会招致をはじめ、女子プロサッカーリーグ（WE リーグ）の開催支援

をするほか、女子サッカー競技人口のすそ野を広げる取組として小学生年代へのサッカーク

リニックや中学生年代の合同練習会・サッカー大会を開催するなど、観戦と実践の場を提供す

ることにより、女子サッカーの普及・発展を図ります。 

 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

に身体を動かせる機会の増加に努めます。  

 放課後チャレンジスクールの推進（再掲） 

 子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性をはぐくむため、放課後の学校体育

館、校庭を活用し、子どもたちにスポーツ活動の場を提供します。 

 

② 国際大会、スポーツイベント等の実施・支援 

 さいたまスポーツコミッションの支援 

さいたまスポーツコミッションでは、「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業やウオー

キングイベント事業等の市との連携事業を実施するほか、各種競技大会等のスポーツ関連イ

ベントの積極的な誘致等を行い、スポーツの振興や地域経済の活性化を図ります。本市は、さ

いたまスポーツコミッションの自立した運営に向けた支援を行います。   

 さいたまシティカップの開催 

２つの J リーグクラブを擁するホームタウンとしての特性を生かし、海外の強豪チームと

の国際親善試合等を実施することで、一流選手のプレーやトップレベルの試合を間近で見ら

れる機会を提供し、多くの市民に夢や希望を与えるとともに、サッカーを核としたスポーツの

まちづくりを推進します。 

 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

イベントを開催し、「スポーツのまち さいたま」の魅力を広く内外に発信します。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、国際交流等のイベントを開催し、

賑わいを創出します。 

 国際自転車競技大会の開催支援 

 世界的なブランドであるツール・ド・フランスの名を冠した国際自転車競技大会を、本市に

おいて継続的に開催するため、大会の実施主体に対して開催支援を行います。 
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③ 健康増進につながるスポーツの振興 

 大人の体力測定会の実施  

市民にスポーツへの興味・関心を高めてもらう取組として、大人の健康意識の向上につなげ

るための体力測定会を開催します。 

 スポーツと食育の連携（再掲） 

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。 

 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 

地域のスポーツニーズやスポーツ環境に応じた持続的な事業活動が展開できるよう、総合

型地域スポーツクラブへの運営・事業支援を行います。 

 スポーツ少年団活動への支援 

青少年に対するスポーツの振興と心身の健全な育成に取り組んでいるスポーツ少年団等、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、地域のスポーツ振興会や学校体育施設開放委員会等との

連携を図り、地域の実態に合わせた特色あるスポーツイベント等の開催や地域スポーツ活動

の普及を推進します。 

 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、スポーツ選手団を派遣します。 

 シニア世代へのスポーツ振興 

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ための取組を実施します。 

 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睦を図るとともに、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。 

 介護予防事業運動教室の開催  

公園等での運動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。また、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。 

 スポーツ施設における託児室の確保（再掲） 

 乳幼児を持つ世帯が気軽にスポーツを楽しむことができるよう、スポーツ施設への託児室

の整備を促進します。 
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 本市 web サイトでの情報発信 

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

やウオ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」において情報発信を行います。 

 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。 

 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、利用しやすい工夫や効果的な運用方法を検討します。 

 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

確保などより良い制度の推進を行います。 

 スポーツボランティアの充実（再掲） 

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。 

 スポーツ推進委員の活動推進 

スポーツ推進事業の連絡調整及び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。 

 ニュースポーツの教室や大会の開催 

 幅広い年齢層がスポーツを楽しめるように、市内各地で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。 

 産学官金連携スポーツ振興事業の促進 

産学官金の連携により、それぞれが持つ情報、技術、資源等を融合し、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。 

 さいたマーチの開催 

「日本一の桜回廊」など、見沼田んぼの自然環境や地域資源を広く紹介するとともに、自然

に親しみ、豊かな心と身体の健康づくりを目指すウオーキングイベントとして「さいたマー

チ」を開催します。 

 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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 「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） 

 健康マイレージ事業（再掲） 

楽しみながらウォーキングする機会を増やすことで、運動習慣を身に付け、ライフステージ

に応じて自ら継続的に健康づくりに取り組むことができる意識の醸成を目指します。 

 ランニングイベントの開催 

市民のスポーツに対する意欲・関心を高めるため、子どもから大人まで、また初心者から上

級者まで、多くの市民が楽しめるランニングイベントを開催します。 

 自転車利用の促進（再掲） 

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について、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、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により、自転車利用の促進に取り組みます。 

 少年少女サッカー教室の開催（再掲） 

 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。 

 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。 

 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。 

 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

めることを目的にウォーキング教室を開催します。 

 スポーツを通じた地域住民との交流推進（再掲） 

  「市立高等学校『特色ある学校づくり』計画」に基づき、浦和南高等学校において、「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。 
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④ 障害者スポーツ等の振興 

 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。  

 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、選手間・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」を開催します。 

 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「障害者

スポーツ教室」の開催を検討します。 

 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できる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、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。 

 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、社会参加への促進を図ることを目的とした、

サッカー教室を開催します。 

 

 

3. 活力のある先進都市をつくる「成⾧」のため新たな連携を 

① 地域経済や市内観光とスポーツの連携 

 スポーツシューレ等施設整備事業（再掲） 

民間企業やスポーツクラブ、大学、研究機関等との連携に基づき、民間力を活用したスポー

ツシューレの拠点施設の整備・検討により、スポーツ大会、合宿等の誘致に加え、スポーツビ

ジネス、スポーツ産業のイノベーションの推進を図ります。 

 「さいたまスポーツシューレ」の活用推進  

「さいたまスポーツシューレ」の仕組みを活用し、協定先との連携に基づき、持続可能なス

ポーツをする場、学ぶ場の創出や、質の向上を図ります。また、ネットワークの更なる充実、

拠点施設の誘致・整備の検討や協議を進めます。 
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 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の連携を促進し、アフターコロナにおける新し

い生活様式に対応したオンラインと飲食とのマッチングや、スポーツ観戦前後に店舗での飲

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。 

 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。 

 さいたまスポーツコミッションの支援（再掲） 

さいたまスポーツコミッションでは、「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業やウオー

キングイベント事業等の市との連携事業を実施するほか、各種競技大会等のスポーツ関連イ

ベントの積極的な誘致等を行い、スポーツの振興や地域経済の活性化を図ります。本市は、さ

いたまスポーツコミッションの自立した運営に向けた支援を行います。 

 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」及び「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

します。 

 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。 

 サッカーを核としたスポーツのまちづくりの推進（再掲） 

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

議会が主体として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。 

 スポーツを通じた国際化の推進 

国際大会等により、海外から来日された選手および観光客に対し、本市の魅力を海外に向け

て発信するとともに、地域とのコミュニティ形成に向けて取り組みます。 

 国際大会等を通じた食への配慮 

大規模大会の開催や合宿の誘致等に伴う、訪日外国人旅行者等に対し、宗教等の制約による

食習慣への対応可能な宿泊・飲食環境の整備を進めます。 

 

② スポーツと文化・芸術の連携 

 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、
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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。 

 

③ スポーツを通じた環境意識の啓発 

 スポーツを通じた環境負荷低減 

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。またスポーツ施設の照明の LED 化など、改修機会を通じた省

エネルギー化を進めます。 

 地球温暖化対策の啓発 

スポーツイベントや様々なスポーツ活動を通じ、地球温暖化対策の啓発を行い、市民の環境

意識の向上を図ります。 

 

④ スポーツと連携したまちづくり 

 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（再掲） 

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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公民連携組織の設立支援 
ソフト事業実施 

V. 重点施策・成果指標 

1. 重点施策 

 生涯スポーツの振興・推進 

 施策の現状・課題や背景 
・「成人の週１回以上のスポーツ実施率」は、令和２年実施の「スポーツに関する市民意識調査」の結果 62.3％

でした。 

・スポーツは、体力の向上、生活習慣病の予防、精神的な充足感の獲得、青少年の健全な育成等に資するもの
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す。 

・地域の活力創出に向けた生涯スポーツの振興を図るため、市民がスポーツに親しむ機会を増やす必要があ
ります。 

・スポーツに無関心な層に向けて、新たな種目やスポーツ以外の分野からのアプローチなども検討する必要
があります。 

 

 施策概要 

・市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことのできる生涯スポーツの振興を推
し、スポーツを通じた地域コミュニティの形成・醸成を図ります。 

・子どもたちがそれぞれの能力に合わせ、最大のパフォーマンスを発揮できるスポーツを発見するためのス
ポーツ能力測定会を開催します。 

・大人の健康意識の高まりに繋げるため、体力測定会を開催します。 
・新たなスポーツトレンドの一つとして登場したｅスポーツの可能性を検証するため、実証事業等を実施し

ます。 
・アーバンスポーツの普及を図り、だれもが身近で気軽にスポーツに接する機会を創ります。 

 実施スケジュール 

 

 

 

子どものスポーツ能力測定会、大人
の体力測定会の実施 

アーバンスポーツ活性化事業の推進 

測定会の実施 測定会の継続開催 

調査、検討の実施 e スポーツを活用した取組の検討 実証事業の実施、検証 

アーバンスポーツ活性化事業の推進

  

公民連携組織の運営支援 
ハード整備実施 

事業 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 

事業 

事業 



 

 

 61 

 

 スポーツ施設・環境の整備、検討 

 施策の現状・課題や背景 
・気軽にスポーツのできる場所・施設が少ないと感じている市民が多く、また、スポーツ施設の老朽化が進ん

でいるなどの課題があります。 

・より多くの市民がスポーツを気軽に楽しめる環境づくりを推進していく必要があります。 

・新たにスポーツを「みる」「する」「まなぶ」場を整備するため、民間力を活用し、公民連携等により新たな
スポーツ施設の設置検討を進めています。 

・市民のスポーツに対する意欲・関心を高めるため、本市のスポーツ資源や特徴的な観光資源を活用したイベ
ント、国際大会等の開催により、様々なスポーツに接する機会を提供します。 

 

 施策概要 
・市民が身近な場所で気軽にスポーツに親しむことのできるよう活動場所を提供します。 
・スポーツ施設や環境について、より効率的かつ効果的で、誰もが安全に利用できるよう、民間も含めた市民

等が利用可能な市内施設の情報提供の充実を図るとともに、地域のスポーツ施設、環境の整備や改修、運営
の改善を図ります。 

・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等についての検討を進め、より利用しやすい施設の整備･運営を目指します。 

・民間力を最大限に活用した「みる」に特化した次世代型スポーツ施設の設置について検討を進めます。 
・国内外から注目される国際大会やスポーツイベントを開催、誘致し、「スポーツのまち さいたま」の魅力を

高めます。 

 

 実施スケジュール 

 

 

 
 

 

 

スポーツ施設の整備・改修 

 

 

多目的広場の整備、照明設備の
安全点検の実施、施設の新設・再
整備等の検討 

多目的広場整備拡大、施設修繕・
バリアフリー化、照明説の LED
化、施設の新設・再整備等の検討 

次世代型スポーツ施設の整備検討 

 

候補地の検討決定、設置に向け
た構想等の作成 

 

事業者決定、設計、建設、運営 

 

国際自転車競技大会開催支援 「さいたまクリテリウム」の開
催支援 

「さいたまクリテリウム」の継
続開催 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 

事業 

事業 



 

62  

 

各種競技大会、関連イベント等の誘
致・支援 

大会等の誘致・支援 大会等の誘致・支援 

 「さいたまスポーツシューレ」の推進 

 ＜施策の現状・課題や背景＞ 
・市内の子どもたちが、安全・安心にスポーツに取り組めるように、データと理論に基づく科学的な指導を 

受けられるようにする必要があります。 

・スポーツにより、座学では得にくい、コミュニケーション能力やリーダーシップ、忍耐力といったいわゆる
「人間力」の向上を図る必要があります。 

・地の利を生かした合宿や講習会の誘致に向けて、学びの機会の提供など、優位性を高める必要があります。 
・スポーツの成⾧力を市内産業の振興に生かす必要があります。 

・スポーツツーリズムなどにより、スポーツ分野での観光・交流人口の拡大を図ることで、スポーツを活用 

した総合的なまちづくりを推進する必要があります。 

・「一般社団法人さいたまスポーツコミッション」の活動支援等を通じ、本市の魅力を発信し、地域経済の活性
化を推進する必要があります。 

  
 
 
 
 

 ＜施策概要＞ 
・市内に集積するスポーツ施設をネットワークでつないだ、「さいたまスポーツシューレ」を構築し、スポーツ

を「する場」「まなぶ場」の確保とともに、企業、大学、団体等が持つ最新の知見や技術を活用した実証研究
などを通じ、新たなスポーツ産業の創造の場をつくります。 

・企業、大学、スポーツ団体等が持つ ICT や最新の知見、技術を活用し、スポーツ人材の育成をします。 
・既存の施設をネットワーク化し活用することで、持続可能なスポーツ環境を整備し、「する場」「まなぶ場」

を確保します。 
・プロスポーツチーム等と連携した実証実験等を通じ、スポーツ産業の創出・活性化に取組みます。 
・さいたまスポーツコミッションとの連携により、各種競技大会や関連イベント等の誘致事業等を進め、地域

経済の活性化を進めます。 

 

 ＜実施スケジュール＞ 

 

 

 

スポーツビジネスの創出・活性化 

 
事業の検討・実施 事業の効果検証、発展 

ICT 等を活用した実証実験の実施 実証実験の検討・実施 実証実験の実施、検証 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 
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 サッカーを核としたスポーツのまちづくりの推進 

 施策の現状・課題や背景 
・本市は、「サッカーのまち」として、Ｊリーグの２チームをはじめとした関係団体と連携、協力しながら、

サッカーを核としたまちづくりを進めています。 

・サッカー以外にも、本市をホームタウンとするバスケットボールや卓球、自転車ロードレースのプロ・トッ
プスポーツチームが多くあり、これまでも各チームと様々な取組を進めています。 

 
 

 施策概要 
・サッカーのまちづくり推進協議会を主体として、市と連携してサッカーを核としたスポーツのまちづくりを

推進します。 
・本市をホームタウンとするプロ・トップスポーツチームの持つ様々なコンテンツや経営資源を活用した取組

を進めていきます。 
・スポーツ振興だけでなく、新たなスポーツビジネスの創出や、スポーツを通じたコミュニティづくりといっ

た地域課題の解決など、新たな取組を推進することで、サッカーを核としたプロスポーツチームとの更なる
連携・協働を進めていきます。 

 

 実施スケジュール 

 

 

 

 

 

サッカーを核としたスポーツのまち
づくりの推進 

 

事業の実施・推進 事業の継続、発展 

女子サッカーの普及・発展の推進 

 
事業の実施・推進 事業の実施・推進 

その他プロ・トップスポーツチーム
との連携した取組の推進 

 

トップ・プロスポーツチームと
の取組の実施 

 

トップ・プロスポーツチームと
の取組の継続・発展 

 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 

中期（５年以内） 短期（３年以内） 事業 
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2. 成果指標 

健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現のため、基本方針に定める「する」「み

る」「まなぶ」「ささえる」の観点から、次の５つの成果指標を設定します。 

計画の進捗を確認・評価する数値目標は、基本方針に合わせて、毎年の変化を確認できる統

計数値を選び、成果指標を設定しました。 

 

 本市を「スポーツの盛んなまち」と感じている市民の割合 

本計画における様々な取組について、総合的な進捗状況を成果指標として今回新たに設定

します。 

現状の数値（75.5%）は、さいたま市の様々なイメージの中でも高い数値であり、本市の特

徴のひとつと市民が実感しているといえます。スポーツまちづくりの各種施策の推進により

80％を数値目標とします。 

 

 成人の週１回以上のスポーツ実施率 

主に成人の「する」スポーツの実施率を成果指標として設定します。 

現状の数値（62.3％）は、国のスポーツ基本計画の数値目標である成人の週１回以上のスポー

ツ実施率を令和３年度に 65％に近づくとともに、国の令和２年度のスポーツ実施率 53.6％を

大きく上回っています。第 1 期計画の数値目標（70％）にはまだ達していない状況から、第 1

期の数値目標の達成を引き続き目指します。 

 

 

 

 

現状
75.5％

スポーツ
まちづくり
の各種施策

目標
80％

現状
62.3％

スポーツ
未実施者の
行動変容の

誘導

目標
70％
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 児童・生徒の週 1 回以上のスポーツ実施率（学校の体育授業を除く） 

主に子どもの「する」スポーツの実施率を成果指標として設定します。 

現状の数値（小５：84.4%、中２：83.5%）は、第１期計画策定時（H23）の現状数値（小５：

86.8%、中２:84.8%）と比較して低下している状態となっています。第１期計画の数値目標には

達していない状況から、第 1 期計画の数値目標の達成を引き続き目指します。 

 

 市民のスポーツボランティア参加率 

市民のスポーツボランティア参加率を成果指標として設定します。 

現状の数値（8.1％）は、現計画策定時（H23 9.9％）と比較して低下している状態です。第

１期計画の数値目標には達していない状態であり、事業等についても見直し、改めて目標達成

に向けて取り組み、第１期計画の数値目標の達成を引き続き目指します。 

 

 スポーツ観戦率 

スポーツ観戦率を新たな成果指標として設定します。 

現状の数値（現地観戦：35.8％、テレビ、インターネット観戦：77.1％）を基準に、プロス

ポーツチーム等と連携し、「みる」スポーツの推進により現地観戦 45％、テレビ、インターネッ

ト等による観戦 85％を数値目標とします。 

 

 

現状
小学５年生

84.4％
中学２年生

83.5％

スポーツ
未実施者の
行動変容の

誘導

目標
小学５年生

93％
中学２年生

90％

現状
8.1％

ボランティア
参加の
きっかけ
づくり

目標
20％

現状
現地

35.8％

テレビ等
77.1％

大型イベント
の開催・誘致

支援等

目標
現地45％

テレビ等
85％
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VI. 計画の推進にあたって 

1. 計画推進するうえでの考え方 

さいたま市では、「さいたま市スポーツ振興審議会」等の有識者の意見を参考にしながら、

健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現に向け、総合的・戦略的な施策の企画・

立案を行い、市民等をはじめ、スポーツ関連団体及び事業者等と連携を図りつつ、将来像の実

現を目指します。 

事業の実施にあたっては、市、さいたま市スポーツ協会、さいたまスポーツコミッションが

連携しながら推進主体としての役割を果たしながら、市民等、スポーツ関連団体、事業者等と

の協力によって、3 つの推進主体がそれぞれの“強み”を生かした取組を推進することにより、

本計画の将来像実現に向けて、より効果的・効率的な各施策の実施を図ります。 

 

【強みを生かした推進体制】 

 

 

 計画の推進主体 

 さいたま市 

本計画では、教育、文化、環境、経済・観光、健康・福祉、都市計画といった広範な分野と

連携を図りながら、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

さいたま市

市民等

スポーツ
関連団体

等

事業者
企業

教育機関
研究機関

等

さいたま市
スポーツ協会

さいたま
スポーツ
コミッション

教育

文化

環境

経済・観光

健康・福祉

都市計画
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を図っていくこととしており、庁内各部局と横断的な連携を図りながら、企画立案、事業展開

を図ります。 

 

 公益財団法人さいたま市スポーツ協会の位置づけと連携の強化 

公益財団法人さいたま市スポーツ協会は、本市のスポーツ振興の推進を担う組織として、市

民がスポーツをする機会や場の提供、スポーツを通じた青少年の心身の健全な育成、中高年の

健康維持・増進、競技力の向上と競技選手の強化を図るなど、市民に対する細やかなスポーツ

振興事業を展開しています。また、地域のスポーツ団体とのネットワークを活かし、情報の収

集、発信や本市のスポーツ振興において、大きな役割を担ってきました。 

今後、さいたま市スポーツ協会を、健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現に

向けた計画の主要な推進主体のひとつとして位置づけ、連携を強化するとともに、組織体制も

強化し、これまで蓄積されてきたスポーツに関する人材や情報等を最大限活用し、将来的に

は、本市における生涯スポーツの更なる振興を推進する中心的組織としての機能向上をめざ

していきます。 

 

 一般社団法人さいたまスポーツコミッションの位置づけと連携の強化 

一般社団法人さいたまスポーツコミッションは、本市のスポーツ振興施策等の推進を担う

中心的な組織の一つであり、さいたま市及び周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資

源を最大限活用し、各種競技大会等スポーツ関連イベントの積極的な誘致等の事業を展開し

ています。 

今後、さいたまスポーツコミッションを、健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の

実現に向けた計画の主要な推進主体のひとつとして位置づけ、連携を強化するとともに、民間

と行政のハイブリット組織である強みやネットワークを最大限活用し、国際的なスポーツイ

ベントの開催や、スポーツシューレの推進をはじめ、スポーツ産業の創出、スポーツによる地

域経済の活性化事業における中心的組織としての機能向上を目指していきます。 

 

 市民・関係団体等のスポーツ実施主体との連携強化 

本計画の将来像の実現に向けて、上記３つの推進主体は、市民等、スポーツ関連団体、事業

者等の自主的な活動に対し、より強い協力関係を構築しながら、多様なスポーツ実施主体の自

主的な活動に対する支援を推進していきます。 

 

 市内外の組織・団体との連携強化 

本計画の将来像の実現に向けて、上記３つの推進主体は、スポーツ庁、埼玉県、周辺自治体、

埼玉県スポーツ協会、各競技団体、教育機関、研究機関、医療機関、スポーツを支援する民間

企業や団体など、市外の様々な団体、組織と連携を図りながら、効果的・効率的に施策を推進

していきます。 
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2. 計画の進行管理 

 市は、計画の着実な推進とその実効性を高めるため、「さいたま市スポーツ振興審議会」に

おいて、基本施策や各事業、重点施策等の進捗状況について報告を行い、施策や事業の進め方

等について、定性的な観点から多角的な検証を行います。 

  


