
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 
平成２７年度 

第１回さいたま市スポーツ振興審議会 

２ 会議の開催日時 
平成２７年９月２８日（月） 

１４時００分から１６時２０分まで 

３ 会議の開催場所  ときわ会館３階 会議室 

４ 出席者名 

【委員】 

程塚孝作、浅子廣、武田弓佳、風間正義、岩男

光子、村田正二、田村好子、佐々木京子、生島

エミ子、佐伯加寿美、有川秀之、石﨑聡之、齋

木薫、木下和広、小林利成、村田利美子、大野

さやか、汐満猛（以上 18 名） 

【さいたま市スポーツアドバイザー】 

伊藤博義 

【事務局】 

野間スポーツ文化局長、金子スポーツ文化局理

事、蓬田スポーツ部長、近藤スポーツ振興課長、

小柳課長補佐兼企画係長、河野課長補佐兼施設

係長、石川スポーツ支援係長、青山企画係主査

（以上 8名） 

５ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議事】 

（１）報告事項 

①スポーツ文化局スポーツ部の組織体制につ

いて 

②平成２７年度スポーツ文化局スポーツ部に

おける主なイベントスケジュールついて 

（２）審議事項 

①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画

（改訂版）」（素案）について 

【公開又は非公開の別】 

公開 

６ 非公開の理由   

７ 傍聴者の数  ０人 

８ 審議した内容  上記５ 議題のとおり 

９ 問い合わせ先 
スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課 

電話番号 ０４８－８２９－１０５８ 

10 その他  



平成 27年度 第 1回さいたま市スポーツ振興審議会会議録 

１ 日時 平成 27年 9月 28日（月）14時 00分～16時 30分

２ 場所 さいたま市役所ときわ会館 3階 会議室

３ 出席者

（１）委員（16名）
程塚孝作、浅子廣、武田弓佳、風間正義、岩男光子、村田正二、田村好子、佐々木

京子、生島エミ子、佐伯加寿美、有川秀之、石﨑聡之、齋木薫、木下和弘、小林利

成、村田利美子、大野さやか、汐満猛

（２）スポーツアドバイザー（１名）

伊藤博義

（３）事務局（8名）
野間スポーツ文化局長、金子スポーツ文化局理事、蓬田スポーツ部長、近藤スポー

ツ振興課長、小柳課長補佐兼企画係長、河野課長補佐兼施設係長、石川スポーツ支

援係長、青山企画係主査

（４）その他（2名）
産業立地研究所（関主任研究員、森田主任研究員）

（敬称略）

４ 開会

○事務局（近藤課長）平成 27年度第 1回さいたま市スポーツ振興審議会を開会します。
配布資料説明。

５ 委嘱状交付

○野間スポーツ文化局長より、各審議会委員に交付。

○野間スポーツ文化局長挨拶

本日は審議事項と致しまして、さいたま市スポーツ振興まちづくり計画の改訂について

ご審議を頂くこととなっております。本計画は平成 23年度に施行してから 5年が経過して
おります。この間、本市を取り巻くスポーツ環境も大きく変化しており、そうした状況に

対応するため本年度見直しを行うものであります。委員の皆様には様々な見地から忌憚の

ないご意見、ご指導を頂きますようお願いいたします。

６ 委員及び事務局紹介

○各委員及び事務局担当者より挨拶。

７ スポーツアドバイザー紹介

○伊藤スポーツアドバイザーより挨拶。

６ 正副会長選出

○程塚議長

今回は役員改選の時期ですので、会長副会長の人事を決定しなければなりません。会長

副会長の改選について皆様からのご意見はありませんか。ご意見がないようですので、事



務局案の説明をお願いいたします。

○事務局

程塚様に会長を、浅子様と有川様に副会長をお努め頂ければと考えております。

○程塚議長

ご意見がありますか、ご意見がないようですので、事務局案に決定します。

○程塚会長挨拶

私も長きに亘りまして、市体育協会やスポーツの分野で活動をしてまいりました。この

経験を活かしまして、少しでもさいたま市のスポーツ振興に役立てればと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

７ 議事

○程塚議長

2つの報告事項について、事務局より報告します。

○事務局（小柳補佐）

（１）報告事項

①スポーツ文化局スポーツ部の組織体制について

②平成 27年度スポーツ文化局スポーツ部におけるスポーツイベントスケジュールについ
て

○程塚会長

委員の皆さん、確認やご意見はありませんか。

○小林委員

イベントスケジュールについて、学校のマラソン大会やいろいろあるのですが、（書かれ

ているイベントは）どういう形で選ばれているのか、管轄がちがうのですか。

○事務局

高体連や中学の大会関連につきましては教育委員会や埼玉県で開催されています。ここ

に掲載していますものはスポーツ文化局に関するイベントでございます。

○小林委員

主催団体がちがう。

○事務局

はい、またバレーボール大会等大きな大会はスポーツコミッションが取り扱っています。

○議長

審議事項について、事務局より報告します。

○事務局（小柳補佐）

（２）審議事項

①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画（改訂版）」（素案）について



※資料 9：さいたま市スポーツ振興まちづくり計画改訂版（素案）
※資料 3：スポーツ振興まちづくり計画見直しのスケジュールについて

○程塚議長

今事務局から説明した内容は広範囲ですので、絞っていきたいと思います。さいたま市

スポーツ振興まちづくり計画の中間見直しとして、将来像や基本理念、数値目標などは変

更がありませんので、当審議会では、課題としております数値目標「成人の週 1 回のスポ
ーツ実施率」を達成に向けて、様々な生活活動もスポーツになるというスポーツの定義が

市民に浸透するようにという提案がありました。資料 9の 4、5ページについて、皆様のご
意見を拝聴し、そのあと重点施策、最後に新しい事業でありますスポーツタウン構想につ

いて、3つに分けて審議します。まず 4、5ページのまちづくり計画について、ご意見はあ
りませんか。意見がないようでしたら資料 9の 30ページの重点施策、いままでなかった国
際スポーツタウン構想についてでも結構です、いかがですか。併せて、それに関連しまし

て資料 8（施策・事業一覧）の新しい事業計画についても皆さんのご意見をお聞かせくださ
い。事務局から追加のコメントはありますか。

○事務局

30ページから始まります重点施策の（１）「さいたま市国際スポーツタウン構想」と（２）
「発信力のある大規模スポーツイベントの開催」が今回の見直しで新たに追加された施策

で、それ以外はいままでのものをリニューアルしたものです。

○佐伯委員

今回、「誰もがいつでもどこでもいつまでも」がすべての市民、障害の有無、その程度に

かかわらずとありますが、資料も見せて頂きまして、障害者に対しての施策なかなか見え

てこない。資料 8 の施策一覧でやっと出てきますので、もっと最初から障害者の施策が見
えてくるようにしてほしい。また国際スポーツタウンは資料 7 の 7 ページの国際スポーツ
タウン構想の基本方針の「トップアスリートと市民スポーツの双方を振興する」とありま

すが、この中からは健常者しか見えないので、折角ですので障害者も入れて頂いきたい。

それから資料 8の最後のページの「障害者スポーツ対応施設の充実（新規事業）」とありま
すが、施設の充実＋人（支える人）の充実も大切です。越谷、八潮、鴻巣、市川、三郷な

どの市では障害者スポーツ指導者初級のライセンスをスポーツ推進者が取って、教室やイ

ベントの開催を中心になって指導をしている。こうした事業を取り上げたほうがよい。ま

た、障害者の実施率は月に 1回程度しかやっていないので週 1回の実施率は 1%程度と思う、
これも指標に含めてほしい。

○事務局

資料の中で障害者に対する考え方が少ないのではないかとの指摘に対しまして、資料 8
の施策・事業一覧に記載しており、その施策を資料 9 に反映しているつもりですが、ご指
摘に対してもう一度視点を見直していきます。またスポーツタウン構想の中の 7ページ「・・
市民スポーツの双方を振興する」の中に「市民」しかないとのことですが、私どもスポー

ツを振興する考え方としては、だれもが障害の有無にかかわらずということを念頭におい

て進めています。これからオリンピック・パラリンピックが開催されますのでいっそうそ

の意識をもちまして振興すると言うのが私どもの考え方であります。また、ヒトの充実の

視点も今後検討し計画に反映させるために、担当部署と連携をとって進めていきます。

○程塚会長



障害のことは非常に大事ですので、反映して頂くようお願いします。

○佐々木委員

資料 9の 33Pのところに、（３）重点施策の「地域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」とありますが、スポーツクラブは現在 12団体ありまして、そ
のほとんど行き詰っています。どういうことかと言いますと、場所がとれない、施設を貸

してくれない、（施設を借りる場合の）簡便化を図るとか、体育館とか地域の公共施設の小

さい部屋でも構わないので、どこか 1 つをクラブハウスに貸してほしい。拠点がないと、
どこでやっているのと言われても（実態がない）。認知度が 20%ぐらいで情けないさびしい
状態です。これをもうひとつ押して具体化に向けて実現してほしい。

また、重点施策の１番２番ですが、国際スポーツタウンということで素晴らしい案を取

りあげて頂いています。トップアスリートを呼んできてやるツールドフランスとか国際マ

ラソンは、それはいいのですが、例えば国際マラソンの場合ですと 4 時間以内では市民が
参加できない、どんどんそういうスポーツから市民が離れていく感じがします。例えば、

国際マラソンをやったら、1～2 か月後に市民マラソンをする。ツールドフランスなら、マ
マチャリ大会をするとか。どこかの市町村ではママチャリ大会をしていましたが、楽しい

ものと抱き合わせでやって頂けると横浜とは違う、さいたま市のマラソンができると思い

ます。単に（アスリートを）呼んできて場所を貸すのはお金があればできるわけで、市民

は見ているだけになってしまいます。今回、マラソンボランティアで団体に声がかかりま

したが、（いままで走れたが）今回は出られないので悔しい思いで（ボランティアに）参加

すると言っている方も多くいます。是非、両方楽しめるようして頂ければ、市民からアス

リートまで楽しめるイベントになると思います。

○事務局

スポーツクラブの場所の問題については以前より認識していています。支援が出来てい

ない状況に変わりはありませんが、数年前から公共施設の優先予約とかそういった面でご

協力させて頂いており、その方向性を失わずに進めて行こうと思っています。来年度予定

のスポーツ施設の在り方について、方向性を出していきたいと思っていますが、その中で

も場所の協力についてもどのような事ができるかなど考えていきたいと思います。それか

ら、スポーツタウン構想等に係る大きなスポーツイベントが市民と乖離しているのではな

いかというお話については、ある程度否めないところはあると思いますが、今後の私ども

の取組みとしましては、（大きなスポーツイベントと）あわせて市民の方々がたくさん参加

できる取り組みも行って、トップレベルから市民レベルまで双方を支援していく形をとっ

ていきたいと考えています。まだ道半ばとご理解ください。

○程塚会長

貴重な意見ですので、ご検討ください。

○汐満委員

今の質問に関連して、14Pの「まなぶ」スポーツ活動の現状と課題についてですが、総
合スポーツクラブのことは理解していますのであえて言います。14Pの下の方にあります、
「※記念総合体育館以外の公共スポーツ施設」云々とあります、これと関連して、16P の
【図表 19】「スポーツを行うときに利用する場所」で「学校の施設」が相変わらず低い所（利
用率）にあります。私の中学校の体育館ではまだまだ稼働率が低い、小学校はかなり開放

していると思うのですが、中学校の 7時以降であれば、7時～9時まで十分に開放できるス
ペースがまだまだある現状なので、是非各団体さんが利用して頂ければと思います。



それから先ほど言った「記念総合以外のスポーツ施設」、既存の施設の補強というか、例

えば、つい最近、大宮体育館で試合をしたところ、例の大雨の時で、雨漏りがして、（生徒

が）転んで骨折をしました。委託業者なので知っていたのか聞いたら「知っていた」と言

った。今後大きな大会を実施するときに、記念総合は立派すぎて料金が高くて、中体連も

予算が大変で各学校から 1 万円ずつ徴収して専門委員会の部長さんにお金を渡している現
状です。どこからお金がでているかと言えば、PTAなので結局受益者負担となっています。
また、学校体育館を借りる時に一番問題になっているのは、耐震工事が進んでいないこと

です。何故進まないかと言えば、福島の復興と東京オリンピックが重なって、体育館の補

修工事が後回しになっているから、公共工事は予算が低いので業者が後回しになります。

先日の地震でも耐えられない場所も結構ありますので、大宮体育館の雨漏りも含めて耐震

工事の補修を予算化する必要があります。（補修できておれば）もし大きな事故になった場

合でも、賠償を含めてクリアできると思います。今回の件は今後も起こることが想定され

ますし、保護者も雨漏りについては、少しずつでも改善できるよう検討してほしいと言っ

ていました。

○程塚会長

施設の補修について、貴重な意見をありがとうございます。市としてはいかがですか。（大

宮体育館の件は）お聞きになっていますか。

○事務局

中学校の体育館を使わせてもらえる件につきましてはありがたく思います。今後教育委

員会と連携して、少しでも市民の方々の利用できる場を増やしていければと思います。体

育館の老朽化とか耐震工事の関係につきましては、耐震工事の予算が少ない中で、スポー

ツ環境の改善を図る努力はしております。また、老朽化した体育館で予期せぬ雨漏りが生

じて怪我をしてしまった件は承知しております。対応にあたって、その時お子さんとお約

束させて頂いたことは、そういう施設を使わざるを得ない状況にあるということをご理解

頂いて、大会の主催者の方々のお話しをお聞きした上で、現状の安全策を図るともに、雨

漏りのするような施設が存在すること自体がいかがなものと思われますので根本的に直す

ということにも尽力していきます。

○程塚会長

貴重な意見でございまして、事故が起きてからという事の無いように、事前に修理でき

るものはして頂いて、スポーツをやる方が健全にできるような施設の見直しをして頂きた

い。議長からもお願いします。

○大野委員

市民に広くスポーツをという観点が逆に薄まる打ち出し方になっています。新しく出て

きている事業とか国際スポーツタウン構想は、上を伸ばす発想かもしれませんが、スポー

ツでさいたま市の色を打ち出すというシティセールスの観点でスポーツを使われていると

いう感じがします。マラソンに関しても市民からクレームが多くなっています。横浜市が

それを理由で手放したものをさいたま市が引き取ってしまった形になっています。クリテ

リウムに関しては逆に人が集めることが出来ているのでいいと思っています。また、MICE
の話とかも、宿泊施設がない状態で、このような大きなものを取り入れた時に、外から人

を入れる作戦であれば、そういうところを整備しないと地元の団体でさえ宿泊・研修でき

ない状態ですので、宿泊施設の整備は必要になってきます。その点をどのように進められ

るのでしょうか。



次に、市民満足度はどのようにあげるのかは市として数値目標を気にされる点かと思い

ますが、この資料のスポーツ満足度をみましたが、あまり満足していない状況になってい

ますので、どのようにこの数値を上げるのでしょうか。今の市民の満足度になるので、今

の市民に対してどのようにもっと活動できる場を与えるのでしょうか。

最後に、さいたま市が合併して大きくなったことで、施設が取りにくくなっています。

公民館もそうですがそういう話を良く聞きます。今後スポーツをもっとという事になりま

すと、耐震工事はぜんぜん手前の話だと思いますが、数を増やすとか学校を開放していく

仕組みをつくるとか、公共施設予約に一般の学校とかが入ってこないといろいろな団体が

活動することが難しいと思います。また、子どもたちの数値が全国平均値よりも下回って

いるは由々しき問題なので、外から人を呼んでくるということでなく今の市民に対して、

ここはすごくいいところだからもっと続けたいという意向があると思いますので、そこに

関する打ち出し方を追加して頂きたいと思います。追加されている項目だけをみると発信

したいという感じは伝わってきますが、住んでいる人は、いろいろやるんだ程度のことし

か思いませんので、要望させて頂きます。

○程塚会長

この点に関して、行政の方からお話しすることはありますか。

○事務局

改訂版はシティセールスの印象が強いかもしれませんが、ある意味その打ち出し方は狙

いになっています。全面的な計画の作り直しではなく、作成後 5 年経過した中での見直し
であって基本的には大きな改訂ではありません。さいたま市のスポーツ環境の中で何が一

番変わったかというと、地域のスポーツだけでなく、そこに大型のイベント、見る迫力の

あるイベントが追加できたことですが、計画の基本的な部分、地域の中でのスポーツ振興

は全く変わっていません。むしろ強化していかなければならないと思っています。地域の

中でスポーツができる環境を整え、市民の皆様の満足度を高めていかなければなりません。

その部分が後退したということはありません。

そのことを前提にお話をしますが、先ほど例示して頂きました国際マラソンは、まさし

くシティセールスですが、国内外のさいたま市に対する見方が変わってくると思います。

昨年度まではさいたま市はシティマラソン、いわゆる市民マラソンでしかもハーフマラソ

ンでしたが、今回は規模を拡大でき、注目度も高まります。市民マラソンという視点で考

えますと、横浜との違いは、横浜はアスリートだけの国際女子マラソンでしたが、さいた

ま市はシティマラソンをセットし、一つの大会でオリンピック選手を輩出できるアスリー

トの大会と、あわせて今まで通り市民の方が参加できる大会に、リニューアルした形で取

り組むことになりました。国際マラソンを誘致することになりましたが、もともと市民の

方が参加できるマラソンのフルマラソン化は、平成 28 年度には予定しておりましたので、
一緒にやることになりました。また、先ほど 4 時間についてお話がありましたが、この点
は認識しております。市民が参加・挑戦できるフルマラソンとして、もう少し制約時間を

延ばすことは今後検討していきます。但し、今回は 1 回目ということと、計画の 1 年前倒
しということもありまして、道路規制や地域の営業活動が制限されるなど、参加する方と

沿道の方の利害の両面を考慮して 4 時間以内に制限させて頂きました。今後、総合的に検
討しながら、アスリートだけのスポーツと思われないように、今まで通りさいたま市のス

ポーツが身近なものであって、政令都市ならではの両面をスポーツ振興として改訂する中

で描いています。尚、印象につきましては表現上、シティセールスが大きくならないよう

工夫をいたします。



○程塚会長

すでにマラソンは決まっておりますので、ご協力お願いします。他にご意見ありますか。

○村田委員

中間答申の中にもありますように、まず 1つ目として、施設の充実が求められています。
前任の委員も委員会で主張してきたと聞いています。先ほどのお話のあった「施策・事業

一覧」（資料 8）をみますと、あくまでも再掲であって新規事業ではない。新たな施設の充
実について、今後の 5 年の計画のなかでどのように進めて行くのかが全く提起されていま
せん。次に、私は全ての施設を新たに造れと言っているのではなく、既存の施設の充実を

図るという考え方ももっています。そういう中で改訂版の 16P にあります学校施設の利用
【図表 21】は 10％程度しかありません。実施結果を見ましても「利用していない」や「利
用できることも知らない」等を入れると、90%を占めます。中学校におきましては、特に利
用度が少ない。部活が優先されますので、部活の空いているときは開放できますので、措

置を取って頂ければ使える可能性がより高くなります。それと同様に 17Pの図表 22を見ま
しても、「身近で利用できるように施設数の増加」を求めている割合が 45%となっています。
先ほど言った【図表 21】の学校施設の利用をうまくリンクさせることによって、2 つの事
をある程度解消でき、利用する地域のクラブや団体等が 1 日でも利用することが出来るの
ではないでしょうか。ただ学校施設ですので、ある時間から地域に開放するとなりますと

所管が教育委員会ですので、教育委員会と話をして頂かないと難しいと思います。一部の

場所においては、利用団体において費用負担もさせているところもありますので、教育委

員会と連携して、是非開放して頂きたいと思います。また、10 区の中に体育館が一つもな
い地域もありますので、最低限確保すべきだと思います。既存施設の改築・改修にあたっ

ては、関係部局や団体と連携を図って施設の見直しを含めた対応をお願いします。

○程塚会長

行政から意見はありますか。

○事務局

施設の関係について、資料の 8（施策・事業一覧）をご覧になりまして、例えば（１）教
育②の一番下に赤で見直しとあります。これは 22番で「スポーツ施設の整備に関する指
針の策定」を上げておりましたが、進捗が中々難しい状況で、もう一段踏み込んで推進

しようということで、「スポーツ施設の効率的・効果的な整備・運営に関する指針の策定・

推進」に見直しさせて頂いております。今頂いたご意見は十分認識しています。それか

ら学校開放につては 16P中段にありますように、小・中学校 160校のうちすでに 153校
が開設してもらっています。数としては残り 7 校で全ての学校が開放して頂けるような
数字になっておりますが、今までのご意見の中でまだまだ使える部分があるのではない

かとの意見もあります。各学校の開放については委員会を作りまして、その運営のもと

に使ってもらっていますので、委員会に問題提起させて頂くなり一緒に考えるなりしま

して隙間を埋めていきたいと思います。なかでも中学校の体育館がもう少し使えるので

はないかとの意見はありがたいです。施設の問題については活動している方々のご苦労

を十分認識しているつもりですので、一緒に考え、より良い方向に進んでいきたいと思

います。

○齋木委員

20代から 40代方の運動の習慣が少ないというお話があったのですが、今パパママ応援カ
ードが使える施設に行っているのですが、土日は親子づれで来る夫婦が多いのでそういう



方がたくさん使える施設があればいいと思っています。最近、桜区の方にも新しい指定管

理者と共同で行われている桜環境センターができました（平成 27年 4月 1日オープン）。
そちらでは高齢者の方には格安料金 100 円で 1 日中、居られるのですが、高齢者の方は運
動習慣もあって、たくさんの方が利用されています。親子連れの運動不足と言われるよう

な年代の方を見ることは少なくて、利用料金（810円）とかも考慮して頂くと、もっともっ
と運動が必要な人たちにとって利用しやすくなると思います。もう少し充実して頂くと、

今少ない運動習慣の年代の方々も、足を運びやすくなると思います。特に、お子様と一緒

に運動できる環境で、そういう制度があればとても助かります。すこしずつ広めて頂けれ

ば、いろいろな年代の方に運動習慣が全体的についていくと思います。お子様たちが小さ

い時から運動を続けることで、大人になってから運動をしたいという気持ちも芽生えてき

ますので、子供から大人までを考えるなら、小さいころからの運動習慣を考えていくのも

必要と思いますのでよろしくお願いします。

○事務局

20代～40代の運動の実施率が低い世代の対応に苦慮しているところですので、その対策
のひとつとして、お子様とセットはありと考えています。その方々に対する取組について

は、それだけをテーマに審議会を開いて頂いてもよいと思っていますので、いろいろなア

イデアやご意見を頂けたらありがたいです。

○風間委員

16P【図表 21】の学校施設を利用している割合が低いですが、学校施設は団体貸しで、
この調査は個人に対してと思いますが数値が合わない。実際には学校関係はほとんど埋ま

っている状態ですので、その点はいかがでしょうか。

○事務局

私どもでは、そこまでまだ分析できていません。アンケート結果のダイレクトな数値を

出しています。学校はほとんど 100%近く開放している中で、低い数値が出ている点に関し
ては少し腑に落ちないので調べさせて頂きたいと思います。

○村田委員

使う団体が偏っている、特定団体が何回も使うからです。

○程塚議長

行政の中で、円滑にうまくいくような使い方にして頂ければ、苦情が出てきませんので

お願いします。

○浅子委員

25Pに将来像及び基本理念、そして 28Pの基本戦略で 3つの基本戦略を掲げ、それの戦
術として展開が書かれていて、急に 30P の重点施策「『（仮称）さいたま市国際スポーツタ
ウン構想』の推進」が出てきます。いままでの中からこれだけが 5 年後の構想ですからい
いと言えばいいのですが、スポーツタウン構想がここに急に出てくるこれは何か理由があ

るのですか。私は整合性がないと思います。

○事務局

シティセールスですとか、大きなイベントが表に出ているとすれば、少し表現を変える

ようにしていきたいと思います。例えばここの国際スポーツタウン構想についても、実施



スケジュールの 2 段目に「スポーツ実施率の向上に向けた取組の促進」にあるように、さ
いたま市民がスポーツに親しんでいるというベースがあった上での国際スポーツタウンと

思われるような表現にしていきたいと考えています。国内でスポーツの盛んな都市として、

どこからも見て頂けるようにしたいということで、いままでのスポーツ振興と異なるもの

ではないということで書かせて頂いております。表現とか印象の問題で少し派手な部分が

目につくようでしたらわかりやすく表現をかえさせて頂きます。

○佐々木委員

スポーツをしない年代の為に、スポーツマイレージのカードをつくればよい。なんでも

いいからスポーツに参加すると、ハンコを押してもらって 5 個貯まると何かの券がもらえ
るとか。高齢者にはアクティブポイントがあって高齢者は押して押してと言って、すごく

楽しみにしておられて、実際体力も向上しています。小さい子には何もない。県では 9 月
から始まった。市でも是非やってほしい。広報の方もムードを盛り上げることをして頂け

ると、国際なんとかがとんがらないと思います。

○村田委員

推進委員の要望として健康関係部局と相談しておりますが、10 区全区で体力測定を事業
として実施してほしい。やり方は隔年でやるのか年代別にやるかは別として行政として体

力測定をしてほしい。全面的に協力していきたい。意識をもって体育館へ行って運動して

もらえれば、求めている数値が上がりますので、健康局と相談して頂ければと思います。

要望です。

○程塚議長

要望が出ましたので体力測定を是非実行してほしい。時間も押してきましたので、これ

にて閉会とします。

８ その他

○事務局

本日、委員の皆様からいただいたご意見を反映させていただいた素案を、ご自宅に郵送

させていただきたいと存じます。その際、お気付きの点等ございましたら、事務局までご

連絡をいただければ幸いです。最後、２回目の審議会の開催予定ですが、来年２月を予定

しております。日程につきましては、決定され次第、文書にてお知らせしますので、よろ

しくお願いいたします。

９ 閉会
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平成２７年度第１回さいたま市スポーツ振興審議会

次    第

平成２７年９月２８日（月）１４時～ 

ときわ会館３階 会議室 

１ 開  会

２ 委嘱状交付

３ 委員及び事務局紹介

４ スポーツアドバイザー紹介

５ 正副会長選出

６ 議  事
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①スポーツ文化局スポーツ部の組織体制について 

②平成 27 年度スポーツ文化局スポーツ部における主なイベントスケジュール 

について
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①「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画（改訂版）」（素案）について 
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８ 閉  会 
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○さいたま市スポーツ振興審議会条例

平成 13年 5月 1日
条例第 134号

(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し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
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〕) 

(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 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。



[スポーツ企画事業]
・さいたま市スポーツ振興審議会の開催
・国際スポーツタウン構想の策定
・スポーツ振興まちづくり計画中間見直し

[サッカーのまちづくり推進事業]
・サッカーのまちづくり推進事業

[産学官連携スポーツ振興事業]
・スポーツクリニックの開催

[さいたまシティカップ開催事業]
・さいたまシティカップの開催

[多目的広場整備事業]
・多目的広場の整備
・多目的広場の管理運営

[大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業]
・各施設管理棟点検調査
・八王子スポーツ施設管理運営

[臨時グラウンド事業]
・臨時グラウンドの管理運営

[体育館管理運営事業]
・体育館の管理運営
・施設の耐震化
・浦和駒場体育館の空調設備更新等工事

[武道館管理運営事業]
・大宮武道館の管理運営

[学校体育施設開放事業]
・学校体育施設開放運営委員会の運営
・既存施設の修繕及び改修

[生涯スポーツ振興事業]
・スポーツ推進活動事業
・体育賞表彰事業
・市民体育大会・シニアスポーツ大会開催事業
・総合型地域スポーツクラブ支援事業
・各スポーツ団体への補助事業
・スポーツ表彰事業その他

[スポーツイベント事業]
・さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ事業

[スポーツコミッション事業]
・さいたまスポーツコミッションへの補助事業

[国際自転車競技大会開催事業]
・国際自転車競技開催事業
  （ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム）

[さいたまシティマラソン事業]
・さいたまシティマラソン事業
  （さいたま国際マラソン）

文化部

スポーツ文化局スポーツ部の組織体制について

スポーツ部
スポーツ
振興課

企画係

施設係

スポーツ
支援係

スポーツ
文化局

スポーツ
イベント第1係

スポーツ
イベント課

スポーツ
イベント第2係

・記念総合体育館

・浦和西体育館

・大宮体育館

・与野体育館

・浦和駒場体育館

・大宮武道館

資料１



月 日 事業名称 会場 備考

4 19～ さいたま市民体育大会 市内各会場

・主催：さいたま市
・共催：（公財）さいたま市体育協会

※大会期間は、平成27年4月～平成28年3月。
体育協会各加盟団体により、各種目の大会を
開催している。

6 6 さいたま市シニアスポーツ大会
浦和駒場スタジアム
浦和総合運動場
浦和駒場体育館

・主催：（公財）さいたま市体育協会

10～12
FIVB女子バレーボールワールドグランプリ
2015さいたま大会

記念総合体育館
・主催：国際バレーボール連盟（FIVB）
・後援：さいたま市、さいたまスポーツコミッション

24～31
さいたま市高校選抜サッカー選手団
海外派遣

ドイツ
オーバーシュタウフェン

・主催：サッカーのまちづくり推進協議会
・所管：スポーツ振興課

2
第33回全日本選抜高等学校
パワーリフティング選手権大会

大宮武道館
・主催：全日本高等学校パワーリフティング連盟
・後援：さいたま市

20
中学校女子サッカー部交流試合
「SAITAMA GIRLS MATCH」

浦和駒場スタジアム
・主催：サッカーのまちづくり推進協議会
・所管：スポーツ振興課

25～29
第４回インディアカワールドカップ
さいたま大会

記念総合体育館
・主催：一般社団法人日本インディアカ協会
・大会招致：さいたまスポーツコミッション

3～4
さいたま市・南会津町たていわ
親善ツーデーマーチ

福島県南会津町
・主催：さいたま市
・所管：スポーツ振興課

10 第三回大相撲さいたま場所 浦和駒場体育館
・主催：大相撲さいたま場所実行委員会
・後援：さいたま市
・協力：さいたまスポーツコミッション

24
2015ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム

さいたま新都心駅周辺
・主催：さいたま市
・所管：スポーツイベント課

11 15 第1回さいたま国際マラソン さいたまスーパーアリーナ前ほか

・主催：日本陸上競技連盟、埼玉県、さいたま
市、読売新聞社、日本テレビ放送網
・所管：スポーツイベント課

初旬
浦和レッドダイヤモンズレリーフ設置
大宮アルディージャレリーフ設置

伊勢丹浦和店前
高島屋大宮店前

・主催：サッカーのまちづくり推進協議会
・所管：スポーツ振興課

12 さいたま市体育賞表彰式 市民会館おおみや ・所管：スポーツ振興課

26～27
第4回さいたマーチ
～見沼ツーデーウォーク～

さいたま新都心から見沼
田んぼ周辺

・主催：さいたまスポーツコミッション、（公財）さ
いたま観光国際協会、（一社）日本ウォーキン
グ協会、NPO法人埼玉県ウォーキング協会、朝
日新聞社
・共催：さいたま市、さいたま市教育委員会

3

平成27年度スポーツ文化局スポーツ部における主なイベントスケジュールについて

7

8

10

資料２



スポーツ振興まちづくり計画見直しのスケジュールについて

○ 平成２２年 ４月  さいたま市スポーツ振興まちづくり条例 施行

○ 平成２３年 ７月  さいたま市スポーツ振興まちづくり計画 策定 

○ 平成２３年 ８月  スポーツ基本法 施行（国において）

○ 平成２５年 ８月   平成２５年度 第１回スポーツ振興審議会

               （※健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現について 諮問）

 ○ 平成２７年 ３月   平成２６年度 第３回スポーツ振興審議会

               （※健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現について 答申）

○ 平成２７年 ６月   見直し計画骨子案作成

資料３

■目  的：「スポーツ振興まちづくり条例」にもとづき、スポーツとまちづくりの

広範は分野において、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び行政が

連携を図るための方向性を定めると同時に、スポーツが有する体力の

向上や健康の保持増進を基本とし、「一市民一スポーツ」の確立ととも

に、少子高齢化、環境問題、地域コミュニティ、安全・安心のまちづ

くりなど、現代社会が抱える多くの課題に適切に対応するため、スポ

ーツ振興まちづくりの具体的な施策を体系的に定める。

■計画期間：平成２３年度から平成３２年度までの１０年間

■中間見直し方針：計画の進捗状況、社会経済情勢、国の政策動向等に対応するため、原

則として計画の中間年（平成２７年度）に見直しを行う。



○ 平成２７年 ７月   都市経営戦略会議

（※方向性に対する意思決定）

● 平成２７年 ９月   平成２７年度 第１回スポーツ振興審議会 

（※見直し計画素案の検討・調整） 

○ 平成２７年１１月   都市経営戦略会議

（※素案に対する意思決定）

○ 平成２７年１２月   議会報告

○ 平成２８年 １月   パブリック・コメント実施

● 平成２８年 ２月   平成２７年度 第２回スポーツ振興審議会 

（※市民等意見に対する「市の考え方」の検討・調整） 

○ 平成２８年 ３月   都市経営戦略会議

             （※市民等意見に対する「市の考え方」の決定）

● 平成２８年 ３月   平成２７年度 第３回スポーツ振興審議会 

○ 平成２８年 ３月   見直し計画の公表
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健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現について

答 申

平成２７年３月

さいたま市スポーツ振興審議会

資料５写
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はじめに

さいたま市スポーツ振興審議会は、平成２５年８月２日付でさいたま市長から、「さいた

ま市のスポーツ振興の施策展開について」の諮問を受けました。

当審議会では、さいたま市のスポーツ施策の指針である「さいたま市スポーツ振興まち

づくり計画」に定められた、健康で活力のある「スポーツのまち さいたま」の実現に向

けた取り組みを検証・評価を行い、中間年の見直しに対して建議をすることで、諮問に対

する答申とすることとしました。

急速に進む少子高齢化や情報化、停滞する経済状況など、現在、社会構造・産業構造が

大きく変化し、また、地球規模での異常気象により自然災害も多発しています。このよう

な変化の激しい社会を生き抜くための「健康な心と身体」を育てるため、生涯にわたって

スポーツができる環境づくりが求められています。

また、平成２３年の東日本大震災の年に本計画が策定されたわけですが、未曽有の大災

害で混迷する世の中で、スポーツ選手による被災地支援や、オリンピック・パラリンピッ

クでの活躍は国民に感動と勇気を与え、あらためてスポーツの持つ力を実感しました。

計画を施行してから５年目の平成２７年が計画期間の中間年となることから、6 回の審議

会では、本計画の取り組み状況、目標数値への進捗状況等を確認し意見を述べてきたわけ

ですが、答申にあたって、上記のような社会情勢を踏まえたうえで、まず、さいたま市の

スポーツ施策の現状と課題を分析し、さらに今後のさいたま市におけるスポーツ振興まち

づくり計画にはどのような視点が重要かということについて審議を重ね、ここに答申とし

てまとめました。この答申が、「スポーツ振興まちづくり計画」の改定に生かされ、さいた

ま市のスポーツの振興に役立てられることを期待します。

 構 成

 １ さいたま市のスポーツ振興の現状と課題及び現計画の検証・評価

（１） さいたま市のスポーツ振興の現状と課題

 （２） 健康で活力のある「スポーツのまち さいたま」を実現するための数値目標の

分析

 （３） 現計画の検証・評価

 ２ 目標指数の達成のために重点を置く視点

（１） 身近で行える場所の整備

（２） 多彩なプログラム

（３） 施設の充実

３ 目指すべきスポーツ振興について

（１） すべての人のスポーツを支援

（２） スポーツから仲間づくり、社会とのつながりを深める

（３） 健康で幸せなまちづくり

（４） ２０２０オリンピック・パラリンピック東京大会を活用したスポーツ振興

※本答申における「スポーツ」とは、「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」に定義する、競技スポーツ、

レクリエーションから健康維持のための軽い運動（散歩やラジオ体操等）まで、様々な身体活動のことを指します。
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１ さいたま市のスポーツ振興の現状と課題及び現計画の検証・評価

（１） さいたま市のスポーツ振興の現状と課題

①「する」スポーツ活動

     地域では、スポーツ推進員により、幼児から高齢者まで気軽に行えるニュース

ポーツの普及など地域に密着したスポーツ活動が行われ、各地の体育館では指定

管理者主催事業により多彩なスポーツ教室が開催されている。

     また、スポーツ少年団加入率は年々下降しているものの、政令指定都市で比較

すると上位である。

     さらに、身近な場所で気軽にできるウォーキングについては、イベントやマッ

プの作成などが活発に行われるなど、「する」スポーツ活動として積極的に推進さ

れている。

②「みる」スポーツ活動の事業

     平成２３年には、さいたまスポーツコミッションが設立されツールドフランス

さいたまクリテリウムをはじめとする大規模なスポーツイベントが今までにも増

して開催されるようになった。

     市内には、埼玉スタジアム２００２やさいたまスーパーアリーナといった大規

模施設があり、サッカー日本代表戦や世界フィギュアスケート選手権など国内外

が注目するスポーツ大会がたびたび開催されている。

     また、本市をホームタウンとするＪリーグ２チームのホームゲームの他、プロ

野球や女子プロ野球・プロバスケットリーグ等のプロスポーツの試合が多く行わ

れ、他市に比べてスポーツを間近に「みる」機会に恵まれている。

③「ささえる」スポーツ活動の事業

     本市では市内各地域でスポーツ少年団の活動が活発に行われ、その運営・指導・

審判等は多くのボランティアにより成り立っている。

また、さいたまシティマラソンや、ツールドフランスさいたまクリテリウムな

どの大規模なスポーツイベントで一般ボランティアを募集すると定員を上回る応

募があり、様々な場面でスポーツボランティアが活躍している。

このように市民のスポーツボランティアに対する意識の高さが窺える一方、市

のスポーツボランティアバンクへの個人登録数は増加しておらず、仕組みとして

充分に機能していない状況である。

④「まなぶ」スポーツ活動の事業

     スポーツがもたらす健康・体力づくり、心身の健全な育成などの効果を知識と

して習得するための教室や、指導者の資質向上に資する講習会の実施など、スポ

ーツを「まなぶ」機会を増やしていくことは、スポーツを振興するうえで重要で

ある。本市では、指定管理者が体育館や武道館において主催するスポーツ教室と

して、計１６６教室、４,２２２回行われるなど、各スポーツ団体により多くのス

ポーツ教室が開催されている。
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今後も更に生涯スポーツを振興していくため、これらのスポーツ教室をはじめ

とする、スポーツを「まなぶ」機会の充実が望まれている。

（２）健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」を実現するための数値目標の分析

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、「する」「みる」「さ

さえる」「まなぶ」の観点やまちづくりの観点から、５つの数値目標を定めているが、

計画策定後３年経過時の現状を確認した。

①成人の週１回以上のスポーツ実施率

【目標】平成２２年度３９.７%から平成３２年度までに７０％まで上昇させる。

〇平成２５年度は４８.３％まで上昇し進捗率は概ね順調である。

〇性別では男性（５１.８％）より女性（４６.１％）が低い。

〇年代別に比較すると、６０代以上は５８.７％と高い実施率であるが、３０代（

３８.５％）・４０代（４０.４％）の働く世代の実施率が低い結果は、平成２２年

度の調査と同じ傾向である。

②児童生徒の週１回以上のスポーツ実施率

【目標】平成２２年度の小学５年生８６.８％・中学２年生８４.８％から、１０年後の平成

３２年度までに小学５年生９３％・中学生２年生９０％に設定。

〇平成２５年度の調査の結果、小学５年生８４．２％で平成２２年度から２．６ポ

イント低下し、中学２年生は８４．５％でほぼ横ばいであり目標達成には遅延して

いる。

③市民のスポーツボランティア参加率

【目標】平成２２年度８％から、平成３２年度２０％に設定。

〇平成２３年度インターネット市民意識調査では９.９％で１.９ポイント上昇して

いる。

〇市のボランティアバンクは設置されているものの活用はされていない。

④スポーツ観戦を含む年間来訪者数

【目標】平成２０年度２,１９９万人から、平成３２年度３,０００万人に設定。

〇平成２３年は東日本大震災の影響等により１,９３２万人となり２６７万人減少し

てしまった。

〇平成２３年度から平成２４年度では１３０万人増加している。

〇スポーツ・レクリエーションによる来訪者は平成２０年度４３０万人から、平成

２４年度４７０万人に増加している。

⑤本市の住み心地が良いと考える市民の割合

【目標】平成２０～２２年度の平均７６.８％から、平成３０～３２年度の平均８５％に設

定。
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〇平成２３～２５年で８１％まで上昇している。

〇数値目標に対するスポーツ振興まちづくりの貢献度など、上昇理由の検証も必要である。

（３） 現計画の検証・評価

①「する・みる・ささえる・まなぶ」の施策体系について

〇「する」スポーツ

健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」を実現するための数値目標の

筆頭に挙げられている「成人の週１回以上のスポーツ実施率」を達成するため

には、特に実施率の低い年代の男性では３０～４０代の勤労者層に、女性では

２０～３０代の勤労者や子育て層といった余暇時間が少ないと思われる層にス

ポーツ活動を促す具体的施策が必要である。

小学生・中学生の運動実施率はもともと高い水準にあるので、数値目標を達

成するには、教育委員会と連携した全市的な特徴ある取組ができるかが課題で

ある。

「スポーツのまち さいたま」を目指しているにもかかわらず、人口に対する

スポーツ施設、特に屋内施設の設置割合が全国でも低い水準にあり、１０区全て

に市民が集える体育館が配置されていない現状にある。

更なるスポーツインフラの整備が「する」スポーツの推進には必要である。

〇「みる」スポーツ

      スポーツ観戦を含む年間来訪者数を数値目標として設定しているが、平成２

２年度と平成２４年度の入込観光者数を比べると、全体では平成２２年度（２，

１３１万人）から平成２４年度（２，０６２万人）で３．２％減少している。

現状では目標の達成は困難と思われるが、項目別に見るとスポーツ・レクリ

エーションでは平成２２年度の４４２万人から平成２４年度が４７０万人へ

６％上昇しているため、「みる」スポーツ人口が年間来訪者数全体の増加に少し

でも寄与するよう期待する。

      さいたまスポーツコミッション設立以来、新たに大規模な大会やイベントが

誘致されるようになり「みる」スポーツに貢献しているが、大会開催と同時に

市民向けのスポーツクリニックや一流選手との交流の場をもっと設け、市民の

「する」スポーツへの動機づけに繋げ、少年少女に希望と目標を与えられるよ

うな場の提供が望まれる。

      市内の限られたスポーツ施設活用の面からは「見る」機会の増加が「する」

機会を圧迫しないようバランスに配慮した施策の展開が必要である。

〇「ささえる」スポーツ

「ささえる」分野のボランティアの指標については、スポーツボランティア参

加率は微増しているものの目標の２０％達成には遠く及ばない状況であり、目

標の達成に向けた取組の成果が見られない。

現行のスポーツボランティアバンク制度を見直して、イベントで応募があっ



- 5 - 

たボランティア参加者をボランティアバンクに加入させるような工夫と取組を

行うなど登録者数の増加へ向けた具体的な方策を打ち出す必要がある。

〇「まなぶ」スポーツ

スポーツ推進の基礎となる部分でもあることから、スポーツ教室や講座の開催、

指導者を育成する講習会等、「まなぶ」機会を増やし、スポーツが健康に与える効果

や、個人でできる運動方法などを周知・啓発していくとともに、冊子やＨＰ等で市

民にＰＲし理解を深めてもらう取組が必要である。

 ②計画の目標数値及び評価の仕組みについて

   現在の計画では、数値目標が示されているものの、目標達成に向けた具体的な取

組が十分に整理されていないなどの課題がある。 

   掲げた４つの重点施策においては、一定の成果を挙げているものもあるが、取り

組み方が弱い施策もある。また、評価についても達成基準が設定されていないなど

の課題がある。

各施策における達成基準の導入や計画全体を評価する仕組みの整備などは、中間

見直しに向けて検討を要する課題である。

２ 目標指数の達成のために重点を置く視点

（１） 身近で行える場所の整備

①市民意識調査では、普段スポーツを行う場所として、「道路や遊歩道」「公園」「自

宅」が多いことから、スポーツを身近な場所で行える環境が求められている。

②学校開放を利用しやすくする工夫や、仕事帰りに一人でも参加できるプログラム

を作成するなど、学校開放の制度の見直しを検討する。また、学校の空き教室を

スポーツや講座をする身近な場所として利用できる仕組みづくりを行う。

③行っている・行ってみたいスポーツでは「ウォーキング／散歩」が圧倒的に多い

ことから、安全な遊歩道の整備や公共施設に休憩所を設けるなど、気軽に行うこ

とのできるスポーツとしてウォーキングを推進する環境を整える。

（２） 多彩なプログラム

①スポーツを「する人」と「しない人」の二極化を解消するために、年代や体力レ

ベル、運動経験に応じて具体的にターゲットを絞ったプログラム・時間帯の工夫

が必要である。

②スポーツイベントを開催する際は「みる」スポーツから「する」スポーツへの導

入を促すため、選手と触れ合える機会や、スポーツが体験できるコーナーを設営

するなど、スポーツをしたくなる機会をつくる。

③生活習慣病予防のための運動ニーズが高まっていることから、保健所や医療機関

と連携した運動プログラムを提供する。
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（３）施設の充実

①「公共施設マネジメント計画」により平成６２年までに屋内施設の総床面積を１５％

削減するという方針が打ち出されているが、施設の複合化などの工夫により市民が

集える体育館を各区に１か所以上設けることが望まれる。

②既存施設の有効活用を関係部局との連携により、より一層進める必要がある。

③施設では開館時間を広げるなどの工夫をして、施設不足を補う方策を検討する。

３ 目指すべきスポーツ振興について

（１）すべての人のスポーツを支援

   スポーツに関心を示さない人や、関心はあってもきっかけがつかめない人、また、

経済的・時間的制約等によりスポーツを行えない人も多い。

   すべての人が障がいの有無及びその程度にかかわらず、スポーツに親しむことが

できる環境を整えるべきであり、スポーツを行っている人のみならず、行っていな

い人に対しても、スポーツへの入口、きっかけ、動機付けが多様に存在し、様々な

体を動かす機会が確保された、スポーツ活動を支援する仕組みが望まれる。

（２）スポーツから仲間づくり、社会とのつながりを深める

スポーツで心身が健康になるとともに、仲間づくりや地域との交流が図られるこ

とはスポーツを行ううえで大きな喜びであり、地域社会の活性化にもつながるもの

と考えられる。

生涯スポーツの振興を地域コミュニティの形成や向上につなげ、スポーツを活用

した総合的なまちづくりを推進するために、スポーツとともに、教育・文化・環境・

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、

事業者及び行政との連携を更に強化していくことが望まれる。

（３）健康で幸せなまちづくり

少子高齢化・人口減少社会は避けられない事実と受け止め、高齢になっても地域

で元気に暮らせることを目指すべきであり、それ自体が「社会貢献」であると言え

る。

スポーツは介護予防やメタボリックシンドローム予防に効果があることが実証さ

れており、医療費抑制にも貢献している。

少子高齢化・人口減少が進んでも地域住民が健康で幸せであるためには、より多

くの方々がスポーツによる健康づくりを実践・継続していくことのできる、まちづ

くり及び仕組みづくりが望まれる。

（４）２０２０オリンピック・パラリンピック東京大会を活用したスポーツ振興

現在、市内にある埼玉スタジアム２００２がサッカー会場となるほか、さいたま

スーパーアリーナがバスケットボール会場となることが国際オリンピック委員会の
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理事会において承認された。

オリンピック・パラリンピックで、スポーツの奥深さや人間の素晴らしさを垣間

見せ、選手・スタッフだけでなく、観戦者やボランティアにとっても大変貴重な体

験ができる機会である。

オリンピック・パラリンピックによってスポーツに興味を持つ人が増えることは、

スポーツ振興にとって絶好の機会であるので、この機会を逃すことなく、今後の５

年間、また、開催された後もオリンピック・パラリンピックがもたらす効果を生か

していくさいたま市のスポーツ施策の推進が望まれる。
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（参考資料１）

■さいたま市スポーツ振興審議会委員一覧

氏　名 役職 所　属

1 出田
イデタ

　良彦
ヨシヒコ

会長 さいたま市スポーツ少年団本部長

2 程塚
ホドヅカ

　孝作
コウサク

副会長 公益財団法人さいたま市体育協会副会長

3 深谷
フカヤ

　隆
タカシ

副会長 さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会会長

4 浅子
アサコ

　廣
ヒロシ

委員 さいたま市レクリエーション協会会長

5 岩男
イワオ

　光子
ミツコ

委員 さいたま市スポーツ少年団本部員

6 木立
キダチ

　幹子
ミキコ

委員 公益財団法人さいたま市体育協会評議員

7 牧野
マキノ

　奈津子
ナツコ

委員 さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会副会長

8 久保田
クボタ

　千恵子
チエコ

委員 さいたま市レクリエーション協会副理事長

9 佐々木
ササキ

　京子
キョウコ

委員 さいたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員会副委員長

10 佐伯
サエキ

　加寿美
カズミ

委員 埼玉県生涯学習審議会委員

11 有川
アリカワ

　秀之
ヒデユキ

委員 埼玉大学教育学部教授

12 石﨑
イシザキ

　聡
サトシ

之 委員 芝浦工業大学工学部准教授

13 齋木
サイキ

　薫
カオル

委員 公益財団法人健康・体力づくり事業財団認定健康運動指導士

14 木下
キノシタ

　和広
カズヒロ

委員 株式会社テレビ埼玉スポーツ局長

15 小林
コバヤシ

　利成
トシナリ

委員 新都心小林クリニック院長

16 村田
ムラタ

　利美子
トミコ

委員 学識者（市民代表）

17 関
セキ

　成樹
シゲキ

委員 さいたま市都市局長

18 汐
シオ

満
ミツ

　猛
タケシ

委員 さいたま市中学校体育連盟校長選出理事

19 今
コン

田
タ

　正幸
マサユキ

委員 さいたま市小学校体育連盟会長

※任期：平成25年7月28日から平成27年7月27日まで　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
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（参考資料２）

■さいたま市スポーツ振興審議会における審議経過

開 催 日 説明及び審議事項

平成 25 年 8 月 2 日（金） さいたま市スポーツ振興まちづくり計画について 

平成 25 年 11月 11 日（月）

「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の進捗について 

※冊子「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の 7.各

施策・事業（P33～P48）の進捗について 

平成 26 年 3 月 25 日（火） 

「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画（重点施策）」の実

施状況について 

※冊子「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」の 5.重

点施策（P26～P30）の実施状況について 

平成 26 年 8 月 25 日（月） 
「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」中間見直しにあ

たっての課題とその解決に向けた方向性について 

平成 26 年 11月 18 日（火）

諮問（平成 25 年 8 月 2 日付 市スス振第 1643 号 健康で活

力ある「スポーツのまち さいたま」の実現について）に対

する答申案について 

平成 27 年 3 月 20 日（金） 

諮問（平成 25 年 8 月 2 日付 市スス振第 1643 号 健康で活

力ある「スポーツのまち さいたま」の実現について）に対

する答申案について 



資料６







「（仮称）さいたま市国際スポーツタウン構想」
の策定（案）について

１

資料７



１．国際スポーツタウン構想の位置付け

２



２．国際スポーツタウン構想の目的

国際スポーツタウン構想は、さいたま市成長戦略の一環であることから、本市の
強みであるスポーツを生かしながら、国際的な視野で様々な取組を効率的に行い、
世界から注目される「国際スポーツタウン」となることで、成長戦略が目指す「選ば
れる都市」となることを目的とする。
また、目的の達成が更なるスポーツ振興につながるものと考える。

スポーツをまちづくりの
中心に据えた新しい都市
モデルの確立

世界から注目さ
れるスポーツ先
進都市を創出

スポーツを媒介
とした人口交流
の拡大による地
域経済を活性化

更なる

スポーツ

振興を導出

３



３．構想にかかる基本理念

■国際スポーツタウンのとらえ方

市内のある特定のエリアを「スポーツタウン」と呼ぶのではなく、さいたま市が持つスポーツ・
ポテンシャルの総力をもって、さいたま市全体を「国際スポーツタウン」と称していく。

国際スポーツ
タウンさいたま市

さいたま市全体ある特定のエリア

４



■国際スポーツタウンの定義

さいたま市が目指す「スポーツ振興まちづくり」の視点によるスポーツを基軸とした都市像を
実現するうえで、国内において際立つ存在となり、世界から注目されるスポーツ先進都市とな
ることを、「国際スポーツタウン」と定義する。

国際スポーツタウンとは

世界が認める『日本一のスポーツ先進都市』

そして「国際スポーツタウン」は、国際的なスポーツイベントを開催する都市というだけでなく、
市民からトップレベルまでのスポーツが日常的にまちに溢れ、スポーツを基軸として様々な要
素が相互にリンクし、スポーツと共に都市も持続的に成長していく新しい都市モデルである。

５



■スポーツを基軸として様々な要素が相互にリンクする
国際スポーツタウンの都市像

６

市民からトップレベルまで多くのアスリートが集う都市

国際的スポーツ競技の開催環境を持つ都市

スポーツ関連イベントを通じてブランド価値を創出する都市

スポーツと地域経済が連携した都市



４．国際スポーツタウン構想の基本方針

【 トップアスリートと市民スポーツの双方を振興する 】‥都市像①②

国際的なトップアスリートが集まるスポーツイベントと市民スポーツとは、「国際ス
ポーツタウン構想」の実現の過程で結びつくものであり、市民の日常的なスポーツ
活動の場であるとともに、国内外のアスリートが合宿・練習・育成等のため集う施
設を整備するなどして、ともに振興を図る。

≪展開例≫ 活動拠点となるスポーツシューレ等の整備
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【 価値向上につながるイベント運営を実現する 】‥都市像②③④

これまで行われてきた競技等の継続や戦略的な新規の競技等の開拓を通じて、ス
ポーツタウンとしてのブランド価値向上を図りつつ、イベント本体と関連イベント実施
による相乗効果、関連ビジネスとの連携による波及効果を生むイベント運営を実現す
るための体制をつくる。
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≪展開例≫ ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムや さいたま国際マラソンの開催
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【 スポーツを支える環境を整備する 】‥都市像①②

市民や市内企業も参画した取組で、スポーツをより重層的に親しむことができ
るよう、市民やアスリートがするスポーツを支えるための環境、スポーツ指導に関
する新しい知識を学ぶ環境を整備する。

≪展開例≫ スポーツボランティアの育成やスポーツリーダーズクリニックの開催
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【 現代的なスポーツの基礎を学ぶ機会・場を創る 】‥都市像①③

より質の高いスポーツイベント・組織の運営能力の確保、スポーツ指導者の
確保・育成、トップアスリート等のスポーツ人材の発掘・輩出に向けて、現代的
なスポーツのマネジメント、スポーツサイエンスの基礎を学ぶ機会・場の創出を
図る。

≪展開例≫ スポーツカンファレンス誘致やスポーツセミナーの開催
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【 「日本一のスポーツ先進都市 さいたま市」を世界へ認知させる 】‥都市像①③④

上記の取組成果を世界のアスリートやスポーツイベント関係者、スポーツを楽
しむ人々に向けて様々な機会を通じて発信し、日本一のスポーツ先進都市とし
てのさいたま市のブランドの構築・定着化に取り組む。

≪展開例≫ 大規模スポーツイベント開催によるシティセールス
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連携分野
・新  規
・見直し

具体事業 再掲 備考

1 スポーツ教室の実施

2 子どものための体力向上サポートプラン

3 保育園・幼稚園の保育士・教諭を対象にした運動会の計画・実施

4 希望する学校へのプロサッカーチームの指導者派遣

5 必要種目・人数に応じた学校運動部活動指導員派遣

6 中学校公式大会への救急法指導員派遣

7 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

8 スポーツと食育の連携

新規 「パラリンピック」レガシー構築に向けたスポーツ教育の促進

新規 将来世界で活躍するチーム、アスリート等の発掘支援

新規 少年少女サッカー教室の開催

9 グラウンドの芝生化推進

10 幼児の安全・安心な運動機会の増加促進

11 子どもの居場所づくり（さいたまチャレンジスクール）の推進

12 小・中学校における夜間照明の整備

新規 スポーツを通じた地域住民との交流促進

見直し 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 No.22を見直し

13 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 再掲

14 総合型地域スポーツクラブの支援

15 さいたまシティマラソンの実施

16 サッカー人口の拡大と各団体の連携促進

17 スポーツコミッションと連携したスポーツイベントの開催

18 さいたまシティカップの開催

新規 「女子サッカーの聖地」化の推進

新規 プロ・トップスポーツチームなどとの連携強化

新規 さいたまスポーツコミッション等の拡充・強化

新規 「（仮称）さいたま国際スポーツタウン構想」の推進

新規 国内外に向けた効果的な情報発信・プロモーションの推進

新規 2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催

新規 発信力のある大規模スポーツイベントの開催

新規 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの継続的実施

新規 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

新規 サイクリングイベントの開催

見直し 地域ニーズに対応した総合型地域スポーツクラブ活動などの推進・支援 No.14を見直し

見直し さいたま国際マラソンの実施 No.15を見直し

19 みそのウイングシティの開発

20 スポーツと文化・芸術活動の連携

21 スポーツイベント・大会の開会式等における文化・芸術活動との連携

新規 東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プロジェクトの推進

22 スポーツ施設の整備に関する指針の策定

23 グラウンドの芝生化推進 再掲

24 ミチづくりと連携したウォーキング・サイクリングの促進

見直し 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 再掲 No.22を見直し

② スポーツを通じた環境意識の啓発 25 スポーツを通じた環境意識の啓発

基本施策

(1)教育

①
子どもたちの
スポーツ振興

②

(3)環境
①

環境に優しい
スポーツの場の

整備

施策・事業一覧

(2)文化

スポーツをする
空間の整備・向上

①
さいたま

スポーツ文化の
創出・醸成

②
スポーツと

文化・芸術活動
の連携

資料８
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連携分野
・新  規
・見直し

具体事業 再掲 備考基本施策

26 さいたまシティマラソンの実施 再掲

27 スポーツコミッションと連携したスポーツイベントの開催 再掲

28 さいたまシティカップの開催 再掲

新規 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの継続的実施

新規 さいたまスポーツコミッション等の拡充・強化 再掲

新規 国内外に向けた効果的な情報発信・プロモーションの推進 再掲

新規 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 再掲

新規 発信力のある大規模スポーツイベントの開催 再掲

新規 東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プロジェクトの推進 再掲

見直し さいたま国際マラソンの実施 再掲 No.15を見直し

29 スポーツと文化・芸術活動の連携 再掲

30 スポーツ観戦と地域消費の連携・強化

新規 MICEと連携したシティセールスの推進

新規 スポーツ関連民間事業者などとの連携強化

新規 「（仮称）さいたま国際スポーツタウン構想」の推進 再掲

31 スポーツと食育の連携 再掲

32 総合型地域スポーツクラブの支援 再掲

33 さいたまシティマラソンの実施 再掲

34 スポーツ少年団活動への支援

35 市内公共体育施設における体力測定の実施

36 介護予防水中運動教室の実施

37 全国健康福祉祭（ねんりんピック）へ選手団派遣

38 シニアスポーツ大会の開催

39 シルバーゲートボール大会の開催

40 介護予防事業うんどう教室の開催

41 スポーツ施設における託児室の確保

42 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

43 全国障害者スポーツ大会の意識啓発及び参加

44 ふれあいスポーツ大会の開催

45 県障害者交流スポーツ大会（彩の国ふれあいピック）への参加促進

46 障害者交流スポーツ大会への参加促進

47 障害者スポーツ教室の開催

48 本市webサイトでの情報発信の強化

49 生涯学習誌との連携・活用

50 生涯学習情報システムの充実及び利用の促進

51 学校体育施設開放の促進

52 スポーツ・レクリエーションリーダーバンク制度の促進

53 初級障害者スポーツ指導者養成講習会の開催

54 スポーツボランティアバンク制度の促進

55 スポーツボランティア講習会の実施

56 体育指導員の活動推進

57 ニュースポーツの教室や大会の開催

58 ウォーキングの促進

59 サッカー人口の拡大と各団体の連携促進 再掲

60 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

61 スポーツ関連団体間の連携強化

見直し 地域ニーズに対応した総合型地域スポーツクラブ活動などの推進・支援 再掲 No.14を見直し

見直し さいたま国際マラソンの実施 再掲 No.15を見直し

①
大規模イベントの
実施・支援

②
地域経済や
市内観光と
スポーツの連携

(5)健康・福祉 ①
多様な世代・人の
スポーツ振興

(4)経済・観光

2



連携分野
・新  規
・見直し

具体事業 再掲 備考基本施策

新規 「スマートウェルネスさいたま」の推進

新規 生活習慣病予防事業及び特定保健指導事業の推進

新規 障害者スポーツ対応施設の充実

新規 大規模イベントでのスポーツボランティアの活性化促進

新規 身近な区役所によるウォーキングイベントの開催

新規 ノーマライゼーションカップの開催

新規 「パラリンピック」レガシー構築に向けたスポーツ教育の促進 再掲

新規 サイクリングイベントの開催 再掲

新規 少年少女サッカー教室の開催 再掲

62 グラウンドの芝生化推進 再掲

63 幼児の安全・安心な運動機会の増加・促進 再掲

64 子どもの居場所づくり（さいたまチャレンジスクール）の推進 再掲

65 スポーツもできる多目的広場の整備

66 ミチづくりと連携したウォーキング・サイクリングの推進 再掲

67 スポーツ施設の整備

68 みそのウイングシティの開発 再掲

69 産学官連携スポーツ振興事業の促進

70 グラウンドの芝生化推進 再掲

71 スポーツ施設の整備に関する指針の策定 再掲

72 スポーツもできる多目的広場の整備 再掲

73 みそのウイングシティの開発 再掲

新規 「（仮称）さいたま国際スポーツタウン構想」の推進 再掲

見直し 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 再掲 No.22を見直し

74 ミチづくりと連携したウォーキング・サイクリングの推進 再掲

75 Ｊリーグ2チームのカラーを活用した景観づくり

新規 コミュニティ施設などの有効活用の促進

(6)都市計画

①
スポーツ施設の

整備

②
スポーツと

連携したまちづくり

(5)健康・福祉

①
多様な世代・人の
スポーツ振興

②
スポーツをする
空間の整備・向上
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