
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２８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 
平成２９年１月６日（金） 

１４時００分から１６時００分まで 

３ 会議の開催場所  エコ計画浦和ビル３階 西会議室 

４ 出席者名 

【委員】 

程塚孝作、浅子廣、武田弓佳、兵藤明子、岩男

光子、田村好子、生島エミ子、佐伯加寿美、齋

木薫、木下和弘、小林利成、大野さやか、汐満

猛、藤野栄（以上 14 名） 

【さいたま市スポーツアドバイザー】 

伊藤博義 

【事務局】 

金子スポーツ文化局長、蓬田スポーツ部長、並

木スポーツ文化局副理事、近藤参事兼スポーツ

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、石川課長補佐兼スポーツ支援

係長、金子施設係主事、岡本企画係主事（以上

9名） 

５ 議題及び公開又は非公開

の別 

【議題】 

（１）報告事項 

 ①「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に

関する指針（素案）」について 

②「2016 ツール・ド・フランスさいたまクリ

テリウム」について 

③「第２回さいたま国際マラソン」について

④「第１０回さいたまシティカップ」開催に

ついて 

 一部非公開 

６ 非公開の理由 
 情報公開条例第２３条第２号に該当するた

め 

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２８年度第２回さいたま市スポーツ振興審議会

次    第

平成２９年１月６日（金）午後２時～ 

エコ計画浦和ビル 西会議室 

１ 開  会

２ 挨  拶

３ 議  事

（１）報告事項 

     ①「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針（素案）」について 

②「2016 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」について 

③「第２回さいたま国際マラソン」について 

④「第１０回さいたまシティカップ」開催について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

≪ 配布資料 ≫ 

・席次表 

・次第 

・さいたま市スポーツ振興審議会委員名簿 

・さいたま市スポーツ振興審議会条例 

・「さいたま市スポーツ施設の整備・運営に関する指針」冊子 

・資料１ 2016 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催結果について 

・資料２ 第２回さいたま国際マラソン開催結果について 

・資料 3 第 10 回さいたまシティカップ開催について 



平成2９年１月６日現在

氏　　　名 所　　　属

1 程塚
ホドツカ

　孝作
コウサク

公益財団法人さいたま市体育協会　副会長

2 木立
キダチ

　幹子
ミキコ

公益財団法人さいたま市体育協会　評議員

3 浅子
アサコ

　廣
ヒロシ

さいたま市レクリエーション協会　会長

4 武田
タケダ

　弓
ユミカ

佳 さいたま市レクリエーション協会　副理事長

5 兵藤　明子
ヒョウドウ　アキコ

さいたま市スポーツ少年団　本部長

6 岩男
イワオ

　光子
ミツコ

さいたま市スポーツ少年団　本部員

7 村田
ムラタ

　正二
マサジ

さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会　副会長

8 田村
タムラ

　好子
ヨシコ

さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会　常任理事

9 佐々木
ササキ

　京子
キョウコ

さいたま市総合型地域スポーツクラブ推進委員　副委員長

10 生島
イクシマ

　エミ子
コ

さいたま市総合型地域スポーツクラブ「南区地域スポーツクラブ」代表

11 佐伯
サエキ

　加寿美
カズミ

国立女性教育会館　専門職員

12 有川
アリカワ

　秀之
ヒデユキ

埼玉大学　教育学部　教授

13 石﨑
イシザキ

　聡
サトシ

之 芝浦工業大学　工学部　准教授

14 齋木
サイキ

　薫
カオル

公益財団法人健康・体力づくり事業団認定　健康運動指導士

15 木下
キノシタ

　和広
カズヒロ

株式会社テレビ埼玉　スポーツ局長

16 小林
コバヤシ

　利成
トシナリ

新都心小林クリニック　院長

17 村田
ムラタ

　利美子
トミコ

学識者（市民代表）

18 大野
オオノ

　さやか 学識者（市民代表）

19 汐
シオ

満
ミツ

　猛
タケシ

さいたま市中学校体育連盟　校長選出理事

20 藤野
フジノ

　栄
サカエ

さいたま市小学校体育連盟　会長

さいたま市スポーツ振興審議会 委員名簿　（敬称略）



○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。



２０１６ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催結果について

（１）記者会見
①日 時 １０月２８日（金）１３:３０～１４:４５
②会 場 ラフレさいたま
③内 容 ・記者会見（登壇者：市長、A.S.O.代表者、海外招聘選手等）

・与野南中学校の生徒３名による「英語リポーター体験」
④参加者 １００名（メディア・出場選手・チーム関係者等）

（２）さいたま市内交流会
①日 時 １０月２８日（金）１５：３０～１８：００
②会 場 さいたま新都心駅東西自由通路／さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ
③内 容 ・日本の伝統着物体験

海外招聘選手が、コクーンシティからさいたまスーパーアリーナまで和装行列
さいたま新都心駅東西自由通路にて岩槻商業高校及び岩槻高校の生徒等が出迎え
岩槻黒奴保存会による先導及びパフォーマンス

・岩槻の人形ジャンボ雛壇再現
（海外招聘選手６名・岩槻商業高校生徒３名等）

・餅つき体験
海外招聘選手による餅つき体験 （海外招聘選手６名等）
４賞ジャージをイメージしたお餅の試食

（３）前夜祭
①日 時 １０月２８日（金）１９：３０～２１：００
②会 場 ラフレさいたま
③参加者 ２８２名（招待者・出場選手・チーム関係者等）

（４）放 送
①テレビ埼玉 事前告知番組 １０月２８日（金）２０：００～２０：３０
②ＦＭ ＮＡＣＫ５ 事前告知スポットＣＭ （20秒）

１０月１５日（土）～１０月２８日（金） 計８２回
③Ｊ：ＣＯＭ／アクトオンＴＶ 事前告知番組・事後レポート番組
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１.大会前日

資料１

saitama_city／yuzuru_sunada



（１）名 称 Ｊ:ＣＯＭ presents ２０１６ ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
（２）日 時 １０月２９日（土）１０：００～１７：００
（３）場 所 さいたま新都心駅周辺
（４）競技主管 公益財団法人日本自転車競技連盟
（５）後 援 経済産業省、観光庁、スポーツ庁、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構
（６）オフィシャルメディアパートナー

朝日新聞社、読売新聞東京本社
（７）オフィシャルエアライン

全日本空輸株式会社（ＡＮＡ）
（８）放 送 Ｊ：ＣＯＭ＋ＪSPORTS １０月２９日（土）１４：３０～１７：３０

テレビ東京系列（６局ネット） １０月２９日（土）１６：００～１７：１５
（９）スケジュール

①11:15～12:00 一般体験走行 （参加者 １６８人）
②12:00～12:10 オープニングセレモニー
③12:10～12:55 選手紹介・オープニング走行
④13:10～13:45 個人タイムトライアルレース
⑤14:00～14:30 ポイントレース （７周）
⑥15:00～16:15 クリテリウムメインレース （２０周）
⑦16:30～16:45 表彰式

（10）来場者数 １０．１万人
（11）経済波及効果・広告換算値 【算出中】
（12）パブリックビューイング

①アリーナ西口大通り
②せせらぎ通り
③サイクルフェスタ会場
④コクーンシティ コクーンひろば
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２.大会当日 さいたま新都心駅周辺

３.大会当日 サテライトイベント

（１）パブリックビューイング
①Ｊ：ＣＯＭワンダースタジオ（東京スカイツリータウン・ソラマチ内） 来場者３５７名
②浦和駅東口駅前市民広場（２０１６さいたまクリテリウムＫＩＺＵＮＡ FESTIVAL） 来場者１４，０００名
③こうのすシネマ 来場者２７名
④大宮区民ふれあいフェア



資料２

第２回さいたま国際マラソン開催結果について

１ 開催状況

（１）申込者数・出走者数・完走者数・完走率

①１１月１２日（土）【駒場ファンラン】

②１１月１３日（日）

1

部門 参加資格 定員 申込者数 出走者数 完走者数 完走率

車いすの部（1km）
車いすを常用する
小学生以上の男女

30人 21人 20人 20人 100%

親子ランの部（1.5km） 小学生と保護者の２人１組 1,000組
763組

1,526人
595組

1,190人
595組

1,190人
100%

１．５ｋｍの部 小学４年生～中学生の男女 1,000人 500人 408人 408人 100%

リレーマラソンの部
（2時間30分）

中学生以上の男女２～８人で
構成されたチーム

400組
96組

565人
93組

551人
93組

551人
100%

部門 参加資格 定員 申込者数 出走者数 完走者数 完走率

代表チャレンジャーの部
招待競技者、日本陸上競技
連盟登録の女性競技者

－ 265人 228人 220人 96.5%

一般フルマラソンの部
19歳以上で6時間以内に
完走できる男女

16,000人 16,071人 14,182人 13,066人 92.1%

８ｋｍの部
15歳以上（中学生を除く）で
70分以内に完走できる男女

1,000人 1,113人 949人 947人 99.8%

計 － 20,061人 17,528人 16,402人 93.6%
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２ 関連イベント

（１）沿道応援隊

名称 距離 場所 出演団体 実施主体

大宮区沿道応援隊① 1.8km
南大通り
食肉中央卸売市場

・あづま太鼓
・北袋鼓友組

大宮区役所

大宮区沿道応援隊② 2.6km
旧中山道
大宮ほこすぎ橋

・ブロコ大宮（サンバ）
・大宮南中学校

大宮区役所

浦和区沿道応援隊① 7.2km
産業道路
ファミリーマート浦和駒場店

・木崎中学校吹奏楽部 浦和区役所

浦和区沿道応援隊② 7.4km
産業道路
駒場運動公園／8kmの部フィニッシュ会場

・本太お囃子連 大会直営

浦和大学沿道応援隊 12.4km
Ｒ４６３ＢＰ
浦和大学・浦和大学短期大学部前

・浦和大学、浦和大学短期大学部
（エイサー、ウィンドオーケストラ）

浦和大学
浦和大学短期大学部

越谷市沿道応援隊 24.9km
Ｒ４６３ＢＰ
サンクス越谷南荻島店

・越谷龍虎太鼓
・よさこい踊り

越谷市

岩槻区沿道応援隊 27.4km
Ｒ４６３ＢＰ
ファミリーマート浦和美園南店

・やまぶき道灌太鼓 岩槻区役所

緑区沿道応援隊 33.8km
Ｒ４６３ＢＰ
ファミリーマートさいたま原山二丁目店

・浦和見沼太鼓 緑区役所

中央区沿道応援隊 37.3km
与野中央通り
与野南中学校付近

・与野鴻沼太鼓
・与野南中学校吹奏楽部

中央区役所

大宮区沿道応援隊②
（ブロコ大宮）

岩槻区沿道応援隊
（やまぶき道灌太鼓）

中央区沿道応援隊
（与野南中学校吹奏楽部）
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３ ボランティア

（１）参加人数 約５，０００人

（２）活動内容 ランナー受付、給水・給食、コース整理、距離表示、記念品配布、完走証発行、救護等

（３）活動日 １１月１１日（金） ランナー受付

１１月１２日（土） ランナー受付、大会当日（駒場ファンラン）

１１月１３日（日） 大会当日（フルマラソン、８ｋｍ）

（４）主な協力団体

①市内スポーツ団体

（体育協会加盟団体、スポーツ少年団、レクリエーション協会加盟団体、スポーツ推進委員連絡協議会、総合型地域スポーツクラブ等）

②市内交通関係団体（交通安全保護者の会（母の会））

③大学・高校

④企業（スポンサー、その他）

⑤越谷市内スポーツ団体

４ 観客・来場者数

（１）コース沿道 約５７万人

（２）コラボイベント「埼玉うまいもの市場」（けやきひろば）

約１５万人（３日間合計）

（３）駒場ファンラン 約５千人 （参加者を含む）

５ 視聴率

日本テレビ（地上波）生中継

７．２％（関東地区・世帯平均）

リレーマラソンの部スタート
【駒場ファンラン】

コース沿道の様子（旧中山道）

一般フルマラソンの部（旧中山道）

完走記念品（タオル）を
準備するボランティア



第１０回 さいたまシティカップについて

○ 大 会 概 要
大会名称： 日韓友好５０年 第１０回さいたまシティカップ
日 時： ２０１７年２月１２日（日） １３：３０キックオフ（予定）
対 戦： 浦和レッドダイヤモンズ VS ＦＣソウル（韓国）
会 場： 浦和駒場スタジアム
主 催： 公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、さいたま市
共 催： さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会
主 管： 公益財団法人 埼玉県サッカー協会
後 援： 調整中
競技方法： ４５分ハーフ、延長・ＰＫ方式なし（２０１７Ｊリーグプレシーズンマッチ実施要綱に基づく）
テレビ放送： 調整中

○ 小・中学生無料招待の実施
第１０回大会を記念して、市内在住の小・中学生を無料で招待します。
【対象】 市内在住の小・中学生
【定員】 ２，０００人（往復はがきによる抽選）
【席種】 カテゴリー４（バック上段東西ゾーン指定席）

●ホームタウン優先販売

一般販売の前にインターネットによるホームタウン（市民）の方の優先
予約を受け付け、自動抽選システムにより先行予約を行います。
【期間】２０１６年１２月２２日（木）１２時～２０１７年１月９日（月）
●一般販売
ホームタウンの優先販売後、一般販売を行います。
【期間】２０１７年１月１２日（木）１０時 ～

○ ＦＣソウル クラブ紹介
■クラブ名：ＦＣソウル（Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｃｌｕｂ Ｓｅｏｕｌ）
■創立年：１９８３年
■ホームスタジアム：ソウル・ワールドカップ・スタジアム（６６,８０６人収容）
■主要タイトル：Ｋリーグ６回、韓国カップ２回、韓国リーグカップ２回、韓国スーパーカップ１回
■監督：黄善洪（ファン・ソノン）４８歳
■主要選手：パク・チュヨン、オスマル・バルバ、アドリアーノ、高萩洋次郎

資料３

○ チ ケ ッ ト 販 売 概 要

席 種 金 額

カテゴリー１ （メイン中央指定席） ５，０００円

カテゴリー２ （メイン東西、バック下段中央指定席） ４，５００円

カテゴリー３ （バック上段中央指定席） ４，０００円

カテゴリー４ （バック上段東西
ゾーン指定席）

一般 ３，０００円

小・中・高 ２，０００円

カテゴリー５ （ゴール裏自由席） 一般 ２，５００円

小・中・高 １，５００円

【チケット料金】

○ 開催実績（対戦チーム・観客動員数）
第１回 日 時   平成 15 年 6月 4 日（水） 午後 7時 10分キックオフ 

(2003) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ フェイエノールト（オランダ）

H15    試合結果  ２－２   観客動員数 ５２，２４７人（埼スタ） 

第２回 日 時   平成 16 年 7 月 27 日（火） 午後 7 時 05 分キックオフ

(2004) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ インテル・ミラノ（イタリア）

   H16    試合結果  １－０   観客動員数 ５７，６６３人（埼スタ） 

第３回 日 時   平成 17 年 6月 15日（水） 午後 7時 04 分キックオフ 

(2005) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ ＦＣバルセロナ（スペイン）

 H17  試合結果  ０－３   観客動員数 ５７，１４３人（埼スタ） 

第４回 日 時   平成 18 年 7月 31日（月） 午後 7時 04 分キックオフ 

(2006) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ ＦＣバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

H18   試合結果  １－０   観客動員数 ２９，０１９人（埼スタ） 

第５回 日 時   平成 19 年 7月 17日（火） 午後 7時 05 分キックオフ 

(2007) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）

 H19  試合結果  ２－２   観客動員数 ５８，７１６人（埼スタ） 

第６回 日 時   平成 20 年 7月 31日（木） 午後 7時 30 分キックオフ 

(2008) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ ＦＣバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

 H20  試合結果  ２－４   観客動員数 ２７，２９２人（埼スタ） 

第７回 日 時   平成 22 年 2月 13日（土） 午後 1時 30 分キックオフ 

(2009) 対戦カード 大宮アルディージャ ＶＳ 水原サムスン・ブルーウィングス（韓国）

 H21  試合結果  ５－０   観客動員数  ６，０５３人（ＮＡＣＫ） 

第８回 日 時   平成 23 年 2月 20日（日） 午後 1時 30 分キックオフ 

(2010) 対戦カード 大宮アルディージャ ＶＳ 浦和レッズ 

 H22  試合結果  ３－０   観客動員数 １１，３６２人（ＮＡＣＫ） 

第９回 日 時   平成 25 年 7月 26日（金） 午後 7時 30 分キックオフ 

(2013) 対戦カード 浦和レッズ ＶＳ アーセナルＦＣ（イングランド）

 H25   試合結果  １－２   観客動員数 ４０，７６９人（埼スタ） 

※23 年度は東日本大震災の影響により中止

  ※24年度はＪリーグ日程等の都合により中止 


