
スポーツ文化局　令和２年度　局運営方針
１．主な現状と課題

A

少子高齢化の進行、価値観の変容と多様化、地域のつながりの希薄化、国際化の

進展等、本市を取り巻く環境が急激に変化し、多くの課題を抱える現代社会におい

ては、市民の健康増進や生きがいづくりに貢献し、地域に深い絆を形成することに

も寄与するスポーツと文化芸術の果たす役割が、ますます重要なものとなっていま

す。

また、東京２０２０大会において、大会気運の醸成を図るとともに、官民一体と

なった「オールさいたま市」でのおもてなしを推進することで、大会のレガシーを

本市に残していく必要があります。

東京２０２０大会は、文化の祭典としても位置付けられていることから、文化芸

術への関心の向上を図るため、一層の取組を進める必要があります。

こうした背景のもと、スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術資源を活

用すること等により、市民がスポーツや文化芸術に親しむ機会が増えることを通じ

て、生活にゆとりと潤いをもたらし、地域に活力を生み出すことが求められていま

す。さらに、シンボリックな大会やイベントを開催すること等により、国内外に向

けて市の魅力を発信し、地域経済の活性化にも寄与することで、スポーツや文化芸

術を活用した健康で心豊かな活力あるまちづくりを推進する必要があります。

（２）スポーツ環境の整備

市民が身近な場所で気軽にスポ

ーツを楽しむことができる多目的

広場やさいたまスポーツシューレ

の整備、体育館、武道館の老朽化

に伴う予防保全工事や、将来を見

据えた計画的なスポーツ施設の整

備など、スポーツ環境の整備を進

める必要があります。

（１）スポーツ実施率の向上

市民（成人）の週1回以上のス

ポーツ実施率をみると、右のグラ

フのとおり上昇しています。

東京２０２０大会の開催を控え、

スポーツへの関心が高まりつつあ

る中、スポーツ環境の整備ととも

に、市民参加型のスポーツイベン

トや教室等の開催を支援すること

で、市民の自主的なスポーツ参加

を促す必要があります。
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【ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム】

（３）「スポーツのまち さいたま」の実現

スポーツによる総合的なまちづくりを

推進するための計画である「スポーツ振

興まちづくり計画」が令和2年度で計画

期間満了となることから、次期計画を策

定する必要があります。

また、市民が楽しめるランニングイベ

ントの開催を検討するとともに、「ツー

ル・ド・フランス」の名を冠したレース

の開催支援を行うことで、スポーツの振

興はもとより、地域経済の活性化を図る

必要があります。

さらに、法人化した「（一社）さいた

まスポーツコミッション」の活動を支援

する必要があります。

（４）東京２０２０大会開催の支援

東京２０２０大会において、本市には

多くの観戦客等が来訪することから、都

市装飾による祝祭感の演出、暑さ対策や

ボランティアによるおもてなし等、大会

を成功に導くための支援を行う必要があ

ります。

また、観戦客等が、大宮の盆栽をはじ

めとした本市の魅力に触れる機会を増や

し、市の知名度向上やイメージアップを

図る必要があります。このために、観戦

客等を対象に、事前にプロモーションを

行うとともに、大会期間中にイベント開

催や市内の観光資源を巡る回遊バスの運

行等のおもてなしを実施する必要があり

ます。

【令和元年度に実施した暑さ対策の実証

実験の中で配布したスノーパック】

【さいたまスポーツフェスティバル２０１９】
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【大宮盆栽美術館】

（７）盆栽文化の振興

本市の特色ある地域資源である盆栽を

活用し、盆栽文化の振興を図るとともに、

観光振興等への寄与、さいたま国際盆栽

アカデミー事業のため、大宮盆栽美術館

の運営の充実を図る必要があります。

【岩槻人形博物館 外観】

【文化芸術都市創造計画】

（５）文化芸術都市の創造

「生き生きと心豊かに暮らせる文化芸

術都市」を創造するために、「文化芸術

都市創造計画」に基づく各種施策を総合

的かつ計画的に実施するとともに、同計

画が令和2年度で計画期間満了となるこ

とから、次期計画を策定する必要があり

ます。

また、同計画の重点プロジェクトであ

る「さいたま国際芸術祭２０２０」の円

滑な運営を行うとともに、芸術祭の開催

を契機として生まれたレガシーを継承、

発展させていく必要があります。

さらに、文化会館機能、コミュニティ

機能を備えた新市民会館おおみやの整備

を進める必要があります。

（６）人形文化の振興

本市の特色ある地域資源である人形を

活用し、人形文化の振興を図るとともに、

観光振興等にも寄与するため、人形文化

の拠点施設である岩槻人形博物館につい

て、管理運営の安定・充実を図る必要が

あります。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）スポーツに親しむことができるよう、多彩なプログラムを提供します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 拡大女子スポーツ支援事業 2,350 1,700 市内の女子小中学生を対象に、プロ・アマ

総振〔スポーツ振興課〕 (2,350) (1,700) トップスポーツチームの選手・コーチ等から

成長 指導を受けられる機会を提供するとともに、

創生 出場チーム数を拡大し、女子中学生サッカー

大会「ＳＡＩＴＡＭＡ　ＧＩＲＬＳ　ＭＡＴ

ＣＨ」を開催

2 総振スポーツコミッション 200,800 249,300 全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援や

成長推進事業 (200,800) (249,300) スポーツイベント等を実施する「（一社）さ

創生〔スポーツ政策室〕 いたまスポーツコミッション」の活動を支援

（２）スポーツ・レクリエーション活動の場の充実を図ります。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

3 総振多目的広場等整備事業 35,549 94,144 市有未利用地等を活用したスポーツもできる

成長〔スポーツ振興課〕 (15,539) (28,934) 多目的広場を整備

創生

4 拡大スポーツシューレ事業 26,876 26,031 持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、民

総振〔スポーツ政策室〕 (26,676) (26,031) 間力を最大限に活用したネットワーク型のス

成長 ポーツシューレ事業として、新たにアーバン

創生 スポーツ活性化事業を実施

（３）健康で活力ある「スポーツのまち　さいたま」を目指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

5 新規スポーツ振興まちづく 5,300 0 審議会や市民等の意見を踏まえながら、「ス

り計画策定事業 (5,300) (0) ポーツ振興まちづくり計画」の次期計画を策

〔スポーツ政策室〕 定

スポーツ環境を整備することや、地域の文化芸術資源を活用すること等により、市民がス
ポーツや文化芸術に親しむ機会を増やすとともに、シンボリックな大会やイベントを開催す
ることで、都市としての魅力を高め、地域経済の活性化にも取り組むことにより、健康で活
力ある「スポーツのまち さいたま」の実現と、「生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都
市」の創造を目指します。
また、東京２０２０大会に向けた気運の醸成を図るとともに、官民一体となった「オール
さいたま市」でのおもてなしを実施することで、大会のレガシーを本市に残すことを目指し
ます。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

6 総振国際自転車競技大会開 200,908 220,940 「スポーツのまち　さいたま」の実現に向け

成長催支援事業 (200,908) (220,940) て、自転車を活用したまちづくりのシンボル

創生〔スポーツイベント となる国際自転車競技大会「ツール・ド・フ

課〕 ランスさいたまクリテリウム」の開催経費を

補助

（４）東京２０２０大会に向けた気運の醸成及び本市を訪れる観戦客等へのおもてなしを実施しま

す。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 拡大おもてなしアクション 382,474 19,677 東京２０２０大会において、本市を訪れる観

総振プラン推進事業 (379,174) (12,606) 戦客等へのおもてなし及び国内外への魅力発

創生〔オリンピック・パラ 信並びに祝祭感の創出に向け、暑さ対策、回

リンピック部〕 遊バスの運行、パブリックビューイング、都

市装飾等を実施

8 拡大東京２０２０大会ボラ 113,848 10,808 東京２０２０大会時に、観戦客等へのおもて

総振ンティア推進事業 (113,848) (10,808) なしを行うボランティアの管理運営を実施

創生〔オリンピック・パラ

リンピック部〕

9 拡大気運醸成イベント事業 100,716 24,155 東京２０２０大会に向け、気運の醸成を図る

総振〔オリンピック・パラ (82,385) (6,038) ため、聖火リレーやさいたまスポーツフェス

創生リンピック部〕 ティバルを開催

10 拡大ホストタウン交流事業 35,524 4,000 東京２０２０大会の出場国の事前キャンプ等

総振〔オリンピック・パラ (35,124) (4,000) を受け入れ、アスリート等と市民との交流を

創生リンピック部〕 通じて地域の活性化を推進

11 新規（仮称）大宮盆栽振興 39,990 0 市民が盆栽に触れる機会を創出するとともに

イベント開催事業 (19,090) (0) 東京２０２０大会で本市を訪れる国内外の観

〔大宮盆栽美術館〕 戦客等に、盆栽の魅力を発信するイベントを

開催

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（５）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を創造します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

12 総振文化芸術都市創造計画 4,049 5,476 審議会や市民等の意見を踏まえながら、「文

倍増策定事業 (4,049) (5,476) 化芸術都市創造計画」の次期計画を策定

〔文化振興課〕

13 新規歌舞伎による日本の伝 16,803 0 東京２０２０大会の文化プログラム事業とし

総振統文化発信事業 (0) (0) て、文化芸術都市創造基金を活用し、新たに

倍増〔文化振興課〕 歌舞伎公演等を開催

14 総振さいたま国際芸術祭開 168,666 325,195 東京２０２０大会の公認文化プログラムとし

倍増催事業 (168,666) (275,195) て、国内外のアーティストに加え、多くの市

成長〔国際芸術祭開催準備 民の参加による「さいたま国際芸術祭２０２

室〕 ０」を開催

15 市民会館おおみや新施 4,001,629 7,736,277 大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再

設整備事業 (837,329) (1,758,577) 開発事業に伴い、文化会館機能、コミュニ

〔文化振興課〕 ティ機能を備えた新市民会館おおみやを整備

（６）さいたま市の地域資源である人形を活用した施設の管理運営を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

16 総振岩槻人形博物館管理運 128,992 512,760 本市の特色ある人形文化の振興を図るととも

倍増営事業 (103,944) (207,319) に、観光振興等にも寄与するため、岩槻人形

成長〔岩槻人形博物館〕 博物館において実施する日本人形を中心とし

た展示や講座等について、東京２０２０大会

を契機に国内外へさらなるＰＲ

（７）さいたま市の地域資源である盆栽を活用した施設の管理運営を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

17 総振大宮盆栽美術館管理運 117,591 133,671 盆栽文化の振興を図るため、展覧会や講座を

倍増営事業 (83,897) (94,036) 開催するとともに、さいたま国際盆栽アカデ

成長〔大宮盆栽美術館〕 ミーを運営

創生

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

スポーツ振興
課

ステップアップセミ
ナー業務委託料の見直
し

ステップアップセミナーの開催手法を見直し、予算額を
縮小する。

△ 350

スポーツ振興
課

さいたま市・南会津町
たていわ親善ツーデー
マーチの見直し

委託内容を見直し、予算額を縮小する。 △ 306

スポーツ振興
課

総合型地域スポーツク
ラブリーフレット作成
等の廃止

総合型地域スポーツクラブの広報手段を見直し、予算計
上を廃止する。

△ 190

スポーツ振興
課

鳥の巣の撤去委託料の
見直し

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 188

スポーツ振興
課

体育賞にかかる消耗品
費等の見直し

授与するメダルの仕様等を見直し、予算額を縮小する。 △ 15

スポーツ振興
課

オリンピック強化指定
選手奨励金の見直し

過去の実績に基づき、奨励金の予定対象者数を見直し、
予算額を縮小する。

△ 300

スポーツ政策
室

スポーツイベント誘致
支援事業における補助
金の見直し

インバウンド活動事業等について、目的を達成したと判
断したことにより、予算額を縮小する。

△ 3,800

スポーツ政策
室

スポーツコミッション
法人化推進事業におけ
る補助金の見直し

過去の実績に基づき、役員報酬、旅費交通費等の予算額
を縮小する。

△ 5,165

スポーツ政策
室

スポーツコミッション
推進事業における補助
金の見直し

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 11,000

国際芸術祭開
催準備室

アート作品維持管理事
業にかかる賃借料の廃
止

さいたまトリエンナーレ２０１６のレガシー作品は、作
家からの寄贈を受け、引き続き市内での展開を図ること
としたため、予算計上を廃止する。

△ 475

大宮盆栽美術
館

普及事業における報償
費の見直し

過去実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 687

大宮盆栽美術
館

国際盆栽アカデミーの
運営に係る消耗品費の
見直し

アカデミーで使用する消耗品を見直し、予算額を縮小す
る。

△ 258

大宮盆栽美術
館

ミュージアムグッズ作
成費の見直し

年間必要量を見直し、予算額を縮小する。 △ 783

大宮盆栽美術
館

美術館運営に係る広告
費の見直し

広告方法を見直し、予算額を縮小する。 △ 440

大宮盆栽美術
館

企画展、特別展に係る
委託料の見直し

委託内容を見直すことで、予算額を縮小する。 △ 1,143

大宮盆栽美術
館

英語キャプション等翻
訳料の見直し

過去実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 3,186

大宮盆栽美術
館

通訳等翻訳料の廃止 事業目的を達成したと判断し、予算計上を廃止する。 △ 1,308

他8件
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