スポーツ文化局

令和４年度

局運営方針

１．主な現状と課題
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は非常に重要なものとなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツや文化芸術の分野では、大小
様々な大会やイベント等が中止等となってきたほか、Ｊリーグ等のプロスポーツの興
行においても観戦客数等の制限を受けるなど、コロナ禍以前と同様にはスポーツや文
化芸術活動ができない状況が長期間にわたり続いてきました。
一方で、コロナ禍において、心身の健康を維持するスポーツや文化芸術の意義が再
認識されています。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。
こうした背景のもと、市民がスポーツや文化芸術に親しむための施設の充実や、地
域のスポーツ・文化芸術資源を活用すること等による機会の充実を図るなど、スポー
ツや文化芸術の振興に向けて、各種施策を推進する必要があります。
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。
【市民（成人）の週１回以上スポーツ実施率推移】

（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、数値は年々上昇し
ております。
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・教室等の
開催支援や、アーバンスポーツの普及
を図ることで、引き続き、市民の自主
的なスポーツ参加を促す必要がありま
す。
（２）スポーツ環境の整備
多目的広場の整備や体育館・武道館
の老朽化に伴う予防保全工事、将来を
見据えた計画的なスポーツ施設の整備
・改修等を行うことで、市民が身近な
場所でスポーツを「する」環境を整備
する必要があります。
また、「さいたまスポーツシューレ」
の活用や次世代型スポーツ施設の誘致
・整備に向けた取組により、各種競技
大会等スポーツ関連イベントの積極的
な誘致等を図り、スポーツを「みる」
環境を充実させる必要があります。
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【市有未利用地を活用した多目的広場の整備数（累計）】
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（３）「スポーツのまち さいたま」の実現
「第2期スポーツ振興まちづくり計画」
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、総合的かつ計画的
に推進する必要があります。
また、子どもから大人まで、初心者か
ら上級者まで、多くの市民が楽しめるラ
ンニングイベントの開催や、「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、「（一社）さいたまスポーツ
コミッション」の活動を支援することに
より、地域のスポーツ機会を創出し、市
の魅力を発信するとともに、地域の活力
を生み出していく必要があります。

（４）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、アー
ツカウンシルの創設など、推進体制を強
化する必要があります。
また、国際芸術祭のレガシーを引き続
き継承していくとともに、次回国際芸術
祭（令和5年度開催予定）の準備を進め
る必要があります。
さらに、市民の多様化する文化芸術活
動を支えるため、文化芸術創造拠点の整
備を進める必要があります。

【ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム】

【さいたまランフェス2021-22】

【国際芸術祭レガシー事業】

（５）人形文化の振興
本市の魅力ある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、
管理運営の充実を図る必要があります。
【岩槻人形博物館】
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（６）盆栽文化の振興
本市の魅力ある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
光振興等にも寄与するため、さいたま国
際盆栽アカデミーをはじめとした講座や
展示等の充実並びに盆栽の展示・培養環
境の改善や観光拠点としての機能向上に
向けた美術館リニューアル計画の策定な
ど、大宮盆栽美術館の運営の充実や魅力
の向上を図る必要があります。
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【大宮盆栽美術館】

２．基本方針・区分別主要事業
スポーツや文化芸術に親しむ環境を整備することや、地域のスポーツ・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の開催を通
じて、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。

（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。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

1 拡大 子どものスポーツ能力
総振 測定会及び大人の体力

10,402

概要掲載
ページ

説明

令和4年度 令和3年度

7,000 市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続

(10,402) (7,000) 的なスポーツ活動へとつなげる取組として、

測定会事業

子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測

〔スポーツ振興課〕

定会を開催

2 拡大 サッカーのまちづくり

158

84,150

3,850 サッカーを核として、スポーツを活用したま

154

(84,150) (3,850) ちづくりを推進するため、「さいたまシティ

総振 推進事業

カップ」や「さいたまサッカーフェスタ」を

〔スポーツ振興課〕

開催するとともに、女子サッカーの普及・発
展を図る取組を実施
3 拡大 アーバンスポーツ活性

14,721

6,650 国内で競技人口が増えているアーバンスポー

158

(14,721) (6,650) ツの普及に向け、公民連携組織を設立すると

総振 化事業

ともに、体験型イベントの開催や身近にアー

〔スポーツ政策室〕

バンスポーツができる場所の整備を推進

（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。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

説明

令和4年度 令和3年度

4 拡大 「さいたまスポーツシ
総振 ューレ」活用推進事業

44,298

25,471 持続可能なスポーツ振興の実現に向けて、ネ

概要掲載
ページ

160

(37,341) (21,458) ットワーク型の「さいたまスポーツシュー

レ」の活用や、スポーツシューレ推進施設の

〔スポーツ政策室〕

整備に向けた調査・検討を実施
5 拡大 次世代型スポーツ施設
総振 誘致・整備事業

39,999

10,070 スポーツ観戦やイベント開催による採算の重

160

(39,999) (10,070) 視とデジタル技術を活用した次世代型スポー

ツ施設の誘致・整備に向け、アドバイザリー

〔スポーツ政策室〕

業務等を実施
6 拡大 体育館管理運営事業
総振 〔スポーツ振興課〕

10,373

3,296 高齢者や障害のある方等の利便性を向上させ

(10,373) (3,296) るための施設のバリアフリー化や、温室効果

ガス削減と省電力化を図るための施設内照明
のＬＥＤ化を実施

〔区分〕新規…新規事業

拡大…拡大事業

総振…総合振興計画実施計画事業
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156

(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

7 総振 多目的広場等整備事業
〔スポーツ振興課〕

29,369

概要掲載
ページ

説明

令和4年度 令和3年度

25,565 市民が身近な場所でスポーツを気軽に楽しむ

155

(7,469) (6,465) ことができる環境を確保するため、市の未利
用地等を暫定的に活用した多目的広場の整備
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。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

8 拡大 ランニングイベント開
総振 催事業

85,715

概要掲載
ページ

説明

令和4年度 令和3年度

38,069 「スポーツのまち

さいたま」の実現に向け

161

(85,715) (38,069) て、市民のスポーツに対する意欲・関心を高

〔スポーツイベント

め、多くの市民が楽しめるランニングイベン

課〕

トを開催

9 総振 国際自転車競技大会開
催支援事業

200,846
(200,846)

846 「スポーツのまち

さいたま」の実現に向け

(846) て、自転車を活用したまちづくりのシンボル

〔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」の開催を支援

10 総振 スポーツコミッション

161

190,269 192,763 地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興

160

(190,269) (192,763) や地域経済の活性化を図る「（一社）さいた

支援事業

まスポーツコミッション」を支援

〔スポーツ政策室〕

（４）生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市を目指します。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

説明

令和4年度 令和3年度

11 拡大 アーツカウンシル運営
総振 事業

47,953

3,000 専門人材による調査研究、芸術活動支援及び

概要掲載
ページ

149

(29,482) (3,000) 文化発信プロジェクトなどの象徴的事業を実

施するアーツカウンシルを創設し、文化芸術

〔文化政策室〕

推進体制を強化
12 拡大 さいたま国際芸術祭開
総振 催準備事業及び国際芸

48,951

9,625 さいたま国際芸術祭の開催（令和5年度予定）

149

(45,174) (5,462) に向けて、広報戦略を含めた開催実施計画の

術祭レガシー事業

策定経費を負担するとともに、国際芸術祭の

〔文化政策室〕

レガシーとして、市民プロジェクト事業等を
実施

13 新規 美術館等文化芸術創造
総振 拠点整備事業

5,147

0 美術館等文化芸術創造拠点に関する他市の事

(5,147)

(0) 例等を調査しつつ、整備に向けた検討を実施

〔文化政策室〕

〔区分〕新規…新規事業

拡大…拡大事業

総振…総合振興計画実施計画事業
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153

（５）さいたま市の地域資源である人形を活用した施設の充実を図ります。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

14 総振 岩槻人形博物館管理運

概要掲載
ページ

説明

令和4年度 令和3年度

115,292 125,314 本市の魅力ある資源である人形を活用し、人

153

(89,204) (99,138) 形文化の振興を図るとともに、観光振興等に

営事業

も寄与するため、岩槻人形博物館において、

〔岩槻人形博物館〕

日本人形を中心とした展示や講座等を実施

（６）さいたま市の地域資源である盆栽を活用した施設の充実を図ります。
(単位:千円)

*( )内は一般財源

№ 区分

事業名

説明

令和4年度 令和3年度

15 総振 大宮盆栽美術館管理運

95,966 114,037 本市の魅力ある資源である盆栽を活用し、盆
(69,555) (82,543) 栽文化の振興を図るとともに、観光振興等に

営事業
〔大宮盆栽美術館〕

も寄与するため、大宮盆栽美術館において、
展示や講座等を実施するほか、盆栽の展示・
培養環境の改善や観光拠点としての機能向上
に向けた美術館リニューアル計画を策定

〔区分〕新規…新規事業

拡大…拡大事業

総振…総合振興計画実施計画事業
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概要掲載
ページ

154

３．見直し事業一覧
課名

見直し事業名

見直しの理由及び内容

（単位：千円）
コスト
削減額

ラグビー体験教室にお
ラグビー体験教室の内容を見直し、予算額を縮小す
スポーツ振興
ける会場使用料の見直
る。
課
し
文化振興課

さいたま市民文芸事業
業務内容を見直し、予算額を縮小する。
の見直し

大宮盆栽美術
翻訳料の見直し
館

過去の実績を踏まえた見直しにより、予算額を縮小す
る。
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△ 239

△ 1,773

△ 600

