
    

様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 さいたま市伝統産業委員会 

２ 会議の開催日時 令和５年１月２４日（火） 

３ 会議の開催場所 
さいたま市役所 議会棟２階 文書保管室 

午後２時から午後３時３０分まで 

４ 出席者名 
川越委員、伊藤委員、濵野委員、大森委員、中

島委員 

５ 欠席者名 新井委員、恩田委員 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

（１）伝統産業活性化に向けた施策について 

（公開・非公開の別） 

非公開 

７ 非公開の理由 

さいたま市伝統産業委員会規則第４条の規定

による。 

※さいたま市伝統産業委員会規則第４条 

「委員会の会議は、非公開とする。」 

８ 傍聴者の数 ― 

９ 審議した内容 （１）伝統産業活性化に向けた施策について 

10 問合せ先 
経済局商工観光部商業振興課 

電話番号 ０４８－８２９－１３６４ 

11 その他  

 



令和４年度第１回さいたま市伝統産業委員会 
                      

日時：令和４年１月２４日（火） 
午後２時００分から    

場所：議会棟２階 文書保管室  
 
 

次  第 
 
 
１ 開 会 

 

２ 議 事 

・伝統産業活性化に向けた施策について 

 

３ その他 

 

４ 閉 会 

 
【配付資料】 

  さいたま市伝統産業委員会委員名簿 
  さいたま市伝統産業委員会規則 

資料１ 伝統産業活性化事業の概要 
  資料２ 伝統産業活性化事業における取組 
   
  参考資料 さいたま市伝統産業等指定要綱・基準 
 



 

さいたま市伝統産業委員会委員名簿 

 

 

 氏 名 所 属 

１ 川越 仁恵 文京学院大学 准教授 

２ 伊藤 清武 ＵＲＢＡＩＮ 代表 

３ 新井 久夫 岩槻人形協同組合 理事長 

４ 濵野 博美 大宮盆栽協同組合 理事長 

５ 大森 好治 
協同組合浦和のうなぎを育てる会 

代表理事 

６ 恩田 知枝 さいたま商工会議所 

７ 中島 マリ子 さいたま観光国際協会 

 



 

さいたま市伝統産業委員会規則（平成２６年さいたま市規則第９５号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市附属機関の設置等に関する条例（平成２６年さいたま市

条例第２号）第６条の規定に基づき、さいたま市伝統産業委員会（以下「委員会」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員会は、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。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意見

を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第４条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （守秘義務） 

第５条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、経済局において処理する。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



さいたま市伝統産業活性化事業の概要

さいたま市の風土や歴史の中ではぐくまれ、固有の技術や技法をもとに受け継がれてきた伝
統的な産業は、日々の生活に潤いをもたらすとともに、地域の個性を豊かにする貴重な財産で
す。さいたま市では、この貴重な財産を「さいたま市ブランド」としてその存在と魅力を広く

発信しています。

伝統産業事業所指定要件

○伝統産業に属する事業所（１号）
次の①〜③を全て満たすこと
①指定を受けた産業において、事業を行っていること。
②岩槻人形協同組合、大宮盆栽協同組合、浦和のうなぎを育てる会に加入していること。
③江戸時代からの手しごとの伝統的技術を継承していること。

○地域の特性と深い関連のある事業所（３号）
次の①〜③を全て満たすこと
①その成り立ちが、本市の風土や歴史等の地域特性と深く関連していること。
②市内で大正時代以前に創業していること。
③経営の根幹において、その伝統性に重きを置いていること。

○伝統的な工芸技術を継承する事業所（２号）
次の①〜③を全て満たすこと
①武蔵国の地域内で発祥した江戸時代からの手しごとの伝統的技術により、工芸品を製造
していること。

②市内で創業して３０年以上経過していること。
③１０年以上実務に携わり、高度な技術を身につけている者がいること。

伝統産業事業所のＰＲについて

①ホームページ、ガイドブックの作成
②イベントなどへの出展等

さいたま市の伝統産業とは

さいたま市伝統産業

さいたま市では、伝統的な技術や精神に基づき、文化や風土、歴史的経緯から、本市の固有のものとし
て発祥し、現在もその伝統性を維持しながら経済活動を行っている「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和の
うなぎ」の３つの産業を「さいたま市伝統産業」に指定しました。

さいたま市伝統産業事業所

さいたま市伝統産業に属する事業所、伝統的な工芸技術を継承する事業所及び地域の特性と深い関連
のある事業所を「さいたま市伝統産業事業所」に指定しています。指定の用件は次のとおりです。

伝統産業ロゴマーク

伝統産業及び伝統産業事業所をさいたま市ブランドとして広くPRするためにロゴマークを作成しています。
本ロゴマークは、さいたま市における伝統産業のシンボルであり、指定された事業所においては、「さいたま
市ブランド」として訴求活動の一環として、様々な企業活動のなかで表示することができます。

資料１



予算額の推移
H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

予算額 7,048 3,867 2,694 2,347 2,441
決算(見込)額 7,353 3,356 2,316 2,287 2,441

事業内容

伝統産業ﾌｪｱ
HP・SNS運営
ﾊﾟﾈﾙ展
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
PR漫画作成
ｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成
PRﾊﾟﾈﾙ作成
ｲﾍﾞﾝﾄ等出店

伝統産業ﾌｪｱ
HP・SNS運営
ﾊﾟﾈﾙ展
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
PR漫画作成
ｲﾍﾞﾝﾄ等出店

HP・SNS運営
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
PR漫画作成

HP・SNS運営
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
PR漫画作成

HP・SNS運営
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成
PR漫画作成

（千円）

伝統産業事業所指定数

指定区分 指定数 廃業等による
指定取消数 現在指定数

伝統産業事業所
岩槻の人形 ５５ ６ ４９
大宮の盆栽 ７ １ ６
浦和のうなぎ １５ ２ １３

伝統的な工芸技術を継承する事業所 ３７ ４ ３３
地域特性と深い関連のある事業所 ４１ ６ ３５

合計 １５５ １９ １３６

R4.12.31時点

※令和２年度は伝統産業フェアの代わりにオリンピック関連イベントへ出店予定であったが、オリン
ピックの延期に伴い中止となり、令和３年度も実施されませんでした。

参考

※令和４年度指定取消（R4.12.31時点）
・事業所名 折原人形
指定の区分 伝統産業に属する事業所（岩槻の人形）
取消理由 事業活動の廃止
取消年月日 令和４年５月１６日



さいたま市伝統産業活性化事業の取組

・伝統産業ホームページ
・伝統産業Facebook
・伝統産業ガイドブック
・伝統産業紹介漫画
・伝統産業パネル展示
・商業施設、イベント等への出店

資料２



さいたま市伝統産業
ホームページ

●ＵＲＬ

http://www.saitama-dentousangyou.com/

●令和3年度実績

年間アクセス数 171,950件

http://www.saitama-dentousangyou.com/


さいたま市伝統産業
Facebook
●アカウント

saitama.dentousangyou

●フォロワー

291人(令和5年1月19日時点)

●令和3年度実績

年間更新数 257件



さいたま市伝統産業
ガイドブック

●令和３年度実績

作成数 10,000冊

配布場所 区役所、
支所、市民の窓口、
コミュニティ施設、
公民館、図書館、
博物館、観光案内所、
商工会議所、
伝統産業事業所 等



さいたま市伝統産業
紹介漫画

●令和３年度実績

作成数 13,000冊

配布先 市内小学校（３年生）



伝統産業パネル展示

※市内外で開催されるイベン
ト等においてパネルを展示

R４年度実績

・イオンさいたま市フェア

・うなぎまつり

・浦和美園グルメイベント

・藤原湖マラソン大会（みな
かみ町）

・あいづサマースカイフェス
（会津若松市） 他多数



商業施設、イベント
等への出店による
販路拡大

※新型コロナウイルス感染症の
影響等により、令和２年度・
令和３年度は実施なし

（参考）令和４年度実績
●鉄道ふれあいフェア出店
・宮善商店・小瀬木工
・志水製畳店

（参考）令和元年度実績
●鉄道ふれあいフェア
●伝統産業フェア
●浦和競馬地域連携事業


