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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【中央区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年８月 31 日（土） 14：00～15：30 

会 場：中央区役所 ２階 多目的室 

参 加 者：17 名（傍聴者１名） 

市出席者：市長、市長公室シティセールス推進課 

事 務 局：市長公室広聴課 

開催テーマ：住みたいまち さいたま市の魅力 ～さいたま市を選ぶ理由は何だろう？～ 
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市長挨拶

◆市長 

さいたま市長の清水勇人でございます。 

皆様におかれましては、日ごろより、市政全般にわたり、多大な御支援、御協力をいた

だいておりますことに、この場をお借りして御礼申し上げます。 

さて、本日は『住みたいまち さいたま市の魅力 ～さいたま市を選ぶ理由は何だろ

う？～』をテーマに、ここ中央区においてタウンミーティングを開催することとなりまし

た。 

最近、様々なメディアで“さいたま”の注目度が上がっており、皆様も改めて、“さい

たま”のよさを見直すきっかけとなっているのではないでしょうか。 

時流は今、“さいたま”に向いており、さいたま市の魅力、住みやすさを見つめ直し、

また、広くアピールする、絶好のタイミングにあると思います。 

そこで本日は、皆様が感じる「さいたま市の魅力」や、その「魅力」を「市内外に発信

し、共有する方法」などについてアイディアをお聞かせいただき、今後のさいたま市の魅

力発信の取組に生かしていきたいと考えております。 

まず私から現状や、市が行っている取組などについて御説明させていただき、その後、

御参加の皆様から、御意見や御提案をいただきたいと考えています。 

現在、さいたま市では「ＣＳ９０運動」を展開しています。毎年実施している市民意識

調査において、さいたま市を「住みやすい」、「住み続けたい」という市民を、来年、

2020年までに90％以上にしようと取り組んでいるものです。2020年を一つの目標と

しておりますが、2020年以降も、「住みやすい」、「住み続けたい」を伸ばしていくま

ちづくりは続いていきますので、これからも、市民の皆様にもお力添えをいただきながら、

また、本日の御意見なども参考にしながら、取り組んでいきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 



－3－ 

テーマ説明  

住みたいまち さいたま市の魅力 ～さいたま市を選ぶ理由は何だろう？～ 

◆市長 

【スライド１】 

 皆さんは映画「翔んで埼玉」を御覧になりましたか。今年２月から上映を開始し、大ヒ

ットとなっている映画です。観客動員数２８６万人、興行収入も３７億円超えとも言われ、

まだ上映している映画館もあるようですから、最終的にはもっと伸びると思われます。 

映画の中では「埼玉ネタ」が随所に描かれていて、「ださいたま」を自虐ネタ、「ディ

スる」と言うのでしょうか、それを逆に笑いとしているのですが、映画の後半では「埼玉

愛」にあふれ、大変おもしろい映画でした。 

映画でも埼玉がこれだけ話題となって、今、さいたま市は全国から注目され、様々なと

ころで高い評価をいただいています。 

【スライド２】 

本日の進行について御説明します。 

初めに、さいたま市の現状として、様々なさいたま市の評価や、人口について御説明し

ます。 

次に、さいたま市が選ばれるための魅力発信や、さいたま市の事業について御説明しま

す。 

最後に、皆さんが感じているさいたま市の魅力や、その魅力をどんな場所や方法で伝え

ているか、またはどんな方法で伝えたらよいかについて、意見交換をさせていただきたい

と思います。 

【スライド３】 

皆さんはこのようなランキングを御存知でしょうか。 

株式会社リクルート住まいカンパニーが行っている、「住みたい街ランキン2019関東

版」で、大宮が第４位、浦和が第８位と大変高い評価をいただきました。 

このランキングは、関東圏の20～49歳の方を対象としたインターネットアンケート調

査によるものです。 

高評価の要因としては、上野東京ライン等のアクセスの向上などが大きいとの分析がさ

れていました。 

なお、10位以内に入っていないものの、さいたま新都心（23位）や武蔵浦和（67位）

も上位に入っています。 

【スライド４】 

他のランキングも御紹介させていただきます。 

これは東洋経済新報社が実施している「幸福度ランキング」というものです。 

人口増加率などの基本指標に、健康、文化、仕事、生活、教育などの様々な指標を加え、

「幸福度」として総合ランキングとしたものです。 

こちらのランキングでも、おかげさまで20政令指定都市中総合２位との高い評価をい

ただきました。 

【スライド５】 

それでは、実際に市民の方はどう思われているのでしょうか。 

こちらは、平成30年度にさいたま市が実施した「さいたま市民意識調査」です。 

現在、さいたま市にお住まいの方からは、「住み続けたい」が86.1%、「住みやすい」

が84.2%と、おかげさまで非常に高い評価をいただき、ともに上昇傾向が続いています。 
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【スライド６】 

こちらは、国立社会保障・人口問題研究所データによる「さいたま市将来推計人口」の

グラフです。 

さいたま市は東京に近く、東日本の玄関口で交通網が充実していることなどに加え、教

育など、今まで行ってきたことの積み重ねや、何より市民の皆さん並びに企業・団体等の

御理解・御協力などが相まって評価され、現在のところは人口は順調に増加しています。 

転入人口も増加傾向で、転入者が転出者を上回っている状態です。 

しかし御承知のとおり、日本全体で見るとすでに人口減少へ向かっています。 

さいたま市も2030年の131万8千人をピークに、徐々に人口が減少していくことが予

測されています。 

【スライド７】 

さいたま市の将来人口推計を、０～14歳、15～64歳、65～74歳、75歳以上の４区

分に分け、その構成比率ごとに推計したものです。 

さいたま市の高齢化率はすでに増加を続けているところですが、2030年に人口がピー

クを迎え、人口減少となった後も高齢化率は増加し続けていくことが予測されています。 

相対して、15～64歳の生産年齢人口が減少していくことも予測されています。 

【スライド８】 

今後、人口減少が進むと都市の活力が低下してしまいます。 

少しでも人口減少を遅らせ、または減少が緩やかになるように対策を講じる必要があり

ます。 

そのためには、現在さいたま市に住んでいる人には住み続けてもらい、市外の人にはさ

いたま市を選んでもらうことが必要です。 

これらを実現するには、さいたま市が他の都市に比べて優位な点や強みを市内外にアピ

ールして、さいたま市の認知度や都市イメージの向上を図る「シティセールス」が重要で

す。 

【スライド９】 

それでは何をセールスしていくかですが、さいたま市には、例えば温泉のような、強力

なブランドとなるような地域資源はありませんが、「住みやすさ」を実感している市民の

方が多いといった特徴があります。 

そこで、「のびのびシティさいたま市」というさいたま市都市イメージキャッチフレー

ズを策定して、それを旗印として、さいたま市の魅力を「住みやすさ」と結びつけて発信

する、シティセールスを展開しています。 

また、シティセールスは地域の自己アピールの延長ですので、市民がよいまちと評価し

ないようなまちでは、訪問者や転入者は増えません。 

通常、シティセールスは市外への情報発信を重視する傾向がありますが、さいたま市は

市内への情報発信も重視しています。 

市民の皆さんが市への愛着や誇りを感じながら地域の魅力を享受し、また市外への発信

によって新たな資源を増やすといった循環を目指していくことが、さいたま市版シティセ

ールスです。 

シティセールスを行うことによって、市民の皆さんに市への愛着や誇りを感じてもらう

ことを目指します。 

また、市外の方には、様々なさいたま市の見どころや行事・イベントなどでさいたま市

に訪問していただき、さいたま市を知ってもらい、そのような経験をきっかけとして、や

がてはさいたま市に住んでもらい、住み続けてもらうことを目指しています。 
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【スライド10】 

ここからはさいたま市のシティセールス事業の一例を御紹介します。 

こちらは、民間の不動産会社との連携事業で、さいたま市の教育力や交通利便性をまと

めたリーフレット「やっぱりさいたま市に住もう」です。 

このリーフレットを民間の不動産会社が運営する住宅展示場、マンションモデルルーム

に置き、住居物件を検討している方に対し直接さいたま市の魅力を発信し、市内への定住

人口を増やす取組です。 

さいたま市にとっては市の魅力を発信することができ、不動産会社にとっては販売促進

につながるといった、相互協力事業です。 

【スライド11】 

１つ目は、インターネット広告を活用した市の魅力発信事業で、インターネット利用人

数が国内最多のメディア「ヤフージャパン」のサイト上にバナー広告を掲出するものです。 

インターネットの特性を生かして、対象地域、年代、検索ワード、掲載期間などターゲッ

トを絞り、市の魅力を効果的に発信するものです。 

２つ目は、「さいたまクリテリウム」や「さいたま国際マラソン」など多くの方が注目

するビッグイベントを活用し、さいたま市の魅力を知ってもらい、また、より多くの方に

さいたま市を訪問してもらう機会とするＰＲ事業です。 

【スライド12】 

こちらのさいたま市のＰＲキャラクターであるつなが竜ヌゥは、市報さいたまや市ホー

ムページ等にも登場しているので、御存知の方も多いと思います。 

ヌゥを見ると、ふるさととしてのさいたま市を感じてもらえるよう、ヌゥを活用した、

さいたま市への愛着や誇りを醸成する取組です。 

一番左の写真は10区に配置した青色防犯パトロール車のボディにヌゥを描いたもので

す。 

左から３番目の写真は母子手帳の表紙に、公募により絵本作成したヌゥを採用したもの

です。 

子どもや子育て世代の皆さんに愛着を持っていただくための取組です。 

また、このタウンミーティング開会前にも会場内で流れておりました市の歌「希望（ゆ

め）のまち」を活用した取組も行っています。 

各区役所のコミュニティ課でもヌゥの着ぐるみや、市の歌「希望(ゆめ)のまち」のCD

やダンスＤＶＤの貸出しを行っています。皆さんも地域のイベント等で活用していただき、

イベントを盛り上げ、さいたま市をアピールしていただければと思います。 

【スライド13】 

私は、「さいたま市イコール住みやすいまち」という都市イメージが全国に広がり、市

内外の皆さんや企業・団体の皆さんから選ばれる都市となるため、今後もシティセールス

を展開して行きたいと考えています。 

さいたま市には２つの優位性と４つの強みがあります。 

優位性としては、交通の利便性、災害への強さ。強みとしては、教育、環境、健康・ス

ポーツがあります。 

例えば教育においては、本市では「グローバル・スタディ」として英語教育に力を入れ

ていますが、先般行われた英語教育実施状況調査では中学３年生の英検３級相当が、全国

平均42.6%のところ、75.5%と大変高い結果となっています。 

また、地域の皆さんや団体等の御協力により実施している「チャレンジスクール推進事

業」は、子どもたちにも、参加されているボランティアの方々にも、大変よい取組だと評
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価していただいています。 

環境においては、首都圏有数の緑地空間と呼ばれる見沼田んぼがあり、総延長20㎞を

超え、散策のできる日本一の桜回廊があります。 

健康・スポーツにおいては、Ｊリーグのチームが２チームあります。 

また東京2020大会では、バスケットボールが埼玉スーパーアリーナで開催され、また

サッカーが埼玉スタジアム２〇〇２で開催されるなど、スポーツが盛んです。 

これらの積極的な積み重ねの成果を他の都市に負けない強みとして、シティセールスを

行っていきたいと考えています。 

【スライド14】 

また、さいたま市には多彩な魅力もあります。 

優位性や強みのほかにも、住みやすさを感じる素材はたくさんあります。 

伝統産業、文化、自然、また皆さんが今まで守り育ててきたものなど、さいたま市には

多くの魅力があると思います。 

皆さんは、さいたま市の魅力について、どのように感じていらっしゃるでしょうか。 

【スライド15】 

今後、さいたま市の魅力を市内外に発信するシティセールスを行うにあたり、行政はも

ちろん、皆さんにもさいたま市の魅力を感じていただき、それを発信していただきたいと

考えています。 

そこで、皆さんが感じている、さいたま市の魅力についてお話をお聞かせいただきたい

と思います。 

あくまで例となりますが、通勤・通学のしやすさ、住宅や家賃のこと、気候、身近な自

然のこと、皆さんが実際に感じているさいたま市の魅力は何でしょうか。 

 大好きな風景、仲間同士が集うところ、おいしいもの、おまつり、地域のつながりなど

お住まいの地域のよいところは何でしょうか。 

 また、他の都市に住んだり、または訪問して他の都市のことを御存知であれば、他と比

べてさいたま市のよいところは何でしょうか。 

あるいは、皆さんがさいたま市の魅力をどのような場や方法で伝えているかについてお

話をお聞かせいただきたいと思います。口コミなどのほか、最近ではＳＮＳへの投稿など

もあると思いますが、どのような場で、または、どんな方法で伝えれば、もっとよくなる

でしょうか。 

どちらか一方でも構いません。今後、市がシティセールスを行っていく上での参考とし

たいので、できましたら初めに、本市在住、在勤、在学歴も教えていただき、お聞かせい

ただきたいと思います。
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参加者との意見交換 

●参加者 

 私は大宮区に44年住んでいます。 

 さいたま市のよいところはたくさんありますが、３つお話します。 

１つ目に、医療面が充実していることです。 

２つ目に、ごみ収集とごみ削減への取組です。いくつかの自治体ではごみを減らすため

に、分別のルールを厳しくしているところがあります。ごみを減らす取組は確かに必要で

すが、さいたま市では単にルールを厳しくするのではなく、ごみを出す市民にも配慮して

いるのがよいところだと思います。 

 ３つ目に、市民に優しいことです。市報に載っている記事からも、高齢者はもちろん市

民全体に対する温かい配慮がみられます。 

●参加者 

市の魅力は、１つ目に医療が充実していること、２つ目に高齢者向けの介護施設の利便

性が高いこと、３つ目に交通の利便性が高いことです。これらは住みやすさにつながりま

す。 

４つ目にショッピングセンター、ショッピングモールなどの大型店舗ができているので

買い物にも便利であることです。 

５つ目に犯罪が非常に少ないことです。 

６つ目にスポーツをするための環境が整っていることです。高齢者が行うグラウンドゴ

ルフをしやすい環境があるのもありがたいです。それに関連して長寿応援制度が効果的に

働いています。 

こういったことが絡み合い、高齢者と若い方の両方にとって住みやすいまちになってい

ると思います。 

 また、一番の魅力は自然災害が少ないことです。大変ありがたいことだと思います。 

 私は自治会や老人会などを通して、いかにしてさいたま市のよさを維持し、発展させて

くのかを考えているところです。 

 そこで、市長にお願いがあります。 

１つ目に、住宅が増えて緑が減ってきていますので、緑を維持してほしいです。 

２つ目に、自然災害は少ないですが、それでも防災対策に十分に取り組んでほしいです。 

３つ目に、少子化対策、あるいは子どもの貧困問題の解決に向けて、行政が子ども食堂

に一層関与し充実させてほしいです。 

●参加者 

 私は、観光ガイドをしています。 

 昨年の11月に浦和の常盤公園で行われた行事を手伝っていたとき、９月に都内から浦

和に引っ越してきたばかりの、小さなお子様連れの来園者と話す機会がありました。 

その方が浦和を気に入って引っ越した理由は、近くに常盤公園があったからだそうです。

親というよりも子どもが気に入ったそうです。常盤公園の魅力は、まず大きな木陰がある

ことです。また、常盤公園にはたいていの公園にはある広場がないので、小さい子がボー

ル遊びのボールに当たる心配がありません。また、公園内に起伏があり、子どもが上った

り降りたりできて、体力づくりにもよい環境です。そして、夏もとても涼しかったそうで

す。 

 私は、夏に氷川参道へ行ったのですが、非常に涼しく、散歩やランニングをしている方

がたくさんいました。「住みたい街ランキング」第３位の吉祥寺には井の頭公園がありま

すし、大宮が第４位に選ばれたのもあのような環境があったからだと思いました。 
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街路樹も含めて多くの緑がおもてなしをするまちが、魅力的なまちだと思います。 

●参加者 

 私は、さいたま市に来て四十数年です。 

市の魅力は、空が広いことです。私も最初は全然気付きませんでしたし、これを聞いて

驚く方も多いと思います。仕事で北海道に行く機会があったのですが、札幌駅には高い建

物が建っていて空が狭いのですが、帯広駅は空が広く、着いた途端に伸び伸びした気持ち

になりました。 

 これと同様に、特に与野本町駅には高い建物がないので、駅に着くと解放感があります。

残念ながら大宮駅やさいたま新都心駅、北浦和駅、浦和駅には高い建物がありますが、与

野本町駅周辺は違います。せめて埼京線沿線の南与野駅と与野本町駅周辺だけでも建物の

高さ制限をしていただき、このままの環境を維持してほしいです。 

●参加者 

 私は結婚するまでさいたま市に住んでいました。その後、横浜市に７年住み、今、また、

さいたま市に住んでいます。 

 私の息子が通う小学校では、全国学力テストの成績が全国より平均20点ほど高いです。

一方で、スポーツテストは全て平均以下です。そこで、子どもの学力向上とともに運動能

力の向上を目指してほしいです。 

 息子にスポーツテストの結果が悪い理由を尋ねると、ソフトボール投げで５ｍほどしか

投げられない子が特に女子児童に多いと言っていました。理由を考えたときに、ボール投

げができない公園が多いからだと思いました。北浦和公園ではボール投げができません。

校庭はスポーツ少年団が使っていてそれ以外の人はほとんど使えません。女子など普段ス

ポーツをやらない子が気軽にボール遊びをできる場所が少ないと思います。 

 また、水泳についてですが、私が小学生の頃は夏の間に20回ほど泳いだ記憶がありま

すが、今は、授業で４回、夏休みに２回です。そのうち１回は中止になることが多いので、

合計で大体５回です。泳ぐ回数が少ないので、伏し浮きができない６年生が多いようです。

命を守るための最低限度の泳力がついていないと思います。 

 私は都内で働いていますが、職場で他の自治体に住んでいる方に聞くと、23区では、

スイミングスクールより安く3,000円ぐらいで夏休みに通えるプールがあると言ってい

ました。調べたところ市内にはそのような施設は１か所しかありませんでした。しかも私

の家からは歩いて行けない場所でした。 

 空いているプールがあれば利用できるようにして、泳げる機会をつくってほしいです。

また、スポーツ少年団などに入っていない子でもボールを普通に投げられる環境をつくっ

てほしいです。そうすれば、学力も運動能力も向上すると思います。 

●参加者 

 私は、中央区で生まれて育ちずっと住んでいます。 

 市の２つ優位性と４つの強みには、福祉の充実がなかったので、これがあるとよいと思

いました。私はゆりかごから墓場まで安心して暮らせるさいたま市を願っています。現在

でもそのための施策は多くありますが効果が実感できませんし、あまり中身がない気がし

ています。 

近所のスーパーマーケットで夕方、値引きシールが貼られると多くの人が集まってきま

す。それほどに庶民の暮らしが大変だということをわかってほしいです。また、貧富の差

も生じているように思います。 

 そこで、お願いがあります。ビッグイベントも大事だとは思いますが、小さなことにも

もう少し力を入れてほしいです。 

大宮区、浦和区、岩槻区はいろいろと話題に出てきますが、中央区、旧与野市は影が薄
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い気がします。「翔んで埼玉」のワンシーンでもありましたが、与野は“まあまあ”とい

う感じです。ですので、中央区をもっとアピールしてほしいです。私は中央区のことしか

わかりませんが、中央区にもたくさんよいところがあるので、いろいろとアピールしてほ

しいです。 

 それから、市の魅力発信については、さいたま市をシニアランチ発祥の地にして、それ

をアピールしてはどうでしょうか。私はシニアですが、以前お子様ランチを注文しようと

したらできないと言われてしまいました。ですので、シニアランチというものがあるとよ

いと思いました。 

●参加者 

 私は人から、さいたま市はどういうところか聞かれたときに、さいたま市のことをあま

り知らない人に対しては、大阪と京都が共存しているようなまちだと答えています。そう

すると、女性は素敵と言ってくれますが、男性は理解するのが難しいという反応をされま

す。ここでは、さいたま市の説明をするのに、私がなぜ東京を外したかがポイントです。

東京はみんなが知っている場所で、昔から多くの人が訪れています。さいたま市は東京と

物理的には近いですが、今は人もまちもまるっきり変わり、新しい道を独自に進んでいる

と思っています。 

また、私も「翔んで埼玉」を見ましたが、「翔んで埼玉」を見たことがある人から、埼

玉は本当に映画のようなところなのかと聞かれることがあるので、映画のようなものだと

答えています。しかし、あれだけ揶揄されても、埼玉にはそれを容認する寛大な人たちが

たくさんいると言っています。 

 一つだけ映画と違うのは、あの映画では、埼玉から東京に行くための通行手形が欲しい

人が多くいましたが、今は埼玉に来るための通行手形を欲しがる人が多いということです。 

 次に、中央区のことについてお話しします。私は40年前に旧与野市に引っ越してきま

した。その時に近所へ御挨拶に行ったのですが、ここは地元意識が強いのであなたは孫の

代まで地元の人だと認められないと脅かされました。そこで、自治会やまつりなどの行事

になるべく参加するようにしたところ、自然に溶け込むことができました。その時に優し

い人が住んでいるまちだと思い感銘を受けました。 

 このように溶け込むことができたのは、旧与野市が小さいまちだったからだと思います。

大宮も浦和も多分同じだと思います。市でも人が集まる施策を行っていますが、市には人

を孤立させない政策を行ってほしいです。赤ちゃんも若い方も、高齢者も、仕事を持って

いる人も、誰も孤立させないまちというキャッチフレーズがつくれるくらいに取り組んで

ほしいです。 

●参加者 

 私は、会社員時代は埼玉都民として都内に通勤しており、さいたま市のことをほとんど

知りませんでした。退職して９年経ちますが、今は、民生委員を務めるなどいろいろと地

元と関わる活動をしています。 

 さいたま市は、災害が少なく大変よいところだと思います。 

私は、全国的に問題になっているふるさと納税を問題視しています。ふるさと納税によ

るさいたま市からの流出額と流入額の統計を出してほしいです。 

ふるさと納税は本来、自分の生まれた場所や縁のある場所に寄付するものですが、現在

は返礼品が魅力的な自治体に集中してしまっています。さいたま市からも多く流出してい

るのではないでしょうか。そういった、ふるさと納税に対する考え方の違いはあるかもし

れませんが、さいたま市への流入額が多いのであれば、さいたま市に魅力があるというこ

とが数値により証明されたということになると思います。 

 住んでみて地元に馴染むとその場所のよさがわかってきます。中央区は歴史が古く、文

化財等、歴史を知ることができる細かな説明書きがまちなかに点在しています。点在する
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説明書きをまとめるとおもしろいものができると思います。 

◆市長 

 まず、医療のお話がありました。人口当たりの医師の数では、埼玉県もさいたま市も少

ない方で、埼玉県は全国の都道府県の中で最も少ないです。一方、診療所、いわゆる普通

の医院と救急病院への距離では、以前の調査ではさいたま市は全国で一番近いという結果

がありました。ここから、便利な都市だと言えると思います。地形が平らということもあ

り、生活するための様々な機能が比較的そろっていると思います。 

また、ごみのお話がありました。市でももちろんごみの減量化を進めていますが、その

中でも特に食品ロスの問題に積極的に取り組んでいます。「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａ

ｙ Ｓｏｕｐ（サイタマサンデースープ）」という取組を行っており市ホームページにも

掲載しています。日曜日はその週に買った野菜などが消費期限を迎えることが多いので、

それを捨てずに使っていただくものです。日曜日の夜に余った野菜などを活用してスープ

をつくり、家族団らんをしてほしいというメッセージを込めた取組です。また、フードド

ライブを子ども食堂などに活用する取組も行っています。特に浦和美園地区では、フード

ドライブに提供したものに対してポイントを付与する取組（「フードシェア・マイレー

ジ」）もあります。これらの活動を今後全市的にも展開させたいです。 

 買い物に便利というお話がありました。さいたま市は、これも以前の調査で、スーパー

マーケットまでの距離も全国で最も近いとされており、買い物に行きやすい環境にあると

いうデータがあります。 

 また、犯罪が少ないというのは、地域住民の皆さんが一生懸命防犯パトロールなどの活

動をしてくださっている効果だと思います。 

 そして、自治会や老人会などを通してさいたま市のよさを維持、発展させたいというお

話がありました。特に中央区は「さいたま市民意識調査」での「住みやすい」の割合がこ

こ数年90％前後で推移しており、10区の中でも高いです。私は、その要因の一つは、コ

ミュニティ活動が盛んで、自治会はもちろんいろいろな団体の皆さんが活動し、住みやす

いまちをつくっていただいているからだと思います。特に、ばらまつりに来る方をおもて

なししようと、ばらまつりの１週間前に行われる与野公園の清掃活動には団体含め

1,000人を超える皆さんが参加しています。バラの美しさ以上に、そう考える皆さんの

心は素晴らしいと思います。そのような活動をされている中央区の力、住民力、コミュニ

ティ力は本当に素晴らしいと思います。 

 中央区の魅力にはもちろんバラがあります。また、旧岩槻市を除くと市内では最も古い

段階で発展した場所で歴史もありますし、助け合う意識の高い方が多く住んでいる地域で

す。彩の国さいたま芸術劇場もさいたまスーパーアリーナもあります。中央区は少し考え

ただけでも多くの魅力を言える素晴らしいまちだと思います。こういったよいところを皆

さんに知っていただきながら、発展につなげていきたいと思います。 

 常盤公園で会った方との会話をもとにお話がありました。 

 緑の役割は非常に大きいと思います。温暖化も進んでいますし、また他の区で行ったタ

ウンミーティングで「さいたま市は東京みたいにごみごみしていないので帰ってくるとホ

ッとする」とお話をされた方もいました。そう感じるのは緑があることも重要な要素にな

っていると思います。しかし、緑が減ってきているのも事実です。市としても緑をしっか

りと維持したり増やしたりしていきたいです。公園については、近くに公園がないエリア

を中心に増やそうと取り組んでいます。 

 また、氷川参道のお話もありました。私も夏の暑い時期に氷川参道を走っていますが、

他の場所よりも５度ぐらい気温が低いと感じます。非常に涼しいです。それくらい緑の効

果は大きいと思います。 
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 空が広いというお話と建物の高さ制限が必要だというお話がありました。 

さいたま市では、６年ほど前から高度地区制限をして、住宅地には高層ビルが建たない

ようにしています。しかし、駅周辺を含む商業地区には高い建物も建てられるようになっ

ています。特に浦和駅周辺や大宮駅周辺では、高層マンションを建てるとすぐに売れてし

まう状況で、マンションが多く建つ傾向があります。ですので、駅の近くの学校では、児

童、生徒数が過度に増えています。国が目指しているコンパクトシティには近づいていま

すが、一方で、人口が駅周辺に集中しすぎている点は私も危惧しています。駅周辺のエリ

アは公園や保育所の整備も難しいのですが、何とかして解決しなくてはならないと思って

います。 

 学力だけでなく、子どもの運動能力向上にも力を入れてほしいというお話がありました。 

 運動能力の中でも特に投げる力が落ちてきています。またお話にあったようにボール投

げをする空間があまりありません。子どもたちには３つの“間”がないと言われていて、

それはスポーツや遊びをする空間、時間、仲間です。空間については、全ての公園でボー

ル遊びができるようにすることは管理者責任の関係上難しいです。しかし、少し大きい公

園では、場所を区切って子どもたちがボールで遊べる環境づくりをしたり、すぐに使わな

い市有地を活用して「スポーツもできる多目的広場」をつくり、ボール遊びができるよう

にしたりしています。「スポーツもできる多目的広場」は現在約40か所まで増えました。

こういった場所をもっと増やしていきたいと思います。 

また、スポーツ少年団などで運動している子とそうでない子で運動能力が二極化してい

ます。これについても今後の対策を検討しています。 

特に水泳については、御指摘のとおり水泳の授業の回数が減ってしまいました。今後は、

プールの老朽化の問題もありますが、各プールを全て作り直したり整備したりすると非常

に費用がかかります。全国的には１つのプールを数校で共有したり、授業で一部市内プー

ルを利用するのという取組も行われるようになってきています。また、これは体育館とプ

ールの両方が古い学校に限定されますが、体育館とプールを一体で整備し、温泉プールの

ようにすれば、地域の皆さんにも活用してもらえますし、子どもたちに対しても年間を通

じて水泳の授業ができるようになり泳力をつけられるかもしれないということで、教育委

員会で研究しています。 

 学力面や走ることに関してはよいのですが、投げる力や握力などの一部の運動が弱いの

で、今後対策に取り組んでいきたいと思います。 

 また、市としては学生に限らず、市民の皆さん全員のスポーツ実施率の向上を目指して

います。目標は成人の週１回以上のスポーツ実施率を70%以上にすることです。そのた

めに、スポーツができる場所をもっと増やしていこうと、スポーツ施設の整備を行ってい

ます。また、市で行っている大きなスポーツイベントは市民の皆さんのスポーツに対する

モチベーションを高めるためのものでもあると考えています。市内の成人の週１回以上の

スポーツ実施率は、平成22年度は39.7％でしたが、平成30年度は60％を超えました。

しかし、その中でも高齢者は高いですが、30代、40代はいまだに低い状況です。スポー

ツをすることで健康長寿にもつながりますので今後も取り組んでいきます。 

また、昔のような根性論だけでなく、スポーツ医学やメンタルヘルス、栄養学などの知

見を部活動に活用していきたいと考えています。さいたま市のスポーツシューレでは、

様々なデータをとり参画いただいている民間企業の知識や先端的な取組を活用しています。

将来的にはこれらを子どもたちの教育にも活用したいと考えています。短い時間で子ども

たちの体力を向上させたり、能力を高めたりすることにも取り組んでいきたいと思います。 

 福祉の充実のお話がありました。本日は違うテーマでしたので、お話はしていませんが、

実際に福祉の充実にも取り組んでいますので御理解ください。 
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市では、住んでいる皆さんが幸せを実感できるようにしたいと考えています。急激に高

齢化が進んでいますので、医療と福祉などを一体的に提供できる地域包括ケアシステムを

はじめとして、地域で安心して暮らせる体制づくりに取り組んでいます。 

 これから高齢者が増えてきますし、また、障害者も多くいらっしゃいます。このような

状況の中で、地域の中でみんなで助け合いながら高齢者も障害者も安心して暮らせる環境

づくりは、重要だと思います。 

シニアランチはすごくよい発想だと思います。 

 さいたま市を紹介する際に、大阪と京都が共存するまちと伝えているというお話があり

ました。 

 さいたま市は４つの市が合併したので、いろいろな特徴がありそれらがつながっていま

す。その多様性がさいたま市の魅力だと思います。例えば大宮は経済や商業の中心だと思

います。また、浦和は文教都市と言われています。与野は文化、歴史のほか、バラでも有

名です。市の施設ではありませんが、彩の国さいたま芸術劇場もあり全国に発信できるす

ごい施設です。そして、岩槻は旧城下町です。 

 もちろんそれぞれのよさをお互いにアピールし合うことも必要です。また、自分の住ん

でいる地域以外のことについても、見に行ったり、消費したり、活動したりして、それぞ

れの特色を理解しその素晴らしさを住んでいる皆さんが感じれば、もっと魅力的なまちに

なれると思います。 

 中央区にも自慢できるものがたくさんあります。市では、彩の国さいたま芸術劇場をも

っと生かそうということで、与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場までの経路をアート

ストリートとし、にぎわいのあるまちづくりに取り組んでいます。また、バラをもっと活

用したいと考えています。そして、なんといってもさいたまスーパーアリーナがあること

は非常に大きいです。これらを活用しながら、中央区を盛り上げていきたいと思います。  

また、孤立させないまちづくりのお話がありました。これはＳＤＧｓ
エス・ディー・ジーズ

（Ｓｕｓｔａｉ

ｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ／持続可能な開発目標）の考え方に通

じる考え方だと思います。さいたま市も市民一人ひとりが幸せを実感できるまちを目指そ

うと取り組んでおり、国の「ＳＤＧｓ未来都市」にも選定されたので、より一層こういっ

た考え方を持って取り組んでいきたいと思います。 

 ふるさと納税のお話がありました。ふるさと納税による市の昨年の減収は約41億円で

す。ふるさと納税は元々ふるさとに貢献しようという考えで始まりましたが、いつしか主

旨が変わり、還元率の高い返礼品がある自治体に人気が集まるようになりました。横浜市

では100億円以上、世田谷区でも大きな金額が減収になっています。 

 もちろんふるさと納税によって所得の再配分が行われることは重要だと思いますが、地

方財源を取り合ってしまっている状況は大きな問題だと思います。寄付していただくため

のコストが大きいので、マイナス面も多い制度だと思っています。 

 しかし、ふるさと納税には、市の魅力を発信するという面もあります。還元率の高い返

礼品は用意できませんが、もっと工夫して市の魅力を感じていただける返礼品をたくさん

用意しようと考え、取り組んでいます。 

●参加者 

 私は、大宮区に住んでいます。 

今日は市の歌「希望（ゆめ）のまち」についてお話しします。 

 市の歌は、大宮駅の発車メロディに使われたり、市役所の電話の保留音として使われた

りしています。市の歌ができた頃、地元の合唱クラブでは市から楽譜をもらい、約50名

全員が歌えるようになりました。現在もけやきひろばの歌声ひろばで毎月１回「希望（ゆ
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め）のまち」を歌っています。大変よい歌だと思います。 

 しかし、いろいろなまつりがありますが、まつりでは市の歌をあまり聞きません。例え

ば、春に文化センターで合唱祭が開かれいろいろな歌が歌われますが、市の歌を歌う団体

はありません。また、11月にソニックシティで合唱祭が開かれますが、ここでも市の歌

を歌う団体はありません。公民館でのまつりなどでも市の歌は流れません。まだ歌っても

らう余地があると思うので、もっとみんなに歌ってもらう取組をするとよいと思います。 

●参加者 

 私は21年前に四国からさいたま市に転入しました。昨年、定年退職し地元を見つめ直

したときに気になることがありました。 

 平成19年に「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」が施行されました。同年の秋

から市民活動をサポートするというものでした。指定管理者が市民活動団体と協働して、

市と市民が一緒に事業をやっていこうという前提でつくられたと思うのですが、残念なが

らその８年後に条例改正によって、市民活動サポートセンターの指定管理者制度はなくな

ってしまい、現在も市の直営だと認識しています。せっかくよい条例なので、管理に係る

部分を見直せば、復活できると思います。市と市民が一緒に協働する場や制度を元に戻し

ていただけないでしょうか。 

 いろいろな問題があるかもしれませんが、復活すればよい方向に進むと思います。 

●参加者 

 さいたま市は生活しやすいところです。 

私は、都内から引っ越してきて47、8年です。退職して17年ですが、以前は仕事に行

って帰ってきて寝て、また仕事の繰り返しだったので、住んでいながら地元のことを全然

知りませんでした。今は、中央区で高齢者の運動支援をしており、そこで地元の人たちと

も交流できていますし、勉強させてもらっています。 

私が、今一番楽しみにしているのは、中央区の人口の増加です。平成29年から「中央

区人口10万人到達日予想クイズ」が行われており、それを楽しみにしていたら、平成30

年１月５日に突破しました。その後も人口が増えるのが楽しみで、市報の中央区版に中央

区の人口が書いてあるので毎月確認しています。１か月に約100名ずつ増えています。 

●参加者 

 私は熊谷市から市内の中学校に通っています。 

 さいたま市は非常に住みやすいと思います。熊谷市は近くにショッピングモールがなか

ったり商店街が充実していなかったりと、買い物できるところが少なく、遠くまで行かな

ければなりません。しかし、東京まで行くには遠いので、比較的近い大宮に行く人が多い

です。小・中学生でも大宮に買い物に行きます。さいたま市は活気があると感じるので、

さいたま市は楽しいと思います。 

 熊谷市のおもしろいところは、もうすぐラグビーワールドカップが開催されるので、そ

れを受けて小・中学校でのクラブ活動や部活動でラグビーを取り入れていることです。こ

れはほかの自治体にはない、特徴的な取組だと思います。 

今後の魅力発信の取組として、市内にオンリーワンのものをつくるのはいかがでしょう

か。例えば、大きなテーマパークや最新技術を使ったＶＲ、プロジェクションマッピング

など、遊びに行く施設や大人も子どもも楽しめる施設があれば遠くからでもさいたま市に

来てもらうことができ、訪問人口が増えると思います。来てくれた人たちがそれをＳＮＳ

などで発信してくれれば、市の魅力がいろいろなところに発信できると思います。 

●参加者 

 私は県外から市内の中学校に通っています。 
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 私が感じる市の魅力は駅にあります。私はさいたま新都心駅を利用しているのですが、

毎年７月になると七夕の短冊が飾られています。さいたま新都心まちづくりバリアフリー

ボランティアの方々が飾りつけをしていることを知りました。私の住んでいる地域にはな

い、とても素敵な企画だと思いました。 

 また、11月からは駅近くのけやきひろばでイルミネーションを見ることができます。

学校や仕事で疲れている駅利用者はもちろん、このイルミネーションを見るために多くの

人が訪れているのを私は見てきました。 

 このように駅でイベントがあると、私のような県外または市外から通勤通学している人

が駅を利用した際に、さいたま市が魅力的に思えます。 

 また、魅力発信には、ヌゥの着ぐるみを利用するとよいと思います。各地のショッピン

グモールなどで、着ぐるみと一緒に市の魅力を知ってもらうイベントを開催するのはどう

でしょうか。小さなお子さんを連れた家族を中心とした多くの観客が集まり、そこで市の

強みである交通の利便性や子育て環境の充実などをアピールし、魅力を知ってもらうきっ

かけをつくっていけると思います。 

●参加者 

 私は市内の中学校に通っています。 

 私は、市の魅力を伝えるために、さいたまスーパーアリーナのイベントを活用できない

かと考えました。さいたまスーパーアリーナでイベントがあるときに、市の名物や名産品

を紹介したり、ちょっとしたお菓子を配ったりして市の魅力を発信してはどうでしょうか。

イベントの参加者の大半は10代から30代という若い層なので、その人たちがさいたま市

に住みたいと思ってくれれば、将来的に若い世代がさいたま市に転入し、家庭を持つと思

います。そうすると、市内で家庭を持つ人が増えるので、子どもの人口が増える可能性が

あると思います。 

 また、学校の廊下には「さいたま国際マラソン」のポスターが貼られているのですが、

市内の夏まつりのポスターは貼られていません。市内ではおまつりも豊富ですが、あまり

知る機会がないので、夏まつりのポスターも学校に貼って宣伝してほしいです。人がたく

さん集まればおまつりもさらに活性化すると思います。 

●参加者 

 私は、結婚を機にさいたま市に転入し、今年で15年目です。 

 市の魅力は、託児付きの市民向け講座が充実しているところです。初めての子育てでワ

ンオペ育児になりがちでした。両親ともに遠方で短時間子どもを預けることもかなわなか

ったので、とても息が詰まっていました。リフレッシュ利用などで保育所に子どもを預け

るのは抵抗があり、結局一度も利用することができませんでした。 

 講座に参加することで普段交流しない世代の方とアカデミックな会話ができ、気分転換

になったことを今でも覚えています。そこで、ジェンダーやＬＧＢＴ、キャリア支援やメ

ンタルヘルスなど様々なテーマで語り合えたことは今でも私の財産になっています。 

 子育て世代だけではなく、現役世代やシニアの方々にも生涯学習ができる機会が整って

いるところが市の魅力だと思います。これは、さいたま市に住み始めてから知った魅力で

す。子育て世代の方に事前に周知することができれば、市の人口がもっと増えると思いま

す。実際に市外の方が同じ講座に参加されたときに、こういった講座があるのは魅力だと

言われたことがあります。 

 一方で、問題は子育てに関する情報が、本当に情報を欲している子育て世代に届いてい

ないことです。講座の参加者は、私を含めリピーターが多く、新たに参加する方は少なか

ったです。もっと広く周知できれば、子育てに悩んでいる方にも届くと思います。提案と

しては、現状は、図書館など市民が使うところにはこれらの講座の情報が多いのですが、

そうではなくて転入届を出すような場所、これから市民になろうとしている方にもすぐに
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わかるところで周知するのがよいと思います。 

●参加者 

 私は高齢者ですが、市の魅力は高齢者を大事にしていることです。そのような記事が市

報にも掲載されていました。高齢者が住宅に入居する際、不動産屋は独身の高齢者だから

といっても、特に配慮はしてくれませんが、市ではそれらのことを考えているという記事

も市報に掲載されていました。 

また、高次脳機能障害者支援センターが大宮区に新設されるなど、市ではいろいろな新

しい試みを行っていることを、市報や口コミで知ることができました。 

◆市長 

 市の歌「希望（ゆめ）のまち」の活用のお話がありました。小学校ではよく歌われてい

るのですが、まだ浸透しきっていないのが現状です。 

知ってもらう取組としては、さいたま商工会議所青年部が募集している「さいたま市商

工業イメージアップキャラクターさいたま小町・源氏」でグランプリになった方々に、さ

いたま観光大使になっていただき、各イベントで市の歌を歌ってもらっています。 

 また、前回の「さいたまトリエンナーレ」の時には、各学校の皆さんに踊り付きで合唱

していただきその動画をインターネットにアップしました。 

 ちなみに、私も毎年、テレビ埼玉の埼玉政財界人チャリティ歌謡祭という番組に出てい

るのですが、５年に一回は市の歌を必ず歌うようにしていて、これまで２回手話を付けて

歌いました。 

歌うとそのよさがわかると思います。まだ知っていただく余地がたくさんあると思いま

すので、もっと活用したいと思います。 

 「さいたま市市民活動及び協働の推進条例」と市民活動サポートセンターのお話があり

ました。当時は指定管理者として市民の皆さんと市が協働で運営していたのですが、ガイ

ドラインや基準が十分でなかったので少し誤解を招いてしまったこともあり、運営方法に

ついてアンケートを取りながら検討しているところです。また何らかの形で市民の皆さん

との協働を進めやすい運営や環境をつくっていきたいと思います。 

 都内で働いているときは、さいたま市は寝に帰るだけの場所だったが、最近は高齢者の

運動支援などに参加しているというお話がありました。 

 市としては、現役世代のときには市外で働いていた方々の能力や情熱や思いを定年退職

後や子育てが一段落した後の人生（セカンドライフ）の中でさいたま市のまちづくりなど

の活動に使っていただきたいという思いがあります。今年の９月には浦和のコムナーレの

９階にセカンドライフ支援センターを開設予定です。 

そこでは、セカンドライフにおいて、いきいきと生涯現役として社会参加いただけるよ

う、ボランティア、就労、生涯学習等に関する相談・情報提供を行います。将来的には、

もっと身近なところにあった方がよいと思いますが、まずはそこからスタートする予定で

す。多くの方に来ていただき地域デビューを果たしていただきたいと思います。これまで

は「さいたま市シニアユニバーシティ」が地域デビューのきっかけになっており、そこで

仲間が少しずつできて、その後活動に参加する方が多くいました。セカンドライフ支援セ

ンターもそういった形につなげていきたいです。 

交通の結節点で訪れやすく、市外からも行きやすい環境にあるさいたま市だからこそ、

御提案のあった施設などを積極的に誘致していきたいと思います。 

 熊谷市も非常によいまちだと思っていますので、さいたま市のよさも考えていただきな

がら、熊谷市のよさも是非考えていってください。 
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 駅でのイベントのお話がありました。 

 さいたま新都心駅では様々なイベントが行われています。その中で、障害のある人もな

い人も暮らしやすいまちをつくっていこうということで、さいたま新都心バリアフリーま

ちづくりボランティアの方々に一生懸命活動していただいて、様々な活動を展開していま

す。 

また、７月の七夕、11月から２月までのイルミネーションは楽しいイベントです。個

人的には「けやきひろばビール祭り」も楽しいイベントだと思います。このような楽しい

イベントは魅力につながると思います。普段はゆっくり静かに暮らしたいという思いもあ

るでしょうが、時々にぎわいや楽しい雰囲気があることも必要だと思います。そういった

ことももっとアピールしたいと思います。 

 また、ヌゥの着ぐるみの活用のお話がありました。最近は少しずつヌゥがいろいろな商

業施設で活動するようになりました。コクーンシティにも年に数回市のＰＲのためにヌゥ

を派遣しています。非常に人気があり、小さな子どもたちもたくさん寄ってきてくれます。

これももっと充実させたいです。 

 さいたまスーパーアリーナでのイベントを活用するというお話がありました。 

さいたまスーパーアリーナのイベントには多くの人が訪れるので、この人たちにアピー

ルすることは重要だと思います。さいたまスーパーアリーナの稼働率は非常に高く、来場

者も年間約350万人というデータが出ていました。これは横浜アリーナの約1.5倍です。

また駅から近いです。コンサートや格闘技、見本市などいろいろなイベントが行われる場

所なので、ここで市の魅力を発信することは効果的だと思います。 

 また、各学校に御協力いただき、おまつりなども含めた地域のイベントのポスターなど

を掲示していただき、お知らせできるようにしたいと思います。 

 託児付きの市民向け講座が多いことが魅力だというお話がありました。しかし、情報が

欲しい人に十分届いていないという御指摘がありました。 

 基本的には市報や市ホームページで情報を発信していますが、十分には届いていないと

認識しており、もどかしさを感じています。もっと効率的かつ効果的に発信できる方法を

考えています。 

子育て世代への情報発信で言うと、浦和美園地区の子育て世帯に向けて、ＡＩを活用し

た情報配信サービスを実験的に行っています。これは、ＡＩが自動的に収集した子育てイ

ベントやサービスなどの情報をスマートフォンなどに提供するＷＥＢアプリです。プッシ

ュ通知型の情報提供も検討しています。 

プッシュ通知型は関心のある方々に関心のある分野の情報が流れるので、普通に情報が

発信されるよりも見られる可能性が高いと思います。これがうまく機能すれば、対象範囲

を市全域に広げていきたいと思います。広報の重要性は感じていますので、欲しい人に欲

しい情報がしっかり届けられるよう工夫していきたいです。 

 市報のお話がありました。いつも市報を読んでくださってありがとうございます。 

 お話にあったように今年度「さいたま市高次脳機能障害者支援センター」を開設しまし

た。高次脳機能障害は突然の予期せぬケガや病気が原因で起こります。見た目にはわかり

づらく、本人や身近な人も気づきにくく、困っている方は多いです。このセンターでは相

談支援などを行います。 

また、昨年度は、子ども家庭総合センターを開設しました。ここでは、児童相談所や教

育相談室、こころの健康センター、ひきこもり相談センターなどを１か所に集めてそれぞ

れの専門家を配置し、素早く対応できる状況をつくり子どもたちをしっかり支えていこう

としています。非常に多くの利用者がいます。児童虐待などいろいろな課題がありますが、
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子どもたちだけではなく、家族の皆さんを含めてバックアップとサポートをしていきたい

と思っています。普段は一般の子どもたちがたくさん集まり楽しく過ごす場所にもなって

います。また、全国から視察に来られる方も多いです。そういったことも多くの皆さんに

また広報していきたいと思います。 

 本日は、中学生にも参加いただき、いろいろな視点から御意見をいただきました。市の

魅力とその発信の方法についてお話をいただきまして、ありがとうございました。 

 皆さんからいただいた御意見をしっかり受けとめながら、より効率的な魅力発信につい

て積極的に取り組んでいきたいと思います。そしてできれば、市外に向けては市民の皆さ

んと一緒になってさいたま市のよいところはここだよと言えるようにしていきたいので、

引き続きよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。 

■補足説明 

「フードシェア・マイレージ」について 

令和元年８月から岩槻区本町の「岩槻菓紗里 藤宮本町店」にも「フードシェア・マイレージ」

の受付窓口を新規開設しています。 

（環境局 資源循環推進部 資源循環政策課） 

「緑の維持」について 

 さいたま市は、急速に都市化が進展し、特に市街地においてはマンションや商業施設の増加及

び交通基盤の整備等に伴い貴重な緑が減少傾向にあり、ヒートアイランド現象の緩和や都市景観

の向上等の観点からも市街地に緑を確保していくことは重要な課題であると認識しています。 

 緑を取り巻く環境が大きく変化する中、本市では、市街地においても市民が緑を感じられる機

会を創出するため、公共施設や民間建築物に対する緑化指導や、各家庭での接道部の緑化の推進、

また、良好な自然環境を有する緑地の保全など、緑の創出、保全のための様々な取組を行ってい

ます。本市では、市街地に点在する緑を地域の貴重な財産と考えており、「都市緑地法」「さい

たま市みどりの条例」に基づき、良好な自然環境を有する緑地を保全し、特に貴重な緑地につい

ては、永続的な保全を目的に公有地化に努めています。今後も、行政だけでなく、市民・事業者

等とも連携しながら、多様な手法により緑豊かなまちづくりを推進してまいります。 

（都市局 都市計画部 みどり推進課） 

「防災対策」について 

災害から市民の命を守り、被害を最小限に防ぐためには、「自助」・「共助」・「公助」の連

携が大切です。過去の大きな災害の教訓から行政としても様々な対策をとってまいりましたが、

市民一人ひとりが自分の身は自分で守る「自助」の取組が大変重要です。 

 「自助」に関して、もしも災害が発生した時の行動や、災害に備えて準備できることなどをま

とめた「防災ガイドブック」を配布したり、「我が家の防災対策」について出前講座を実施した

りするなど、今後も啓発活動に努めてまいります。 

 また、隣近所の声のかけ合いなど団結して組織的に活動し、自分たちのまちは自分たちで守る

「共助」についても、自治会を基礎とし地域住民の皆様が自発的につくる自主防災組織の結成を

促進し、その活動を引き続き支援してまいります。 

（総務局 危機管理部 防災課） 

「行政の子ども食堂への関与」について 

 さいたま市では現在、地域社会の中で、子どもが様々な世代との交流を通じて健全に成長でき

る環境づくりを推進するため、子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）に取り組む団体等

に対して食材購入費や運営費への補助を行っています。 

 今後も引き続き補助を実施するとともに、事業の実施にあたっては、広報支援や場所の確保に
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ついても団体等と協力して進めてまいります。 

（子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課） 

「建物の高さ制限」について 

さいたま市では、低層住居専用地域においては10ｍまたは12ｍの高さ制限が、中高層住居専用

地域及び住居地域においては15ｍまたは20ｍの高さ制限が原則として設けられています。 

（都市局 都市計画部 都市計画課） 

「スポーツもできる多目的広場」について 

「スポーツもできる多目的広場」は、平成30年度末時点で48か所整備されています。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「中央区のアピール」について 

御提案のありましたとおり、中央区には、さいたま新都心駅、さいたまスーパーアリーナ、彩

の国さいたま芸術劇場をはじめ多くの地域資源があります。こうした大きなさいたま市の魅力と

なっているものを活用したシティセールスを今後も積極的に行ってまいります。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

区の観光政策の一環として、上峰囃子連や与野鴻沼太鼓などの団体が、魅力発信を目的に区外

でのイベント等でも活躍しています。 

 また、与野公園で５月に行われる「ばらまつり」や、与野駅西口駅前通りで10月に行われる

「大正時代まつり」など、大きなイベントも行われています。 

 これらのイベント等を活用しながら、より効果的な魅力発信につなげられるよう、検討してま

いります。 

（中央区役所 区民生活部 総務課） 

「中央区に点在する文化財等を利用した魅力のアピール」について 

市（区）の魅力発信や地域資源の活用として、歴史を中心とした指定文化財や歴史等に関して

広く周知を行うことは、ＰＲ手段にとどまらず、市民（区民）にとってのシティプライド（愛着）

の醸成にはかかせない、重要なアイテムであると認識していますので、今後のＰＲ手段としての

一層の活用を検討してまいります。 

（中央区役所 区民生活部 総務課） 

「シニアユニバーシティ」について 

令和元年度からシニアユニバーシティの「大宮中央校」を「中央校」と名称を変更し、中央区

（さいたま市産業文化センター）に会場を変えて開講しています。 

（保健福祉局 長寿応援部 高齢福祉課） 

「さいたま市にしかない施設のシティセールスへの活用」について 

現在、さいたま市には、さいたまスーパーアリーナ、埼玉スタジアム２〇〇２、大宮盆栽美術

館など全国的にも有名となっている施設があり、シティセールスに活用しています。 

さいたま市の優位性の一つである交通の要衝を生かし、ランドマークとなるような施設が整備

された際には、さいたま市の魅力発信につながるものとして、インターネットやＳＮＳなども活

用してシティセールスを展開してまいります。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

「子育て世代への情報発信」について 

 美園地区の子育て世帯向けに、ＡＩを活用した地域の情報配信ＷＥＢアプリ（子育て支援アプ

リ「Ｂａｍｂｉ」）を開発しました。子育てイベント情報をクロールエンジンが抽出し配信する

ほか、医療機関情報などを一つのＷＥＢアプリで提供しています。 
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（都市戦略本部 未来都市推進部） 

市外からの転入者のうち、小学生以下のお子さんのいる御家庭や妊娠届を提出された方に、出

産や子育てに関する各種施策や相談窓口などを掲載した冊子「子育て応援ブック」をお渡しして

いるほか、地域で子育てを応援している各種団体のイベントやサークル、サロン情報をまとめた

冊子「あそび場ガイドブック」を各区役所支援課や保健センターなどで配布しています。また、

市公式の子育て応援サイト「さいたま子育てＷＥＢ」では、登録いただいた団体やサークルが子

育て講座などを随時掲載しています。 

（子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課） 

※参加者との意見交換の議事録は、実際の内容を基に作成していますが、個人情報を含む内容や

わかりにくい表現、事件事故について事実の確認ができないものなどについては、加筆・訂正

している部分があります。あらかじめ御了承ください。 

※意見交換については、開催日時点での内容となっています。その後の状況変化（法令改正など）

に応じた修正をしていませんので御了承ください。


