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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【岩槻区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年９月７日（土） 14：00～15：30 

会 場：岩槻区役所 ４階 第１会議室 

参 加 者：20 名（傍聴者４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、ここ岩槻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。 
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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。 



－7－ 

参加者との意見交換 

●参加者 

私は見沼区に住んでいます。 

 他都市と比べてさいたま市が優れている点は、１つ目に、自然災害が少ないことです。

今、台風や大雨などの天候不順が多いですが、さいたま市では自然災害が少ないので住み

よいまちだと思います。 

 ２つ目に、買い物などの生活に便利なことです。家の近くにはスーパーマーケットもコ

ンビニもあります。また市内であれば、たいていのまちは車を使わなくても、自転車や電

車で行くことができます。 

 ３つ目に、都心に比べて家賃が安いことです。赤羽や池袋の家賃に比べるとさいたまの

家賃は安いですし、交通の利便性も高いので魅力です。 

●参加者 

私は岩槻で育ちましたので、特に地元愛が強いです。 

岩槻は指定登録文化財が57もあり、味のあるまちですが、これを知らない人も多いの

で広めるための活動を始めています。 

 また、他都市と比べて情緒があるまちだと思います。文化財が多いことと料亭が多いこ

とからそう思います。小さいまちですが料亭がいくつもあるので、レストランではなく料

亭で食事できるというのは、さいたま市の中でも特に岩槻の魅力だと思います。 

 魅力発信についてですが、そもそも地元の人でも岩槻のことを知らない人が多いと思い

ます。せっかくテレビ番組が岩槻に来て地元の人に岩槻のよいところを聞いても「岩槻に

はよいところがありません」と市民が答えてしまい、それが全国放送で流れてしまうよう

な現状です。地元の人に対して、もっと地元のよいところをアピールしなければならない

と思っており、そのために、岩槻のよいところを工夫しながらもっと積極的にアピールし

たいです。 

●参加者

私は岩槻区に住んでいます。 

 岩槻の魅力は、歴史ある建物です。時の鐘や岩槻藩遷喬館があります。また、お寺も多

いです。そのような優れたものをもっと有効活用した方がよいと思います。具体的には、

道の駅とコラボレーションするとよいと思います。 

 また、市の魅力は都心へのアクセスがよいことです。既に交通の利便性が高いですが、

地下鉄の延伸をしていただくとさらに魅力的なまちになると思います。 

●参加者 

 私は岩槻区に24年住んでいます。 

 人と人のつながりを大切にする地域ということで、自分が住んでいる地域の魅力につい

てお話しします。 

 現在、私が住んでいる地域は自治会活動が非常に盛んで、子育てしやすいコミュニティ

になっています。私たちのような親世代と、高齢者やその他の様々な世代の人たちが住ん

でいる自治会です。困ったときに助けてもらうこともありますし、温かく見守られていて

安心して子育てができています。ここで生活していなかったら、４人の子育ても安心して

楽しくできていなかったと思います。 

 区で行っている子育て支援センターや児童センターのイベントもたくさん通いました。

子どもたちはもう、４人中３人が選挙権を持つほど大きくなりました。自治会では、第一

線で活躍している人たちが高齢化しているので、今度は私たちがもっと積極的に参加し、
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恩返しをする時期が来ていると感じています。自治会活動を敬遠してしまう新しく引っ越

してきた若い世代の方にも、自治会に参加する魅力を伝えていきたいと思っています。回

覧板で情報を共有したり近くに住む人の顔を知ったりするだけで、住みやすさや安心感の

土台となると思います。 

 また、子育て世代には、ＰＴＡ活動を通じて地域のつながりの大切さを伝えたいです。

子どもたちには、小学校のチャレンジスクールなどで岩槻伝統の木目込みの簡単な小物づ

くりを教えたり、本の読み聞かせのボランティアの時に地域の話を取り入れたりしていま

す。これからも継続して、みんなが地元を大好きになるような地域の魅力を発信していき

たいです。 

●参加者 

 他の自治体に先駆けて防災士を組織化したのはさいたま市でした。私は防災アドバイザ

ーをしていますが、防災アドバイザーという制度もさいたま市が他に先駆けて開始しまし

た。防災士は全国に多くいますが、組織化されている自治体は少ないです。災害が少ない

とはいえ普段からの準備は必要なので、組織化することは大変よいことだと思います。今

後も活躍していきたいと思えるような市からの支援も多いので、よいまちにしていけると

思います。 

●参加者 

私は浦和区に住んで40年です。 

 市の魅力についてですが、「幸福度ランキング」で政令指定都市中総合２位とあります

が、同じ調査で人口50万人以上の都市の中でも全国３位なので、これも素晴らしいこと

だと思います。 

 私は、さいたま市には２つの特徴があると思います。１つは、大宮が北関東や東北への

ゲートウェイ、玄関口となっていることです。これは、仕事のときに便利です。大宮から

いろいろな電車も出ていますし、道路網も発達しており自動車での移動にも便利です。 

 もう１つは、浦和に住まいとしてのブランドがあります。建設関係の知人によると、建

設業界では、駅から500ｍ離れると駅前という言葉は使わないそうですが、浦和駅につ

いては、駅周辺500ｍの地域を駅前と言えるのだそうで、このような地域は関東で浦和

だけだそうです。 

このような交通と住まいという２つの特徴が一つの市に共存していることが、さいたま

市のよいところだと思います。２つの違うものがあるというよさを全面に出してアピール

してほしいです。 

●参加者 

 私は岩槻に住んで16年です。 

 さいたま市は交通の利便性が高く、病院、図書館、公園、運動場などの施設が多いこと

が魅力です。また、老人ホームなどの介護施設も多いので、若者だけでなく高齢者にとっ

ても住みやすいまちになっており、それも魅力だと思います。 

●参加者 

 私は児童についてお話しします。市内各区に児童センターがあります。岩槻区の児童セ

ンターにはプラネタリウムもあるので、子どもにとってよい環境だと思います。また、先

日、目黒区や札幌市で児童虐待などの悲しいニュースがありましたが、さいたま市の児童

は市長の子どもだと思って大切にしてほしいです。決して虐待のないさいたま市であって

ほしいです。 

◆市長 
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 まず、自然災害が少ない、買い物に便利、家賃が安い、交通の利便性が高いというさい

たま市の優れている点のお話がありました。 

 「翔んで埼玉」でも海への憧れが描かれていましたし、昔は私も海や山に憧れていまし

た。しかし、海がなく、また、平らな地形であることが、住みやすさや、360度いろい

ろな場所につながっている利便性や、災害の少なさという魅力につながっているのだと思

うようになりましたし、多くの方がそれに気付いてきたと思います。近年、自然災害が増

えたことにより一層それに気付いた方が多くなってきたと感じます。 

 情緒のあるまちということで、岩槻区の指定登録文化財のお話、料亭が多いというお話

がありました。 

和の雰囲気を醸し出してゆったり食事ができる料亭は、数が減ってきています。料亭が

残っていることは岩槻の特徴だと思います。岩槻区は旧城下町ということもあり、歴史と

文化を大切にし、それが継承されてきたまちだと感じることができます。そのようなまち

があることがさいたま市の魅力にもなっていると思います。 

 時の鐘、遷喬館のお話がありました。さいたま市は、４つの市が合併してできました。

浦和は文教都市や住みやすいまち、大宮は商業や経済の中心的役割を果たすまち、岩槻は

歴史や伝統文化があり落ちついた雰囲気があるまち、与野はさいたまスーパーアリーナや

彩の国さいたま芸術劇場があるまち、バラのまちとして発展しているなど、それぞれ違い

があり、それぞれが魅力的な地域となってさいたま市を構成しています。 

 合併から20年近く経ち、だんだんとお互いがそれぞれのよさを認められるようになっ

てきたと思います。それが、「住みたい街ランキング」や「幸福度ランキング」で上位に

なったという結果につながっていると思います。 

 そういう意味では、それぞれの地域の素晴らしさと多面性多様性のある多彩な市の魅力

をもっと発信できれば、市の魅力をさらに知ってもらえると思います。逆に多面性があり

すぎるので、なかなか絞りきれず伝えきれないということもあるかもしれません。岩槻に

ある時の鐘、遷喬館という素晴らしい建物もまだ生かしきれていないと思います。 

市では、岩槻にあるいくつかのまちなみを残したり、復元したり、街路などに面する建

物の正面部分であるファサードを昔風にしたりという取組をしていきたいと思っています。

これにより岩槻の価値をさらに高めていきたいです。 

 交通の利便性については、地下鉄7号線延伸にも積極的に取り組んでいます。アーバン

パークラインの急行で岩槻から大宮まで７、８分になると聞いています。地下鉄７号線が

通った場合、交通の結節点が増えることにもなりますので、岩槻エリアの利便性がさらに

高くなり、魅力が高まると思います。 

 人と人とのつながりを大切にする地域だというお話がありました。岩槻区は「さいたま

市民意識調査」での「住みやすい」の割合は市全体と比べると低いですが、「定住意向」

は低くはなく、それだけ地元愛が強くて人と人とのつながりを大切にする地域だと感じま

す。 

岩槻区は全10区の中で最も面積が大きく、自然が残っており、長年培ってきた地域性

が残っています。また、岩槻区だけではありませんが、多くの区で自治会活動を熱心に行

っていただいています。 

防災士のお話がありました。以前から、さいたま市は自然災害に強いとされていました

が、私が市長に就任したばかりのころに、地域の防災力をもっと高めたいという思いがあ

り防災士を組織化しました。専門的な知識を持った方々が地域の中で中心的に防災の活動

に参加したり、サポートしたり、アドバイスをすれば地域の防災力がもっと上がるだろう

という思いで始めた制度です。 
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 防災ボランティアコーディネーター制度とあわせて、地域の皆さんの力をお借りしなが

ら防災力を強化しようと考えています。もちろん行政がやるべきこともありますが、「自

助」・「共助」・「公助」の中で「自助」と「共助」の部分をある程度担っていただきた

いという思いでつくらせていただきました。 

 防災士の皆さんには積極的かつ自発的に活動していただいています。組織化したことも

要因かもしれませんが、皆さんが非常に前向きで、会合も多く開いているようです。各地

区の中で積極的に取り組んでいただいているおかげで、地域に防災力が根づいてきている

のだと思います。災害に強いまちをバックアップしているのは、まさに地域の防災力だと

思いますので、引き続き、活動をお願いします。 

 北関東、東北のゲートウェイであること、住みやすいまちとしてのブランド力が高いこ

となどのお話ありました。 

 北関東、東北のゲートウェイという視点から言うと、市内で最も大きな結節機能を持っ

ている大宮駅の駅前に「まるまるひがしにほん」という東日本連携センターを開設しまし

た。これは、東日本のおいしいものやよいものをそこでお知らせしていこう、発信をして

いこう、また、東日本の地域の生活文化やよさを皆さんに知っていただく機会にしようと

いう場所です。そこが一つの象徴的な場所となり、そこからさいたま市内やその他首都圏

全体にもつながってほしいという思いで開設しました。 

 大宮駅は以前から玄関口という言い方をしていましたが、ただの通過駅となってしまう

可能性もあるので、大宮駅で降りてもらいたいと考えています。東京へ行くよりもさいた

まに来た方が東日本のおいしいものやよいものが買える、食べられると思われるまちにし

ていきたいと思っています。さいたま市が東日本の地域の発展に協力することで、さいた

ま市もさらに発展できるのではないかと考えています。 

 来年の東京2020大会では市内でバスケットボールとサッカーの試合があるので、そこ

に来た方々を東日本へつなげていきたいということで、東日本の自治体とも連携しながら

準備をしているところです。 

 また、つい最近ニュースになりましたが、南魚沼市と連携して、南魚沼市の雪を活用し

た熱中症予防対策も行いました。 

 そして、さいたま市は、住みやすいまちとしての価値も大きいと思っています。これは

浦和が中心的な役割を担っているのだと思いますが、これを市内全域に広げていき、みん

なが住みやすいと感じる住環境もつくっていきたいです。 

交通の利便性、病院、老人ホームなどが充実しているというお話がありました。 

 医師の数は、埼玉県全体では、全国で最も数が少ないということが指摘されていますが、

以前の調査によると、病院やいわゆる診療所への距離では、さいたま市は全国で最も近く、

身近なところに病院や診療所があるということになります。また、老人ホームなどの高齢

者向けの施設は、ある週刊誌が行った特集の中では、さいたま市は政令指定都市の中で最

も数が多いという結果でした。それだけ充実しているのだと思います。 

 しかし、超高齢社会の中では、病院や老人ホームといった施設ももちろん重要ですが、

人と人とのつながりをつくりながら、地域の中で支え合い安心して暮らし続けられる地域

包括ケアシステムの仕組みづくりが大きな課題です。これからもさらにその部分について

取り組んでいきたいです。この地域の力を高めていくことが、結果的には超高齢社会でも

安心して暮らせるまちになると思います。 

 児童センターや児童虐待のお話がありました。 

 残念ですが、市内の児童虐待の相談件数も他都市と同様に右肩上がりです。それをいか

に早く発見し、子どもたちを困っている状況から救うかが重要だと思います。子どもたち

に限らずその家族を救うことがさいたま市にとっても全国的にも大きな課題です。 
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 さいたま市は昨年、児童相談所やこころの健康センターなどを１か所に集め、与野駅の

近くに子ども家庭総合センターを開設しました。１階には子どもたちの遊び場があり子育

てをしている人たちが気軽に遊びに来られる場所になっていますが、２階以上では相談事

に対応できるようになっています。様々な分野の専門家をあえて１か所に集めて、いろい

ろなケースにできるだけ速やかに対応できる体制をつくろうということでスタートしまし

た。 

 虐待について早期に把握し、しっかりと手を差し伸べ、子どもたちを死に至らしめない

ようにするのは、私たちの大きな役割だと思います。悲しい事件や事故をもう起こしたく

ないという思いで、一生懸命取り組んでいます。 

●参加者 

私は岩槻区に住んでいます。 

 市の魅力は、電車や高速道路が充実し県内外へのアクセスがよいことです。また、他の

政令指定都市と比べて自然が多いこと、歴史を感じる建物が多いこと、市役所や図書館な

どの公共施設を使用しやすいことも魅力です。 

●参加者 

私は、地元が栃木県で、今は岩槻区で一人暮らしをしています。 

 さいたま市は、栃木と比べて交通の利便性が高いことが魅力です。また、岩槻は自然豊

かで、私の地元と似ているのでとても住みやすいと感じます。家賃も安いので、一人暮ら

しもしやすいよい環境だと思います。 

●参加者 

 私も栃木県出身です。大学進学でさいたま市に来て、岩槻区で一人暮らしをしています。 

 私が一人暮らしをして感じたことは、地域指定のごみ袋がないことです。栃木県那須塩

原市は指定のごみ袋を買わないとごみを捨てられなかったので、そういったところがさい

たま市での一人暮らしでは助かっています。 

●参加者 

私は緑区に住んでいます。 

 さいたま市では花火大会やおまつりが多いのが魅力です。花火大会は年３回開催されま

す。これらを市の魅力としてアピールするとよいと思います。 

●参加者 

私は大学に通うために今年の４月から岩槻に住んでいます。 

 さいたま市は、他都市に比べて安心して生活できることが魅力です。まだ半年しか生活

していませんが、人が優しいと感じることが多いです。学校の授業でまちを歩く企画があ

った際にも、挨拶をしてくださる方がとても多く、安心して暮らせるまちだと強く感じま

した。 

 また、神社や楽しいスポットが多くあり、身近に歴史と触れ合えるので、魅力が多いま

ちだと思います。 

●参加者 

私は、春日部市に住んでおり、さいたま市内の大学に通っています。 

 さいたま市は、春日部市と比べて、病院が少ないと思います。地域包括ケアシステムは、

入院後に、退院のためにいろいろな職種の方と連携して行うものですが、倒れて救急車で

急に運ばれたときに、いち早く適切な治療を行うことが、その後の在宅での生活にも大切

なことなので、私はもっと病院数を増やすべきだと思います。 
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 市の魅力として、交通の利便性の高さを感じます。電車やバスが多いですし、車で来る

際にも道路がいろいろな方向に伸びていてどこにでも行きやすいです。しかし、歩道の幅

が狭いので危ないと感じます。 

 また、様々な施設があることも魅力です。プールや体育館、さいたまスーパーアリーナ

など、たくさんの施設があります。緑のある公園が駅からすぐ近くにあることも魅力です。 

●参加者 

私は16年間岩槻区に住んでいます。 

 さいたま市は、公園や図書館、児童センターなど子どもたちがのびのびと運動や学習を

できる環境が整っているので、子どもたちにとっても住みやすいという点が魅力だと思い

ます。私自身、小学生のころ児童センターを利用したことがありますが、無料で多くのこ

とを体験することができました。 

●参加者

 私は見沼区に住んでいます。 

 市の魅力は、交通安全対策や防犯対策がしっかりしていることです。これは住みやすさ

につながると思います。 

●参加者

 岩槻区のことをお話しします。伝統文化がおろそかになっている今日ですが、2020年

２月22日に岩槻人形博物館とにぎわい交流館いわつきが同時オープンします。これを機

に人形のまちを積極的にアピールできるとよいと思います。そうすれば、情緒あるまち、

住みたいまちさいたま市の岩槻区ということで、好感度がアップすると思います。 

 また、にぎわい交流館いわつきの愛称を募集して、オープンのときに愛称も発表できた

ら、より賑やかになると思います。 

また、地元のよさを知ってもらう取組として、チャレンジスク―ルでは、小学生に向け

て元岩槻市教育長が作った郷土民話の紙芝居７作品の読み聞かせをしています。さらに、

岩槻区内の公立の全８中学校の約3,900名の生徒に向けて郷土民話の紙芝居の読み手に

なりませんかという呼びかけをしました。そこで応募があった学生と一般公募の方と一緒

に、紙芝居を通じて郷土民話や岩槻の味わいのある魅力を知ってもらう活動をしています。 

●参加者

 市には、多彩な魅力があります。さいたま市は４つの市が合併してできたので、他の市

の４倍の力を持っていると思います。 

 まず、市の魅力の発信先ですが、県外の人に知ってもらうよりも、埼玉県内やさいたま

市内の人に知ってもらうことが大切だと思います。 

市の魅力は、一年中行ける場所であれば、氷川神社、鉄道博物館、彩の国さいたま芸術

劇場がありますが、行ったことのない人も多くいると思います。また、大宮第二公園には

ひょうたん池、さいたま新都心にはさいたまスーパーアリーナ、北区には漫画会館もあり

ます。名産では、岩槻は人形、浦和はウナギがあります。さいたま新都心のけやき広場で

は月に１回歌声ひろばが開催されます。これには高齢者の参加が多く、500人から600

人いるように感じます。 

 季節ごとのイベントでは、春にある大宮のアートフルゆめまつりは他の地域や都心では

できないイベントだと思います。また、盆栽と言えば大宮地域ですが、大盆栽まつりもあ

ります。夏には子ども中心のイベントが開催されています。秋には、岩槻で鷹狩り行列が

あります。鷹も20羽ほど来ますし、鷹の飼育や訓練を行う鷹匠も来るそうです。これも

他の地域にはないと思います。冬には「さいたま国際マラソン」と「さいたまクリテリウ

ム」があります。このように季節ごとにイベントもありますので、まず、埼玉の人にこれ
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らを知ってもらい、埼玉の人がもっと東京の人やいろいろな地域の人に宣伝していくのが

一番だと思います。 

◆市長

 県内外への交通アクセスがよいというお話がありました。また、歴史や自然を感じられ

る場所になっているというお話がありました。 

 生まれ育った栃木と比較して、交通の利便性、自然が豊か、家賃が安いというお話があ

りました。 

 さいたま市は政令指定都市として都心機能がある一方で、まだ自然が残っており暮らし

やすいまちであることが特徴だと思います。この部分は多くの皆さんが感じている市の重

要な魅力になっていると思いますので、さらに発信していきたいと思います。 

 指定ごみ袋がないのでありがたいというお話がありました。指定ごみ袋があるというの

は、ごみ処理を一部有料化しているということだと思います。さいたま市内で言うと旧与

野市、今の中央区が以前実施していましたが、今は実施していません。現在は、効率的な

運営ができているので指定ごみ袋を採用しなくても大丈夫だと考えています。また、多く

の市民の皆さんに資源ごみ等を仕分けしていただき、コストも下がってきています。 

 ごみをさらに減らすための取組としては、ごみの中でも食品の占める割合が高いので、

食品ロスをなくしていこうというキャンペーンを行っています。例えば、宴会時の食品ロ

スを減らすため、宴会の最初の30分と最後の10分は、みんなで食べる時間を設ける

「3010運動」を推進しています。また、賞味期限が近づいたり家で食べきれずに余った

りした食材を、フードバンク埼玉を通じて地域の福祉施設や子ども食堂などに寄付するフ

ードドライブを浦和美園地区や岩槻区の一部で行っています。岩槻区では、岩槻菓紗里藤

宮本町店で常時回収しています。 

 また、家族団らんにもつながるし、ごみの削減にもつながるだろうということで余った

食材を日曜の夜にスープにして食べる「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ（サイ

タマサンデースープ）」というキャンペーン行っています。動画をつくりＹｏｕＴｕｂｅ

（ユーチューブ）でも流しています。また、皆さんがつくったスープの画像にハッシュタ

グをつけてＩｎｓｔａｇｒａｍ（インスタグラム）に投稿していただくキャンペーンも行

っていますので、是非参加してください。スープのレシピも公開しています。 

 花火大会やおまつりが多いのが魅力だというお話がありました。 

 花火大会は荒川の河川敷で年に１か所だけで開催しているときもありました。岩槻の皆

さんからすると遠いと感じていたと思います。運営上の難しさや交通の動線の難しさの一

方で、皆さんの期待などもあり、現在は、花火大会を大宮と浦和と岩槻の３か所で開催し

ています。１か所に絞ればひとつの大会での打ち上げ数が増えたり、場所を選べば大きい

花火を上げられる可能性もでてくると思います。しかし、現時点では、花火大会が地域の

皆さんにとって家族や友人とのきずなを深める上で大切なイベントになっているので、こ

の３か所での開催を継続していこうと考えています。 

 また、おまつりは、合併前から旧市で開催していたおまつりがあります。それぞれ違い

や特徴がありおもしろいおまつりが多いので、アピールしていきたいと思います。 

 安心して生活できるというお話がありました。学校の授業でまち歩きをしたときに、挨

拶をしてくれて嬉しかったというお話がありましたが、地域の中で挨拶しやすい、コミュ

ニケーションを取りやすいというのはさいたま市の魅力ですし、そういった小さなことが

住みやすいまち、住みたいまちの印象につながっていると思います。昔に比べ、挨拶をす

ることが少なくなったとよく言われますが、岩槻をはじめ、市内全体はまだまだ挨拶を交
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わせるまちだと思っています。これも市の魅力だと思います。 

 春日部市と比較したお話がありました。 

 病院について言うと春日部市と厳密に比較したことはありませんが、さいたま市の医師

の数や病床数は多いとは言えません。しかし、病院をつくることや病床数は、厳密には国

が示した基準により県が作成する地域保健医療計画に基づいて整備されているので、市の

判断で増やすことは難しいです。首都圏全体では、東京に医療機関が多く、埼玉県と千葉

県と神奈川県は比較的少ない傾向にあると思います。全体として医師の数や病床数が少な

くなっている現状もあります。 

 これらをバランスよく配置し、市民の皆さんに安心感を与えることが市の役割だと思い

ます。これまでは東京に通勤通学している方が多かったので今のような基準でよかったか

もしれませんが、超高齢社会になると東京に通勤通学する人も徐々に減ると予想されます

し、実際、市内の昼夜間人口の差は小さくなっています。ですので、地域医療計画を見直

すためにも、国に基準の見直しを要望しているところです。 

 また、道路の御指摘がありました。車道と歩道の整備は、さいたま市の大きな課題の一

つです。埼玉県全体でも、しっかりした都市計画をつくる前に人口が増えてしまったため

に、無秩序・無計画に家が建ってしまうスプロール現象が起きています。現在は、それを

整備するために区画整理事業などの取組をしていますが、道路が狭いことは大きな課題で

す。岩槻区に限らず市全体でもそのような状況なので、歩きやすいまちをつくっていきた

いと思っています。 

 安全に歩ける環境は、これからの超高齢社会において非常に大切なことだと思いますの

で、市としてもしっかり取り組んでいきたいと思います。 

 子どもたちにとって住みやすいというお話がありました。 

 私が市長に就任した当初のキャッチフレーズは「子どもが輝く“絆”で結ばれたまち」

でした。子どもが輝くというのは、子どもたち自身が輝くことでもあるし、子どもは地域

にとっての未来であり、希望であると思っているので、一人ひとりが希望を持ったまちに

しようという思いでまちづくりをしてきました。 

さいたま市では、２年前に一度待機児童をゼロにしましたが、現在は待機児童がいます。

これは、ありがたいことに若い世代の皆さんが住んでくださったことや、ライフスタイル

の大きな変化により幼稚園に通わせる方の割合が約７割から５割台に減り、保育所に通わ

せる方が増えたことなどが要因として考えられます。そこで、定員数を10年間で約２倍、

施設数を約３倍にしましたが、それでも現状足りていません。今年は、市内の待機児童が

393名で、全国で３番目に多い状況となり、頭を抱えています。市では、引き続き保育

所の整備に取り組んでいますし、保育士の方々が働きやすい環境をつくるために待遇改善

も行っています。 

また、対策の一つとして、幼稚園も活用しています。本当は幼稚園で幼児教育を受けさ

せたいが共働きなので預けられない方もいるので、年間を通じた長時間の預かり保育や長

期休暇中の預かり保育を実施する私立幼稚園を「さいたま市子育て支援型幼稚園」として

認定し、働いている方でも幼稚園に預けやすくしました。今年度も8園認定したので、合

計25園になりました。 

 市では、子育てをする上での選択肢が多い環境をつくることにも取り組んでいます。引

き続き、子どもが住みやすいまちをつくっていきたいです。 

 交通安全対策のお話がありました。 

 防犯パトロールや交通安全の取組では、交通指導員に多くの市民の皆さんが協力してく

れています。そういう方々のおかげで交通事故の件数も大幅に下がってきています。また、

防犯についても、市全体の刑法犯認知件数はピーク時の約３分の１に減りました。これは
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多くの市民の皆さんが関わり、啓発活動を熱心にやってくださったおかげだと思います。

さいたま市がそういう市だということをもっと知ってほしいです。 

 岩槻人形博物館とにぎわい交流館いわつきのお話がありました。 

 市民の皆さんへも市外の皆さんへも、市のよさを知ってもらうための重要な要素は、そ

の地域の歴史や他にはない文化だと思います。中でも、岩槻の人形は歴史と伝統があり、

生産量でみても全国の有数の生産地です。岩槻の皆さんのいろいろな取組により人形文化

ができたのだと思います。 

 流しびなや人形供養祭、まちかど雛めぐりなどのイベントでもお話させていただいてい

ますが、人形の文化は、人と人とのきずな、また、親子のきずなを大切にする文化だと思

います。節句人形は、自分の子どもや孫の無病息災を願って生まれた文化です。ですから、

家に節句人形が飾ってあることは、お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんた

ちがそういう願いを持って買ってくれて、飾ってくれているということです。それを生み

出しているのが岩槻だと思います。このような大切な文化をこのままつなげていきたいと

思います。 

また、郷土民話の紙芝居のお話がありました。多くの市民の皆さんに、そのよさを知っ

てもらう活動を続けられていることに敬意を表したいと思います。 

 以前に学校訪問で訪れた西原小学校では、児童が人形をつくっている職人さんのところ

へ行ってお話を聞き、人形の素晴らしさや人形をつくるときの様子や苦労を子どもたちな

りに観察したことを自分たちでまとめて発表するという集会が行われていました。「岩槻

は世界に誇る人形のまちです」という言葉から始まる発表など、感動的な素晴らしい集会

であり、こういう子どもたちがたくさん育ってくると、郷土意識やふるさとへの愛情が生

まれてくるのかなと思いました。また、人と人とのつながりを大切にしたり、親子のきず

なやつながりが強くなったり、さらには児童虐待を減らすことにつながったりと、よい効

果が生まれると思いました。 

 市の多彩な魅力について御紹介がありました。 

市の魅力を聞かれたときに一言で魅力を言えず困ってしまうのは、お話しいただいたよ

うに魅力ある資源がたくさんあるからだと思います。これらの資源には、いろいろな活用

の仕方があると思いますが、どのように大切にしながら発信していくかが重要だと思いま

す。 

また、季節ごとのイベントの情報発信についてもお話がありました。春、夏、秋、冬そ

れぞれの季節感を大切にした地域ごとのイベントもたくさんありますので、それらもうま

く発信していきたいと思います。 

 本日は、高校生、大学生にも多く御参加いただき御意見を頂戴しました。また、日々い

ろいろな活動をしてくださっている皆さんにも御参加いただき、日々の活動の思いをお話

しいただけました。 

 さいたま市は4つの市が合併してできたまちということで、4倍の力を持っていると思

います。また、新しくさいたま市に引っ越してきた方と古くから住んでいる方が一緒にな

り協力し合っているまちという意味では、２倍の力になると思います。いろいろな世代で

交流する機会が増えると、さらに何倍もの力になっていくと思います。そういった皆さん

の力をかけ合わせながら、大きな力にできればと思います。 

 住みやすい、住みたいと言われるさいたま市をつくっていきたいと思いますので、引き

続き御協力をお願いします。 

 本日御出席いただいたことを重ねて御礼申し上げて、私からの締めの言葉にさせていた

だきます。本当にありがとうございました。 
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■補足説明 

「岩槻区の歴史ある建物を活用した魅力のアピール」について 

岩槻駅周辺地区においては、「岩槻まちづくりアクションプラン」で取り組む事業の一つに

「岩槻歴史街道事業」があります。「岩槻歴史街道事業」とは、まちの魅力を向上させ、にぎわ

いの創出を目指し、岩槻駅周辺地区に残る地域資源を活用しながら、"まちなみづくり"と"みちづ

くり"を住民等と市の協働で進める事業です。今後とも、住民等によるまちなみづくりを目指す地

元組織の設立及び"まちなみのルール"の作成を支援するとともに、まちなみと調和した"みちづく

り"を進めてまいります。 

（都市局 まちづくり推進部 岩槻まちづくり事務所） 

岩槻区観光経済室で実施している「城下町岩槻歴史散策」において、時の鐘や岩槻藩遷喬館な

どを巡り、区内外の人に岩槻を知っていただくようにしています。 

（岩槻区役所 区民生活部 観光経済室） 

「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ」について 

「Ｓａｉｔａｍａ  Ｓ ｕｎｄａｙ  Ｓ ｏｕｐ」のＩ ｎｓｔａｇ ｒａｍアカウン トＩＤは

「saitama_sunday_soup」です。 

ハッシュタグ「＃さいたま食べつくスープ」へ投稿いただいた写真を、本アカウントで紹介し

ています。 

（環境局 資源循環推進部 資源循環政策課） 

「にぎわい交流館いわつきの愛称募集」について 

今後、周年記念企画等で実施することについて、市民の皆様の御意見を伺いながら検討してま

いります。 

（経済局 商工観光部 経済政策課） 

※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。


