
－1－ 

令和元年度 さいたま市タウンミーティング【北区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年８月３日（土）  ９：30～11：00 

会 場：北区役所 ２階 Ｂ会議室 

参 加 者：18 名（傍聴者２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、ここ北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。 
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参加者との意見交換 

●参加者 

 さいたま市は、自然災害が少ないことが最大の魅力だと思います。 

私は北区の上尾市に近い場所に40年ほど前から住んでいます。住み始めて４、５年は、

雨が降ると近くの交差点に車のタイヤが埋まるほど水が溜まっていましたが、治水事業を

やっていただいたおかげで、最近では一切そのようなことがありません。 

 また、地震でもほとんど揺れたことがありません。 

 魅力発信については、これからさいたま市に住もうと考えている人にアピールするのが

よいと思います。テーマ説明でも不動産会社と連携したアピールをしているとありました

が、それがベストだと思います。 

●参加者 

 私の家は、先祖代々さいたま市に住んでいます。妻は他県出身ですが、さいたま市が非

常に好きで、さいたま市は過ごしやすいと言っていました。 

今後、高齢者の介護に関わる仕事では、外国人の労働力も必要になってきますが、その

ようなときに、他者を受け入れる寛容さがさいたま市の魅力だと思います。 

 自然災害に強いことも魅力です。特に大宮は地盤がしっかりしているので、安心できる

都市だと思います。 

●参加者 

 私は、安全面に力を入れたいと思っています。一昨年から市が積極的に防犯カメラの設

置を促進する事業を行っているので、私たちの自治会では防犯カメラを設置しました。最

近の事件では、防犯カメラは事件解決に欠かせない存在になっていると思います。 

市内の自治会が防犯カメラを設置する件数が増えない理由は、市からの助成金が少ない

ことだと思います。今年は助成金が15万円から20万円になると聞いているので改善され

たとは思いますが、防犯カメラの設置には市が考えているよりもお金がかかります。 

そのほかにも理由があります。自治会の方々がどのような防犯カメラを設置すればよい

かわかっていないということです。資料を配布したり掲載するだけではわからないことが

多いです。設置後の運用のことも考えると、少人数対象でよいので市で説明会を開き、こ

こ２年間の設置事例を出しながらわかりやすく説明してほしいです。防犯カメラの設置が

計画どおりに進むよう工夫していただきたいと思います。 

●参加者 

 私は、さいたま市に住んで30年近くになります。 

 さいたま市は雨水対策がしっかりしていて水害が少ないと思います。20年前より浸水

被害が減っていると思います。しかし、近年、九州などですごい量の雨が降っているのを

見ると、雨水対策を市だけに任せておいてはいけないと思います。我々市民も家を建てる

ときに、自分たちで雨水を地面に浸透させる設備を設置するなど、雨水対策をしなければ

ならないのではないかと思っています。 

 そこで、住宅展示場にそのような施設の設置を促すリーフレットを置くなどして、市民

も一緒に考える機会をつくるとよいと思います。 

 また、北国出身の知人からさいたま市は晴れの日が多いと言われることが多いです。太

陽光発電への取組もしっかりしていると思います。晴れの日が多いことも移り住んでもら

うための魅力だと思うので、アピールするとよいと思います。 

●参加者 
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 盆栽町のよいところは緑が多いことです。そのわりに交通の便もよく、またステラタウ

ンができたので買い物にも便利です。お年寄りも喜んでいます。 

しかし、盆栽町の外れの地域は交通の便が悪く、苦労している方もいます。 

盆栽町は県内でも有名な地区ですので、氷川神社と関連づけてもう少し観光面でアピー

ルできないかと考えています。 

●参加者 

 北区の誇れるものとして、盆栽もそうですが三貫清水という緑地公園があります。 

清水という名称から美しい水が流れているイメージがありますが、実際には水が汚れて

いるので訪れた方はがっかりされます。ですので、以前の美しい三貫清水に復活させてほ

しいと思っています。そして、シティセールス事業でアピールしたり、さいたま市の住み

やすさをアピールする冊子に三貫清水緑地を載せてほしいです。 

●参加者 

 私は市内に住んでいる高校生です。 

 市の魅力は、緑が多いことです。私は、よく東京に遊びに行きますが、東京では排気ガ

スが多く空気が汚いと感じます。さいたま市は、緑が多いことにより空気がきれいになる

のでよいことだと思います。 

 また、さいたま市は、都会と田舎のよい部分が融合していると思います。 

 魅力の伝え方として、私は、ＳＮＳでの拡散がよいと思います。例えばIｎｓｔａｇｒ

ａｍ（インスタグラム）で写真を上げたり、Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）で魅力を発信

したりして、若者世代にもっとさいたま市のよさを認知してもらうことが大切だと思いま

す。 

●参加者 

私はさいたま市に住んで約35年です。 

 まず、魅力は、交通の利便性です。 

次に、提案があります。自然にフィットした案内板を設置してほしいです。案内板の設

置により３つの効果があります。 

１つ目に、立ち寄った方に満足していただけます。例えば、降りた駅から目的地までの

道のりを近くにいる人に聞く場合がありますよね。聞かれた方が丁寧に答えると、その土

地の印象が抜群によくなります。もちろん、答える側は市内の方でなくてもよいのですが、

逆に、市外の方でも答えられるということは、案内板があって誰にでもわかるようになっ

ているということです。 

 ２つ目に、まちの成り立ちがよくわかるということです。大宮には地域資源がたくさん

あります。特に、中山道です。私は、この案内板を中山道から設置し始めてほしいと考え

ています。例えば、北区役所の近くの交番や警察学校にも歴史があります。近くには、大

宮競馬場もありました。これらは中山道沿いにあるので、案内板の設置によりこれらの歴

史も知ることができるようになると思います。 

 ３つ目に、案内板には石柱か鉄柱を使うことにより、交通事故の防止にも役立つことで

す。先日も、歩道に自動車が追突して小さいお子さんが亡くなる事故が起きましたが、案

内板の柱を石柱か鉄柱にすればあのようなことが減ると思います。 

また、樹木デザインにしてほしいです。例えば、山を登るときに見る樹木色をしたもの

です。電柱の5分の1ほどの高さで、できるだけ細いものがよいです。細いので、案内文

字は３行ほどで縦書きのシンプルな内容にしてほしいです。 

●参加者 

 私たちの自治会のおまつりを紹介します。 
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私たちの自治会では、昔は盆踊りを行っていましたが今はなくなり、子どもとお年寄り

のコミュニケーションの場がなくなってしまいました。それではいけないということで、

少し変わったおまつりを開催しています。それは、小学校の体育館を借りて行うコンサー

ト形式のようなものです。子どもからお年寄り、介護施設の方にも招待状を配り、普段接

することの少ないようなマンションの方たちにも呼びかけて、みんなで一緒にやっていま

す。 

 地域には、30代の方が多く引っ越してきているのですが、おまつりにはその方たちも

小さなお子さんを抱いて来てくれました。皆さんこの地域を子どもたちのふるさとにした

いという思いがありますので、このような行事を長くやっていきたいと思います。おまつ

りをとおして、お年寄りから小さなお子さんまで知り合いになり、日々の生活の中でも声

かけができるようになりました。このまちに来てよかった、という声を聞くようになりま

したので、今後も続けていきたいです。 

私は東京から引っ越してきて49年になります。引っ越してきた当初は不安もありまし

たが、今はふるさとと思えるようになりました。 

●参加者 

 私は市内の大学に通うために青森県から４年前に見沼区に引っ越してきました。 

 さいたま市の魅力は田舎過ぎず、都会過ぎないところだと思います。 

理由としては、交通の便がとてもよいです。特に電車は素晴らしいです。いろいろなと

ころに遊びに行けますし、大学と連携している企業と共同で研究をすることがあるのです

が、その場合も電車移動が便利です。 

 また、都会過ぎずという点ですが、都内に住んでいる同じ地元の友人から、都心は実際

には住みにくい、空気が悪い、水がおいしくないなどと聞きます。そういう意味では、さ

いたま市は、他県から来た私たちにとっても都会過ぎないのでよいと思いました。 

◆市長 

 自然災害が少ないというお話がありました。特に治水事業について改善がされてきたと

言ってくださいました。 

最近は、これまでの整備の想定を超えて豪雨になることが増えているので、十分でない

ところもあるかもしれませんが、特に北区は冠水するエリアが多かったので、力を入れて

取り組んできました。よくなってきたと言ってくださりありがとうございます。 

また、魅力発信については、民間の不動産会社と連携しながらアピールしていきたいと

思います。 

高齢者の介護のお話がありました。さいたま市の高齢化率は全国平均より約５ポイント

低いですが、2025年に団塊世代が後期高齢者となりますし、2040年から2045年にか

けては、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳を迎えるため急速に高齢化が進む見通しです。

それに向けて、歳入を増やすことと、安心・安全を感じていただくための仕組みづくりが

課題です。例えば、地域包括ケアシステムの構築や福祉の現場での外国人労働者受入れ体

制の整備などです。 

また、さいたま市は、そういった外から来た人を受け入れる力があるというお話もあり

ました。確かに、包容力、寛容力があるのがさいたま市民だと思いますので、うまく多文

化共生できる地域社会をつくっていくことが必要だと思います。生活する上での安心感や

生活のしやすさがさいたま市にとって重要なセールスポイントになってくると思います。 

 防犯カメラのお話がありました。以前は商店街に設置したり、警察で設置したりしてい

ましたが、市としても取り組んでいこうということで自治会への助成をスタートしました。

しかし、必ずしも十分に活用しきれていませんので、自治会の皆さんの御意見を聞きなが
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ら使いやすい制度にしていきたいと思います。また、公園など安全を確保するために重要

なところについては、行政としても設置を検討していきたいと思います。 

最近は、犯罪捜査での防犯カメラの重要性も高まっています。住民の皆さんに理解して

いただき、適正に運用していただきながら、防犯カメラを整備していきたいと思っていま

す。 

雨水対策がしっかりしており水害が少なくなったというお話がありました。 

市の市街化区域では１時間55.5㎜の雨量を想定して雨水対策を行っていますが、最近

では想定を超える量の雨が降ることもあります。そこで、各自宅に雨水貯留タンクを設置

してもらおうと「雨水貯留タンク設置補助制度」を設けています。気候が大きく変わり短

時間で極めて多くの雨が集中して降るようになっているので、市としても状況を見据えな

がら取り組んでいく必要があると思っています。 

 平成27年に大雨で鬼怒川の堤防が決壊したときは、当時想定していた雨量の２倍ぐら

い降ったそうです。今は、国土交通省でも数値を大きく見直し、特に荒川のような大きな

川の対策については、国でも取り組み始めています。 

災害に強いことを市の強みにしていくためには、自然災害が起こりにくいという面とと

もに、災害に強いまちづくりを進めていく必要があると思いますので、取り組んでいきた

いと思います。 

 また、晴れの日が多いこともアピールしていきたいと思います。 

市では、以前から、市民の方が自宅に太陽光発電設備を設置する際の補助金制度を設け

ています。また、自家発電した電力は自宅で使うか電力会社に売るのが一般的ですが、浦

和美園地区では今年度から、特定地域内で発電した電力を融通しあう実証事業を始めまし

た。地域内の家をつなぎ、家同士で電力を融通したり、自家発電した電力をイオンモール

などの店舗で使えるようにするものです。この際、電力を渡す側が受け取る側に課金でき

る仕組みもつくっています。 

地産地消型のエネルギーを拡充し、災害に強いまちをつくっていきたいと思います。 

 盆栽町の魅力についてお話がありました。盆栽町は緑が多く、静かで、まちなみもきれ

いで、素晴らしい地域だと思います。盆栽町の魅力を残し継承していくことも必要だと思

います。 

また、氷川神社も含めた観光ルートを考えていかなければならないと思います。 

観光面では盆栽園の後継者問題などの課題があると思っていますので、人材育成や盆栽

園としての産業振興も含めて取り組んでいこうと考えています。そこで「さいたま国際盆

栽アカデミー」を新設し、初級・中級・上級コースにわけて盆栽教室を開催しています。

国内向けはもちろん、外国人向けの講座も開催しています。外国の方々にとって、大宮盆

栽村で勉強したことがステータスになるような取組をしていきたいと思っています。「世

界盆栽大会ｉｎさいたま」を通じて、盆栽のパワーを再認識しました。盆栽の文化をでき

るだけ継承していきたいと思います。 

 三貫清水緑地のお話がありました。私は、三貫清水緑地を訪れた際に、地域の皆さんが

三貫清水緑地を大切にし、守り、後世につなげようとしていることを感じました。ここは

太田道灌ゆかりの歴史的にも素晴らしい場所です。その中で、美しさを守っていくことは

重要だと思います。皆さんと御相談しながら、そういったことにも取り組みたいと思いま

す。 

 緑が多い、交通の便がよいというお話がありました。 

以前、国土交通省関東地方整備局に赴任された方が、「さいたま市の魅力は高層ビルも

ある一方で、すぐそばに自然が身近にあることであり、この景色はすごいですよ」と言っ
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てくださいました。市民でない方の感想を聞き、そのよさを再認識しました。そのよさを

もっと評価をしながら生かしていきたいと思っています。 

また、ＳＮＳのお話がありました。若い層に対してはＳＮＳ、特にＩｎｓｔａｇｒａｍ

を活用しビジュアルで発信していくと理解してもらいやすいと思います。是非お知恵を貸

していただきたいと思います。また、さいたま市の広報でもＩｎｓｔａｇｒａｍを始めま

した。若い方々にフォローしていただくと、もっと広がっていくと思いますので、よろし

くお願いします。 

 交通の利便性のお話と、案内板のお話がありました。 

市の文化財などの近くでは案内板を設置していますが、数は多くありません。地域の歴

史を感じられる建物や景観について、御提案のような案内板があれば市外から訪れた方々

にもわかりやすいと思います。市民の皆さんにとっても、案内板を通して歴史などを知り

愛情が湧いたり、まちの理解につながったりすると思います。 

私たちとしても順次案内板の設置を進めていきたいと思います。 

 自治会のおまつりのお話がありました。このような人と人とのつながりを大切にし、市

民同士の触れ合いの場やつながりをつくってくださっている皆さんの活動が、住みやすさ

につながっているのだと思います。この活動のポイントは、地域の方々が顔見知りになり

最終的に住んでよかったと感じられることだと思います。もちろん行政サービスも必要で

すが、このまちに来てよかったと思っていただけるのは、身近な活動がベースにあると思

います。 

 田舎過ぎず、都会過ぎないことが魅力だというお話がありました。これは、都会的な利

便性と田舎的な自然や人同士のつながりのバランスがよいということだと思います。これ

らを大切にして、住みやすいまち、上質な生活都市をつくっていくことも大きなシティセ

ールスにつながっていくと思いますので、今後も取り組んでいきたいと思います。 

●参加者 

 私は北区に25年住んでいます。 

 さいたま市の魅力の１つ目は、交通の便がよいことです。今はサラリーマンなので、電

車で東京や新宿へ１本、それから新幹線で北海道・東北・上信越にも１本で行けるという

抜群の交通のアクセスが魅力です。これは他の都市と比べても自慢できることの一つです。 

２つ目は、都会に近い割に自然が豊かなことです。特に北区はそうなのですが、夏はセ

ミ、秋にはコオロギなど虫の声、新緑の季節には緑のにおいを感じます。ただ、田んぼが

ないので、カエルの声はあまり聞こえません。 

３つ目は、歴史的なことで、大宮氷川神社と鉄道博物館があることです。 

４つ目は、スポーツ的なことで、２つのプロサッカーチームがあることと、「さいたま

国際マラソン」があることです。また、せっかくさいたまスーパーアリーナというよい施

設があるので、プロのバスケットボールチームを是非つくってほしいです。 

次に、市が取り組むべきことを考えました。超高齢社会に対応するために、健康寿命を

重視する施策、独居老人の見守りをする仕組、交通アクセスの整備の３つです。 

健康寿命を延ばすためには、例えば、ウォーキングコースの整備、公園の整備、コミュ

ニティの活性化、高齢者の仕事の斡旋などに取り組むとよいと思います。 

 また、さいたま市へ期待することは、５Ｇ（５ｔｈ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ／第５世代

移動通信システム）の先行都市になることです。今後ますますＩＴを活用した社会になり

ますので、スタートアップ企業の誘致などが必要だと思います。 

●参加者 
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 私は大学生で、さいたま市に住み始めて2年になります。 

 元々はやや田舎で山のある地域に住んでいました。住宅地でお店もなかったので、さい

たま市に住み始めて、気楽にお店に行けることと平地が多いことを実感しました。また、

さいたま市はコンビニや駅に簡単に行けるのもよい点です。 

さらに、ごみ捨てやごみ収集の環境が整っていることも魅力です。こういったことが整

っていないと、長く住み続ける場合にはストレスが溜まってしまうので、大事だと思いま

す。 

 しかし、今申し上げた魅力は、さいたま市に長く住んでいる方は意識しないし、知る機

会も少ないと思います。ですので、転居してきて年数の浅い私のような者がこういった場

でお話することで伝えられると思います。 

●参加者 

 今、さいたま市に求められているのは若い方の発言だと思います。私は勤めていた企業

を退職し、介護の勉強をしているのですが、そこで出会った埼玉県の若者は純粋でよい方

が多いと感じており、今後も彼らのよいところを伸ばしていきたいと思っています。若い

方たちの考えがこれからのさいたま市を大きく発展させると思います。 

 高齢者の意見が重要なことも重々承知していますので、それらが融合する形が今後のさ

いたま市のあり方だと思います。 

●参加者 

 例えば、関東圏ですと千葉県には東京ディズニーリゾートといった魅力的な施設がある

のに対し、埼玉県には特徴的なものがないという印象の人が多いと思います。しかし、そ

れでも「住みたい街ランキング」などで上位に選ばれるということは、自分たちで魅力を

アピールしていないのに、他から来ている人が既に魅力に気付いているのだと思います。

ですので、これ以上アピールをせず、現状維持でよいと思います。 

インターネットで動画を見ているときに、途中で流れてくる広告を逆効果だと感じるこ

とはありませんか。このように、やりすぎると逆効果の場合もあるので、市で既に魅力を

発信する施策を行っているのであれば現状維持でよいと思います。 

●参加者 

 私は、生まれてからずっと大宮に住んでいます。私は仕事で主に建売住宅の販売をして

いますが、これは、さいたま市というまちを売る仕事だと思っています。 

１つ目に、待機児童について意見があります。清水市長は待機児童ゼロを公約に掲げて

当選し、２年前に待機児童ゼロを達成しましたが、今は、待機児童ゼロではありません。

とある不動産会社の今年の春のチラシでは、さいたま市を待機児童ゼロ、住みやすいまち

としてアピールしています。２年前に同様のチラシを見て引っ越してきた人で、実際はそ

うでないことに怒っている方がいました。不動産会社は市長の発言をもとにこのようなチ

ラシを作成したのだと思いますが、現状は待機児童が生じているので、公約の達成に努め

てほしいです。 

 ２つ目に、水道事業の民営化を検討していることについてです。民営化すると市議会で

の議論なしに水道料金を決められるようになるので、水道料金が上がってしまうと思いま

す。今すぐではないと思いますが、何年か後に水道事業を民営化したさいたま市に住みた

いと思うだろうかと考えています。 

●参加者 

 「さいたまトリエンナーレ」について意見があります。 

まず、「さいたまトリエンナーレ」は今年開催されるはずだったと思いますが、なぜか

開催が来年にずれています。 
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また、「さいたまトリエンナーレ」開催の目的や意義などがよく理解されないまま賛

成・反対の議論になってしまいましたが、それはうまくアピールできていないからであり、

ポスターを使えばもっと浸透すると思います。 

例えば、人口130万人突破のポスターが多く貼られていますが、あのようにポスター

を掲示すると、自然に目に入り効果的だと思いますし、もっと盛り上がると思います。市

報は分厚くて読んでいない人が多いと思うので、市報に載せるのではなくポスター掲示を

するとみんなに浸透すると思います。 

 前回の「さいたまトリエンナーレ」のときは、東京の有名な大学からわざわざさいたま

に作品を見に来ている方がいましたので、皆さん興味は持っているのだと思います。さい

たま市には何もないからこそ、やらなければならないと思います。 

◆市長 

 交通の利便性のお話がありました。さいたま市は、都内にも約30分で行くことができ

ますし、東日本の主要な都市にも新幹線を使い短時間で行くことができます。このような

場所はあまりないと思います。 

市としては、この交通の強みをもっと生かしたいと思っています。特に、東日本の玄関

口として、東日本の情報やおいしいものやよいものが集まってくる都市にしようというこ

とで、４年前から新幹線沿線自治体の首長や経済団体に集まっていただき、「東日本連

携・創生フォーラム」を開催しており、今では25の自治体が参加しています。 

さいたま市だけでも131万人、埼玉県全体では約730万人、首都圏全体では3,400万

人を超える大きなマーケットがあります。さいたま市はこの大きなマーケットの入口でも

あるので、東日本の自治体と連携し「まるまるひがしにほん」という愛称の東日本連携セ

ンターを今年３月28日に大宮駅東口にオープンさせました。常設のアンテナショップで

はありませんが、東日本のおいしいものやよいものを売ったり、毎週違う都市の情報を発

信したりしています。 

ここに限定せず、大型商業施設や商店街、あるいは大宮区に限らず市内のいろいろな地

域から情報を発信し、東日本全体の発展に貢献できる都市になろうとしています。 

また、東京2020大会では、バスケットボールとサッカーの試合が開催されるので、世

界中から多くの観光客が来ると思います。その機会にさいたま市のよさを知っていただく

と同時に、東日本の各地域につなげていこうと思っています。東日本とのつながりをもっ

と大切にしながら、まちの発展につなげていきたいと思います 

 また、自然、歴史、スポーツのよい点を挙げていただきました。おっしゃるとおりだと

思います。 

また、超高齢社会における健康寿命、独居老人、交通アクセスの課題のお話がありまし

た。 

健康寿命については、歩くことで健康づくりを支援する「さいたま市健康マイレージ」

という取組を行っています。また、高齢者が健康づくり等の活動に参加するとポイントが

もらえる「さいたま市シルバーポイント事業」という取組も行っています。これは年々広

がりをみせています。私も地元の自治会のラジオ体操で体育部員としてシールを貼る手伝

いをしていますが、シールを貼るという効果の大きさを改めて感じています。 

独居老人については、高齢者のひとり暮らしと高齢者だけの世帯がここ数年で非常に増

えています。あわせて、コミュニティが弱まったり、自治会の加入率が低下したりするこ

とも課題ですので、行政の仕組みと地域のサポート体制を組み合わせながら対策していき

たいと思います。さいたま市が人口のピークを迎える2025年ごろまでの「運命の10年」

は、歳入を増やし成長していく視点と合わせて、地域コミュニティの再生にも取り組んで

いきたいと思っています。 

 交通アクセスも大きな問題の一つです。 

この問題解決のために、市では、先日、越谷市や三郷市など、東部の地域の６市１町で
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ＭａａＳ（マース／Mobil ity as a Service）研究会を立ち上げました。ＭａａＳは、電

車やバスなどの交通手段を乗り継いで移動する際に、スマートフォンのアプリ等でそれら

の検索、予約、支払いを一度にできるようにし、交通の利便性を大幅に高める仕組みです。

超高齢社会に対応できるように、バス停や駅から最終目的地までのラストワンマイルの移

動手段や自動運転についても検討しています。 

 また、今年から浦和美園駅で、短距離移動に役立つ電動のキックボードを貸し出すシェ

ア電動キックボードサービスが始まりました。 

さらには、民間事業者と連携して電動アシスト付自転車のシェアリングを行っています。

コンビニなどの店舗にも設置していただいていますが、場所を貸与し、市の公共施設の一

部にも設置していただいています。 

また、ウォーキングコースを整備してほしいというお話がありましたが、こちらも今行

っています。さらに、住んでいるだけで「歩いてしまう、歩き続けてしまう」まちづくり

がコンセプトのスマートウエルネスシティ首長研究会に参加しており、さいたま市でもス

マートウエルネスの取組を行っています。歩くことは健康寿命を延ばすために重要だと思

います。今、各区でウォーキングコースやジョギングコースをつくるなど、そのための取

組を行っています。身近なところで歩くことをもっと広げていきたいと思います。 

このほかに、高齢者の社会参加の促進、仕事の斡旋の御提案がありました。これは、シ

ルバー人材センターを活用していきたいと思います。 

市では、今年９月２日にセカンドライフ支援センターを開設します。そこでは、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）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。 

人生100年時代になっていく中で、人とつながり、自分自身が役割を果たしていると

感じることが最も人間の幸福感につながると思いますので、社会とのつながりを持ってい

ただきたいと思います。 

 コンビニや駅までの距離が近いこと、ごみ捨てのことについてお話がありました。 

以前、経済産業省が様々な暮らしやすさの指標をつくり、市町村別のランキングを発表

しましたが、その中で様々な施設までの距離などを測ったランキングがありました。さい

たま市は、ショッピングセンターまでの距離が近いということで、第１位になりました。

また、病院については、埼玉県は、１人当たりの病床数や１人当たりの医者の数が全国で

一番少ないのですが、病院や診療所までの距離の近さ、また、大きな病院までの所要時間

の短さは、さいたま市は、全国で第1位でした。そのような環境なので生活しやすいと感

じられるのだと思います。 

このような基本的なことが暮らしやすさの要素として必要だと思います。 

 若い方の考えが大切だというお話がありました。 

もちろん、普段から地域で活躍されている皆さんの御意見は大切ですし、それがベース

になると考えていますが、行政としても、若い世代の方々の考えも踏まえていかなくては

ならないと思っています。 

ですので、このタウンミーティングは、できるだけ若い方に参加していただこうと、参

加対象者の年齢を下げ、中学生や高校生、大学生に御参加いただいています。 

 さいたま市のよさは十分伝わっているのでアピールは現状維持でよいというお話があり

ました。 

確かに過度なアピールにならないように気をつけたいと思います。 

横浜市の市民意識調査の結果と比べると、「定住意向」のある人はさいたま市の方が

20ポイント以上高いので、さいたま市は、住んでいただくと住みよさを実感し、住み続
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けたいと思っていただけるのだと思います。また、最近では、住みたいまちとしても順位

が上がってきており、市としてもありがたいと思っています。 

これにあぐらをかかず、引き続き気をつけながら取り組んでいきたいと思います。 

 待機児童のお話がありました。 

市長就任以来ずっと待機児童ゼロに向けて取り組み、毎年保育所の施設数を増やし、2

年前一度待機児童をゼロにしました。しかし、待機児童の定義が変わったり、子ども・子

育て支援新制度が大きく変わったり、また、０歳から14歳の転入超過が全国で最も多か

ったことも要因となり、今年は待機児童が政令指定都市で最も多い393名になりました。 

 昨年の待機児童は315名でしたが、一昨年以降何もしなかったわけではありません。

待機児童がゼロになった後も潜在的な待機児童がいるということで定員数を約1,900名

増やしました。この10年間で言えば、定員数１万人だったところを２万人以上に増やし

ました。しかし、それでも現状足りていません。 

 また、これまでさいたま市では私立幼稚園に通う子どもが約７割でしたが、共働き世帯

が増えたことで保育所に通い始める子どもが増えてきたことも要因として考えられます。

このようなことも見越して毎年1,300名から2,000名近く定員数を増やしているのです

が、それでも追いつかない状況に危機感を持っています。 

対策の一つとして、幼稚園の活用です。保育所は児童福祉法の範囲の中でできることが

限られており、基本的なことしかできないので、幼児教育もできる幼稚園の魅力もアピー

ルし、年間を通じて長時間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。 

また、待機児童は、特に０歳から２歳までに多く、３歳以降は少ないため、０歳から２

歳の受け入れを増やすことが重要だと考えています。 

 さらに、この対策は施設を増やすだけではありません。保育士の確保が大きな課題です。

保育士の待遇はよいとは言えない状況ですし、首都圏では全域的に保育士が不足している

ので、確保が難しい状況です。そこで、さいたま市は、東北や北陸の保育士にアプローチ

しています。実際にさいたま市に来ていただき、まちを見たり保育所を見るなどさいたま

市を知っていただくツアーを開催しています。また、家賃補助や待遇改善のための支援も

行い保育士の確保に取り組んでいます。 

 一方で、今年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されますので、これによって今

後の状況がどのように変化するのか注視しなければなりません。これまで高かった私立幼

稚園の利用料の負担がかなり少なくなるので、私立幼稚園に預けてもよいと思う方が増え

る可能性もあります。保育所は、３歳以降は完全無償化ですが、０歳から２歳までは一定

金額は免除されるものの完全無償化にはなりません。 

しかし、とにかく今は少しでも定員数を増やせるように、市の公共用地を利用したり、

国有地などを借りながら整備しています。 

また、水道事業の民営化のお話がありました。 

改正水道法が可決され、コンセッション方式の導入が可能となりました。さいたま市で

は、コンセッション方式を導入する考えは現時点では全くありません。というのも、水道

事業は行政が企業として行っている公営事業ですが、さいたま市の水道事業の経営状況は

非常によく黒字なので大きく変える必要がないと考えています。また、管路の耐震化対策

についても、政令指定都市で最も改善が進んでいます。 

このようによい状況なので、今後も同様に経営していく予定ですが、以前「将来的なこ

とも考えると民間的な思考を持って経営の改善に取り組んでいきます」という主旨の発言

をしたために、一部の新聞で民営化を検討という記事になってしまい、誤解を生んでしま

いました。 

 「さいたまトリエンナーレ」のお話がありました。 
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「さいたまトリエンナーレ」はなくなったわけではなく、「さいたま国際芸術祭」とい

う名前に変更しています。基本的には３年に一度開催していきます。本来であれば今年開

催予定でしたが東京2020大会の文化オリンピアードに認定してもらうため、また国から

の予算を確保するため、開催時期を来年としました。来年の３月から旧大宮区役所をメイ

ン会場、旧大宮図書館をサブ会場として開催します。大宮駅周辺が中心となりますが、そ

れ以外にも市民参加型のプロジェクトは全市的に行います。 

 「さいたま国際芸術祭」のアピールがうまくいっていないという御指摘がありましたが、

確かに私たちも十分ではないという意識を持っています。 

さいたま市には、いわゆる文化人、芸術家が非常に多いですので、彼らの力を借りなが

ら、準備を進めているところです。早すぎる段階での広報活動は、メディアに取り上げて

もらえなかったり、盛り上がりや発信力が続かなかったりと、効果が薄いと言われていま

すので、大規模な広報は開催の100日前ごろから行う予定です。 

しかし、「さいたま国際芸術祭」を知っていただくためのワークショップなどの事業は

既に開始していますので、是非ホームページ等で御覧ください。 

 また、市の情報を十分に伝えきれていないことも大きな課題ですので、市報もできるだ

け読みやすくしなければならないと思っています。 

さらに、子育て世代には子育て世代が求めている情報をスマートフォンを活用して伝え

たり、高齢者には高齢者の求めている情報を伝えていくなど、世代を絞った情報提供も検

討しています。このように市民の皆さんに、さいたま市が今何をしていて、今後何をしよ

うとしているのかをしっかりとお伝えできるようにしていこうと思います。 

 本日は皆さんから多くの御提案、御意見を頂戴することができました。このタウンミー

ティングは、皆さんの声を計画や施策に反映していこうということで開催しています。  

 皆さんの声を生かしながら、多くの方々にさいたま市の魅力を伝えていけるように取り

組んでいきたいと思います。 

■補足説明 

「公園における防犯カメラの設置」について 

現在、繁華街に近接する公園については、公園施設の財産保護を主目的、犯罪予防を副次的な

目的として、市が防犯カメラの設置を検討しているところです。さらに、利用者が多い一部の公

園については、自販機保護を主目的、犯罪予防を副次的な目的として、飲料自販機に併設するタ

イプの防犯カメラの設置を今年度から始めています。 

また、今後、自治会の防犯カメラを公園内に設置していくことも検討してまいります。 

（都市局 都市計画部 都市公園課） 

「交通の便が悪い地域への対応」について 

さいたま市では、路線バスが不十分な地域へ導入する補完交通として、コミュニティバスを運

行しています。 

コミュニティバスや乗合タクシーの導入にあたっては、「コミュニティバス等導入ガイドライ

ン」に基づき検討対象地域を決め、取組を進めることとしています。詳しくは交通政策課

（TEL048-829-1054）までお問い合わせください。 

（都市局 都市計画部 交通政策課） 

「盆栽町の観光面でのアピール」について 

半日観光ルート事業の盆栽村ルートでは、さいたま新都心、氷川神社、大宮公園、大宮盆栽村

などを周遊するコースを御紹介しているほか、海外でも人気のエリアとなっていますので、国内

外のパンフレットなどでも広く面的に観光情報を御紹介し、観光面のアピールに努めています。 
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（経済局 商工観光部 観光国際課） 

「案内板の設置」について 

大宮区では、市民や来訪者に観光・公共施設をわかりやすく案内することを目的に地図案内板

「歩行者系公共サイン」の整備を平成23年度から行っており、現在、大宮駅・さいたま新都心駅

前を中心に17基設置しています。あわせて、大宮の観光資源をわかりやすくＰＲするためにトラ

ンスボックスラッピングも行っており、現在、14基設置しています。 

また、大宮区の魅力発見をテーマに大宮区内の歴史や自然等の見どころ20か所を「大宮二十景」

として選定し、それぞれの箇所に二十景案内板を設置しＰＲに努めています。 

今後も、まちづくりの進捗にあわせ整備を行い、来訪者にとってわかりやすい、おもてなしの

あるまちを目指していきたいと思います。 

（大宮区役所 区民生活部 地域商工室） 

「プロバスケットボールチームの設立」について 

プロスポーツチームの設立については、競技者及びその関係者が主体的に行うものであり、市

として直接関与すべきでないと考えています。さいたま市としては、今後本市を拠点としたプロ

バスケットボールチームが設立され、活動したいと相談があった段階で、「スポーツのまち さ

いたま」として、その活動に対してどのような支援を行うべきか検討したいと思います。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「公園の整備」について 

現在、さいたま市では歩いて行ける範囲に子どもからお年寄りまで誰もが安心して利用できる

身近な公園について、公園が不足している地域を優先して整備を進めています。 

引き続き誰もが安心して遊べる公園整備に努めてまいりますので、御理解をいただきますよう

お願いします。 

（都市局 都市計画部 都市公園課） 

「高齢者の見守り」について 

高齢福祉課では、高齢者の見守り事業として、「あんしんコールセンター相談事業」や「ひと

り暮らし高齢者安否確認等事業」、「在宅高齢者等宅配食事サービス事業」を実施しています。

また、地区社会福祉協議会が実施している見守り活動を支援しています。 

引き続き、これらの事業を推進、または、支援してまいります。 

（保健福祉局 長寿応援部 高齢福祉課） 

「５Ｇの先行都市となること」について 

５Ｇについては、国において５Ｇの実現に向けた研究開発、国際連携・国際標準化の強化、５

Ｇ用周波数割当てや技術基準の策定等の取組を行っており、また、５Ｇの実現に向けた実証試験

を平成29年度から推進していると認識しています。 

 また、民間企業においても取組を行っており、様々な実証実験も実施されています。 

 さいたま市では、国や民間企業等の動向を注視してまいります。 

（都市戦略本部 情報政策部） 

「スタートアップ企業の誘致」について 

さいたま市では、「さいたま市企業誘致基本方針」に基づき、「まもり、まねいて、そだてま

す」を行動テーマとして、戦略的な企業誘致を推進しています。ＩＴを活用した社会への移行に

向けた情報技術分野のスタートアップ企業についても、本市の優れた交通利便性を生かし、積極

的に誘致を進めることにより、次世代成長産業の集積を図っていきたいと考えています。 

（経済局 商工観光部 産業展開推進課） 

※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
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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。


