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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【緑区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年９月７日（土） ９：30～11：00 

会 場：緑区役所 ３階 大会議室 

参 加 者：16 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、ここ緑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 

 勉強するならさいたま市だと思います。 

 「翔んで埼玉」では、何もない埼玉だが勉強だけは全国トップレベルという意味のセリ

フがありました。以前、東京都北区から市内の高校に通う学生がいました。彼は埼玉方向

への通学は行きも帰りも電車が空いていて通学時に勉強できると喜んでいました。彼はそ

の後日本の三大メガバンクの頭取となり、現在はホールディングカンパニーの社長、そし

て会長職を務めています。埼玉は何もないので、心穏やかに勉強にクラブ活動に邁進でき

ると言っていました。 

 また、ノーベル化学賞受賞者の野依良治教授は、今年の６月に日本の18歳人口が平成

４年時の57.6％まで減少していると嘆いていました。一方で、同じ期間の市内の18歳人

口については全国よりも10.5ポイントもよく、68.1％に留まっていました。これは、嬉

しい限りです。続いて、およそ中・高生に該当する15歳から19歳の市内の人口について

は平成４年時の71.8％であり、全国を3.4ポイント上回っています。これは親御さんが、

我が子に中学・高校教育を受けさせるならばさいたま市と気付いているということです。

学力面では、「全国学力・学習状況調査」において中学３年生の英語力が政令指定都市の

中で第１位です。 

今後は、これらの優秀な若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほし

いです。市内には非常に多くの公民館や図書館、コミュニティセンターが点在し、施設面

では充実しています。あとは運用面を改善し、中・高生にもっと開放してほしいです。心

地よい学習環境があるという市の魅力はＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）等で自

発的に発信されるようになると思います。 

勉強するならさいたま市、さいたま市からノーベル賞受賞者を輩出しましょう。 

●参加者 

私は市内の中学校に通っています。 

 市の魅力は、防災無線での放送があることです。平日14時半ごろにボランティアや地

域の方に向けた子どもたちの見守りをお願いする放送が流れます。見守りボランティアが

いることは当たり前ではないと感じることができ、感謝を伝えることができます。また、

尋ね人や熱中症の呼びかけも放送されます。このおかげで、今日も熱中症対策をしないと

いけないと意識することができます。小さなことですが、これは小さな子どもを持つ親御

さんや高齢者の方に優しい放送で、市の魅力だと思います。 

●参加者 

私は市内の大学に通っています。 

 市の魅力として、「幸福度ランキング」が政令指定都市中総合２位であることに注目し

ました。その中でも人口増加率や所得に関する基本指標では第１位、特に勤労者世帯可処

分所得、いわゆる手取り収入は政令指定都市の中でも群を抜いて高く、経済的にも恵まれ

た環境といえると思います。 

 また、さいたま市は住みやすいです。理由として交通の利便性が高いです。０歳から

14歳の転入増加数が多いことから、子育て世代にも選ばれている地域だとわかります。

ほかにも買い物など生活に便利なこと、教育に力を入れていること、医療機関の充実など

が理由になると考えています。 

次に、私は夏休み中の実習で地域づくりの観点から生活支援体制整備事業について、川

口市とさいたま市を比較しました。川口市では第一層の生活支援コーディネーターがまだ

１名しか配置されていません。協議体もまだ動き出したばかりです。それに比べてさいた
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ま市は、第一層の生活支援コーディネーターの数名の配置があります。協議体も進んでい

ると感じています。 

 また、高齢者に特化して課題の見える化を図っていると聞きました。この取組をさらに

発展させていくことや地域差を解消させていくことで、市全域で若者世代だけでなく高齢

者にとっても住みやすさや幸福度が向上していくと思います。 

●参加者 

私は、高次脳機能障害になり、当事者会、家族会を立ち上げ、その代表として活動して

います。また、今年から障害者政策委員会の委員も務めています。 

市の魅力は、高次能機能障害者など配慮を必要とする人への配慮が非常に行き届いてい

ることです。 

 区役所の支援課では障害者手帳や精神障害者手帳の更新について、どうしても忘れがち

な高次脳機能障害者に対して、更新前に手紙を送るという配慮がされており、感謝してい

ます。それに加え、今年に入って高次脳機能障害センターができました。現在、精神障害

のピアサポートはありますが、まだ高次能機能障害のピアサポートはありません。今後そ

ういったものができれば、高次脳機能障害のピアサポーターとして活躍したいと考えてい

ます。 

 また、先日、防災訓練に参加したときに緑区や見沼区の班で使っていたシールが私たち

要配慮者にとって役に立ちました。その後、それを防災課の方がわざわざ障害者政策委員

会の理事会に持ってきてくれて、必要事項の書き方も全て教えてくれましたので、非常に

配慮が行き届いていると思います。 

●参加者 

 市の魅力は３つあります。 

 １つ目は、教育です。私は小学校の教員志望で、市内の大学で教育の勉強をしています。

実際に小学校に教育実習に行っていますが、先生の能力が高いと思う一方で、児童たちの

勉強に向かう姿勢が素晴らしいです。 

 ２つ目は、働きやすさです。私は以前は就職先としてさいたま市以外の市や県を検討し

ていました。しかし、さいたま市内で勉強していく中で、さいたま市で仕事をしたいと思

うようになりました。さいたま市は働いてからのサポートや市民に対する周りのサポート

が手厚いと感じます。 

 ３つ目は、買い物です。私がよく利用する東川口駅は浦和美園のイオンに近いですし、

越谷レイクタウンまでも２駅で行けて非常に便利です。 

 しかし、浦和美園のイオンは美園小学校の前にあるので、親御さんは買い物に便利です

が、小学生の登下校での安全面で少し不安もあります。 

●参加者 

 電線の地中化、いわゆる、無電柱化を進めてほしいです。緑区は住宅地ですが、無電柱

化が全然進んでいません。空を見上げると電線が多く景観も悪いです。これを改善して住

宅地がきれいなことを市の魅力にしてほしいです。 

 県内の他自治体と比較すれば、さいたま市は無電柱化を推進する計画が整備され、整備

計画も整っていて進んでいる方ですが、全国レベルで見るとまだまだ遅れています。政令

指定都市の中での無電柱化率は下から６番目です。 

さらに、無電柱化は幹線道路沿いから始まっていくとのことなので、生活道路沿いの住

宅地の電柱、電線がなくなるのはずっと後になるのではないかと心配しています。ですの

で、まず住宅地から無電柱化を進めてはいかがでしょうか。例えば、これから新たに家が

建っていくエリアでは無電柱化を義務付けたり、モデル地区をつくったりして住宅地での

取組を進めてほしいです。 
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●参加者 

 私は岩槻区に住んでいます。 

 ふるさと納税での平成30年の市の減収が41億円だと発表されました。平成29年より

も38%増で全国の自治体の中で８番目に減収額が多かったようです。ふるさと納税につ

いては、歳入を増やすどころか出ていく金額が多くなっていると思います。 

 そこで市民が何か体験できるコト体験を始めて、魅力を発信するとよいと思います。私

は岩槻で市民活動団体の取りまとめをしているのですが、岩槻にはよいものがたくさんあ

ります。  

また、皆さんは日光御成道を御存じでしょうか。徳川将軍が日光に向かう際に地盤の固

い御成道を通ったということで、途中に大門宿と岩槻宿があります。そのころから緑区と

岩槻区には深いつながりがあります。ですので、緑区と岩槻区といったように区同士をジ

ョイントさせて取り組むとよいと思います。 

 また、緑区では、「緑区かかしランド実行委員会」というものが立ち上がっていると聞

きました。岩槻区にも自然がたくさんあるので、緑区とともにかかしを活用しながら、自

然、歴史、文化の魅力を発信していきたいと思っています。 

 岩槻区民からみると、緑区は電車も多く通っており、コンパクトシティで近代的なもの

と歴史・文化が融合しているように思います。そこに岩槻区がうまくジョイントすれば今

以上に魅力を発信できると思います。 

◆市長 

 勉強するならさいたま市というお話がありました。 

さいたま市で教育を受けさせたいと考えている方は多いと思います。家を買うのにコス

トパフォーマンスがよいということもありますが、若い世代の皆さんがちょうど結婚して

家庭を持ち、家を購入するタイミングでさいたま市を選んでいただけているのだと思いま

す。 

 より勉強しやすい環境づくりは重要だと思います。私たちももっと取り組みたいと思っ

ていますし、またそれが発信できると、お話にもあったような、東京から市内の学校に通

う学生が増えることにつながると思います。また、これまで開催したタウンミーティング

では、さいたま市の教育を受けるために長野から引っ越してきたという方もいました。そ

ういう意味では教育は、シティセールスの大きなポイントだと思います。 

 子どもの見守りボランティアの話がありましたが、御自身の学校のある地区はボランテ

ィア活動が特に盛んな地域で、本当に地域の皆さんが頑張ってくれています。それを中学

生の皆さんが評価してくれたというのは、地域の皆さんにかわって御礼を申し上げたいと

思います。私もそこはさいたま市の強い魅力だと思います。 

教育については、子どもたちも勉強を頑張っていますし、御家庭でも、教員も頑張って

いますが、地域の皆さんも含めてみんなで子どもたちを応援しようという気持ちを持って

いるのがさいたま市だと思います。 

「幸福度ランキング」のお話がありました。「幸福度ランキング」の順位だけでなく、

私も各指標について分析しています。今回はその指標についても分析してくださった上で

お話がありました。 

また、住みやすい理由として買い物のしやすさや医療機関の充実というお話がありまし

た。埼玉県やさいたま市は医師の数は少ないですが、以前の調査によると診療所、救急病

院などの医療機関までの距離は全国で一番近く、何かあったときには病院に行きやすい環

境にあると感じています。しかし、超高齢社会の中で充実させていかなければならないこ

とが多くあると思います。 
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 また、生活支援体制整備事業について川口市と比較してのお話がありました。超高齢社

会に安心して暮らせるまちをつくっていくためには、地域の力をいかに活用していけるか

が大きなテーマになると思います。その中で「地域包括ケアシステム」の構築には、福祉

や医療に限らずに地域コミュニティ全体のきずなを強めていくことが重要です。また、専

門的な職業の方や、医師、薬剤師、福祉関係の専門家などとのネットワークの構築がさい

たま市にとっての課題だと思います。今後も引き続き取り組んでいきたいと思います。 

 さらに、縦割りの行政とならないよう、総合的な対応ができる窓口や手段の検討も始め

ているところで、これらも含めてしっかり進めていきたいと思います。 

さいたま市は、平成23年に政令指定都市で初めて「ノーマライゼーション条例」をつ

くりました。障害の有無に関わらずともに支え合い助け合っていけるような地域社会をつ

くろうということで、障害のある人にもない人にも加わっていただいて「条例について話

し合う100人委員会」をつくり、十数回にわたって議論し条例化することができました。

条例化はあくまでスタート地点であり、そこから引き続き取り組んでいる状況です。 

お話にあった高次脳機能障害は、まだ認知度が低く、障害が目に見えにくいので、その

部分のサポートを含め、様々な検討をしてきました。その中で、今年度から大宮区役所の

中に「さいたま市高次脳機能障害者支援センター」を開設し窓口を設置しました。今後さ

らに充実させていきたいと思います。高次脳機能障害のピアサポーターとして活躍したい

というお考えは素晴らしいと思います。今後も、障害のある方もない方も暮らしやすいま

ちづくりを目指して取り組んでいきたいと思います。 

 また、防災訓練でシールが役立ったというお話がありました。担当部署にもこのことを

伝えます。 

 障害のある方々からすると十分でないことも、まだたくさんあります。すぐには100

点満点にはならないと思いますが、一歩ずつ前に進めていきたいと思います。 

 市の魅力として教育、働きやすさ、買い物の３つのお話がありました。 

教育については、児童の学ぶ姿勢がよいということでした。そういった児童が多いこと

も市の自慢です。是非さいたま市の教員になっていただきたいです。 

 また、働きやすさについては、以前よりは市内の昼夜間人口の差は縮まってきましたが、

まだ市外に働きに行く方が多いです。働き方改革もありますので、単に東京に通勤通学す

るだけでなく、身近な場所で働ける環境づくりについても民間企業の皆さんも含めて取り

組んでいかなければならない大きな課題だと思います。私たちも市内でもっと多くの人に

働いてもらえる環境をつくっていきたいです。 

 買い物については、実はさいたま市は商業施設までの距離も全国で一番近いという過去

の調査結果があります。そういう意味では買い物もしやすい場所だと思います。 

無電柱化のお話がありました。御指摘のとおりさいたま市の無電柱化はまだ遅れていま

す。市では昨年度「さいたま市無電柱化推進計画」をつくりまして、無電柱化の取組を始

めています。 

 電線を地中化するための工法は増えてきており、国を含めて、よりコストをかけない方

法が研究されています。景観や防災面を考えても、市としてもできるだけ早く進めていき

たいと思います。 

当面は幹線道路沿いが多くなると思いますが、一部民地を借り生活道路沿いも進めてい

ます。 

 無電柱化が進むと空が広くなり景観が見違えるように変わってくると感じていますので、

工夫しながら進めていきたいと思います。 

また、新たに家が建つエリアに積極的に導入してはどうかというお話がありましたが、

今、市内では区画整理事業を多く行っており、特に緑区では多いです。そのような場所は
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無電柱化を同時に行うことでコストも抑えられると思うので、可能な場所はできるだけ早

く進めていけるよう検討していきたいと思います。 

また、浦和美園地区では無電柱化だけでなく、今年度から、特定地域内で太陽光発電で

発電した電力を融通しあう実証事業を始めました。地域内の家やショッピングモールにつ

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やコンビニなどの店

舗で使えるようにするものです。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。このようなスマートシティ化も無電柱化の中で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減収は特に大きな都市で課題に

なっています。横浜市では減収が100億円を超えています。ふるさとの地域に寄付する

という当初の目的から変わってきている面もありますので、市としてはこの状況も踏まえ

つつ、市の魅力発信を中心とした返戻品を充実させたいと思います。 

 御提案のあった、市民が参加する岩槻区と緑区が連携した御成道のイベントやかかしラ

ンドでの取組はおもしろいと思います。市民の皆さんと一緒になってふるさと納税対策を

考えてもよいとも思っていますし、お話を聞いて、そこに寄付したくなるような取組をも

っとできればよいとも感じました。 

●参加者 

 私は５年前から緑区に住んでいます。現在３児の父で育休中です。 

 本日は、私がさいたま市を選んだ理由をお話しします。 

 市の魅力はスポーツを通じた一体感があることです。私自身ずっとサッカーをやってい

ることもあり、浦和レッズが好きだったのもきっかけの一つです。また、「さいたま国際

マラソン」にも参加しました。結婚前は東京に住んでいました。東京はとても便利でした。

すぐ近くに病院もありましたし、少し行けば賑やかなところも多くありよかったのですが、

いざ家庭を持って子育てすることを考えたときに、私は埼玉県の北部の出身だったので埼

玉県に帰りたいと思いました。そして、今後の教育等々を考えると、住むには県南の方が

よいということになりました。 

 そして、特に場所は意識していなかったのですが、結婚式と二次会をさいたま市内で行

いました。二次会は浦和駅周辺だったのですが、浦和レッズが好きで二次会では浦和レッ

ズのユニフォームを着ていたこともあり、二次会の後に、地元の皆さんにどんどん声をか

けていただけました。これはとても嬉しいことでした。その後、家探しをしているときに、

浦和レッズの試合後と重なるタイミングがありました。そうすると、今日の試合は勝った

とか負けたとか商店の方から声をかけていただきました。このように住んでいる方々がス

ポーツを通じて自分たちに声をかけてアプローチしてくれたことがさいたま市を選んだ大

きなきっかけでした。 

●参加者 

私は浦和美園に住んでいます。 

市の魅力は、埼玉スタジアム２〇〇２と浦和レッズです。 

埼玉スタジアム２〇〇２は世界でも有数のサッカー専用スタジアムで、６万人以上収容

できます。これがさいたま市の緑区にあるということはすごいことです。しかし、こんな

にすごい建物があるにも関わらず、地元の方の中には、一度も行ったことがない、試合を

見たことがないという方も多く残念に思っています。私は典型的な埼玉都民でしたが、週

末の唯一の楽しみは妻と浦和レッズの試合を見に行くことです。 

 さいたま市は浦和レッズの株を４％所有しているので、株主であることをもっと生かす

とよいと思います。今、埼玉スタジアム２〇〇２での浦和レッズの試合に行っても観客は

３万人程度で約半分の席は空いています。そこに地元の方を優先して入れる取組をすれば

地元愛も強くなり、ずっと住み続けたいと思ってもらえるようになると思います。 
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●参加者 

私は市内に10年前から住んでおり、市内の中学校に通っています。 

市の魅力は住みやすさだと思います。具体的な理由は２つあります。 

１つ目は、交通です。新潟県に住んでいる祖父母の家に帰省するときにも大宮駅に行け

ばすぐ新幹線に乗れるので交通の利便性が高いことが魅力です。 

２つ目は、まちの雰囲気がよいことです。東京を批判するわけではありませんが、東京

はビルや高層マンションがたくさん並んでいる感じですが、私の家の周りには見沼田んぼ

があり、いろいろな生き物がいて自然が豊かです。一方、浦和や大宮のように買い物に便

利な都会的なまちもあります。さいたま市は田舎と都会のハイブリットのようなまちでそ

こが魅力だと思います。 

●参加者 

私は緑区に住んでいます。 

市の魅力は自然が多いことです。特に、見沼田んぼは全ての人やものに優しいです。こ

の自然を壊さず、いろいろな人に活用していってほしいです。 

見沼田んぼは歴史も古く、暴れん坊将軍としても有名な８代将軍徳川吉宗の命令により

つくられたと言われています。そこで、見沼田んぼの宣伝に８代将軍吉宗を使ってはいか

がでしょうか。方法としてはインターネットを活用した宣伝もよいですが、強制的にみん

なに見ていただくために市内を走るトラックや大型車にお願いしてラッピングしてもらっ

てはどうでしょうか。 

魅力を発信する意味では、清掃工場の跡地に道の駅をつくり、いろいろな人を呼び込む

とよいと思います。私は今日も自転車で見沼田んぼの桜並木を走ってきましたが、見沼田

んぼはサイクリングにも適していて市街地と比べて涼しく感じられ非常によいところです。 

●参加者 

 私は生まれてからずっとさいたま市に住んでいます。 

海外から見たときに、埼玉県、さいたま市は魅力的なまちだと思います。私は最近まで

外国人を見かけることがあまりありませんでした。しかし、今はかなりの外国人が日本に

来ています。働いている人も多く、留学生も含めると県内にも約20万人の在留外国人が

いると聞きました。 

いろいろな外国人に話を聞いたのですが、東京はごみごみしている、人が多くて生活し

づらい、空も小さいと言う方がほとんどです。一方さいたま市は空が広い、周りも広い、

特に緑区は田園風景が広がっているので母国の雰囲気にも近いと言っていました。この意

見は特に東南アジアの方に多かったですが、欧米諸国の方も言っていました。母国の雰囲

気に近いという点が、外国人にとってのさいたま市の魅力なのだと思います。 

さらに、日本から母国に帰る外国人が「さいたま市というところに住んだが雰囲気が地

元に似ていて魅力的だった」と周りの方に伝えてくれれば、それが魅力発信にもなると思

います。 

●参加者 

さいたま市は災害に強いと言われていますが、今後30年の間に７割以上の確率で首都

直下型地震が起こると言われており、さいたま市も被害を受けそうだと思いながらも災害

に強い土地なので少し安心している部分もあります。古い話では、関東大震災のときに被

災した盆栽業者が大宮に移ってきて盆栽町ができたという話もありますが、東京からの被

災者を受け入れる場所になり得るのがさいたま市だと思います。市として緊急用の水道設

備の整備はしていると思いますが、もっと市民にわかるようにハード面の整備、拡充をし

てほしいです。 
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 というのも、浦和駅でも大宮駅でも経験したのですが、さいたま市は東京に近いところ

にありながら地元の方が知らない人に対して話しかけてくれます。挨拶含め、おもてなし

の心や親切心が非常に高く嬉しく思っています。「さいたま国際マラソン」で走るときも

いつも声をかけてくれます。災害時はそういった人と人とのつながりが大事だと思います。

さいたま市はそれが強い場所なので、ソフト面を支える私たち市民にわかるようにハード

面を整備してもらえると、より魅力的なまちになると思います。 

●参加者 

 私は緑区に住んでおり、市内の中学校に通っています。 

 私たち中学生から見ると、東京はごちゃごちゃしていて危ないのではないかと思ってし

まいます。市内でもパチンコ屋などの近くで少し危ないと感じる場所はありますが、基本

的には非常に緑が多く、でも田舎というわけではなく、設備が整っている、田舎と都会が

交わっているというのが魅力です。 

緑が多いのはよいことですが、いつも通っている通学路に緑が多すぎて過ごしにくいと

いうことがありました。緑区というだけあって緑が多いことは素晴らしいと思いますが、

多すぎるのはよくないので、市民の皆さんも気付いたら草を抜いてもらえるとありがたい

です。私たち中学生も清掃ボランティアをしており、学校全体で取り組んでいます。 

●参加者 

私は岩槻区から来ました。さいたま市には市民活動団体を対象とした登録制度の市民活

動ネットワークがあります。緑区の登録団体数は10区中第３位で、岩槻区が第１位です。

市民活動はそれぞれの区で活発に行われているのでこの力を借りることが大事だと思いま

す。 

また、これまで行われていた区民会議に替わり今年度から各区での広聴活動が始まった

と聞いています。このような広く意見を聴く機会への参加者を区民に限定するのではなく、

例えば他の区の方も参加できる試みを区同士で進めてはいかがでしょうか。 

 また、緑区の区民まつりに岩槻区の方が来て、岩槻区の区民まつりに緑区の方が来ると

いった、区を跨いだ交流もよいと思います。ちなみに岩槻は10月13日が第15回の区民

まつりです。浦和美園駅前から往復の無料バスがありますので、是非お越しください。 

◆市長 

スポーツを通じた一体感ということで、御自身がさいたま市を選んだ理由のお話があり

ました。さいたま市はサッカーが好きな方にとって魅力的な場所だと思います。浦和レッ

ズや大宮アルティージャ、埼玉スタジアム２〇〇２があり、スポーツ少年団の団員数も全

国でトップクラスです。市ではスポーツを通じたまちづくりに取り組んでいます。今後の

少子高齢化時代を考えると、教育、健康はもちろんですが、スポーツは、経済の活性化や

コミュニティの再生などの課題を解決する大きな力になると思っています。そこで、市で

は、スポーツを通じたまちづくりの中でスポーツコミッションという団体をつくったり、

「さいたまスポーツシューレ事業」を始めました。 

今、スポーツ分野では、スポーツ医学や栄養学、メンタルヘルスといった様々な知見を

取り入れながら選手の育成が行われていますが、「さいたまスポーツシューレ事業」では、

一般の子どもたちに対してもそういったものを取り入れていきたいと考えています。女子

の場合、小学生のときにはスポーツ少年団で多くの女子がサッカーをしていますが、中学

校には女子のサッカー部がないことも多く、中学生でサッカー人口が減少してしまいます。

高校になるとやや人口は増えますが、中学生になってもサッカーを続けてもらいたいと思

っています。そこで、本年度は、「女子サッカー等活性化事業」として女子の中学年代の

サッカーに光を当てていきます。 

 スポーツは、今後さいたま市に限らず世の中全体で重要な役割を果たしていくと思いま
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す。 

 埼玉スタジアム２〇〇２のお話がありました。地元の人でも埼玉スタジアム２〇〇２に

行ったことがない人は多いと思います。私は年に７試合ほど観戦します。浦和レッズの試

合も大宮アルティージャの試合も同じ数見に行くことにしているのですが、以前よりも観

客の数が減っていると感じます。お話があったように、もっと地元の人に見ていただくと

一体感や誇りが強まると思います。そのような機会をつくったり、増やしたりしてもらえ

ればと思いますので、伝えていきたいと思います。 

 市の魅力は、交通とまちの雰囲気だというお話がありました。田舎と都市のハイブリッ

トのようなまちというのはおもしろいキーワードだと思います。私もさいたま市は田舎と

都市が融合したまちだと思います。さいたま市の象徴的な場所を聞かれると、手前に緑が

いっぱいの見沼田んぼが広がり、その先に近代的な都市が見えるさいたま新都心の風景だ

とお話しします。特に国の官僚の方がさいたま市を訪れた際、あの光景を見るとみんな驚

いて素晴らしいと言ってくださいます。田舎と都市の両方の面を持っているので、そのよ

いところを伸ばした都市を目指したいです。 

 見沼田んぼは全ての人やものに優しいというお話がありました。お話のとおり徳川吉宗

の時代に井澤弥惣兵衛が紀州方式と言われる灌漑を行い切り開いてできたものです。市の

発展の礎になったと思います。今年、見沼通船堀閘門開閉実演があったので見に行きまし

た。改めて、江戸時代にあれだけのことを考え、実践した人がいたということはすごいと

思いました。このような素晴らしい場所がさいたま市には残っていますが、市内も市外も

含めて皆さんに十分伝わっていないと思います。天皇陛下は水の研究者ですので、以前、

見沼通船堀を見に来ていただいたこともあります。見沼田んぼのよさをもっと伝えていき

たいです。 

 また、大型トラックにラッピングして宣伝するという御提案もありました。そういった

手法も含めて見沼田んぼの魅力を知ってもらえる方法を検討していきたいと思います。 

 外国人にとってさいたま市が魅力的だというお話がありました。それはおそらく、都市

と田舎がうまく共存しているからだと思います。さらに治安もそんなに悪くなく、自然も

あって心が安らぎ、生活する上では比較的便利なことがさいたま市の大きな魅力であり、

これは海外にも発信できることだと思います。その魅力をさらに高めていけるよう取り組

んで行きたいと思います。外国の方々にもっとアピールしていきたいと思います。 

 災害への強さが魅力だというお話がありました。今後は地震もそうですが、水害の被害

を受ける可能性も高いです。平成27年に鬼怒川の堤防が決壊するほどの大雨が降りまし

たが、あれと同じ量の雨が利根川と荒川で降った場合には、都内の大部分が水没する恐れ

があります。さいたま市は、首都圏広域地方計画という国の計画の中で首都直下型地震の

ときの首都機能バックアップ拠点に位置付けられていますが、これは、地震の時だけでは

ないと思います。地理的に強いという特性を生かしてもっと災害に強いまちになっていか

なくてはならないと思っており、広域的な災害に対応できる機能の強化、市全体の災害に

対応できる機能の強化、身近な場所での地域の防災力の強化という３つの視点で取り組ん

でいます。さいたま市は木造住宅密集地域の区分の中で最も密集している区分に分類され

る場所はありませんが、２段階目の区分は浦和区などにあります。都市計画上、燃えやす

くて逃げにくいエリアには特に集中的に対策を行い、火事も含めて有事の際に対応できる

都市計画づくりも行っています。さいたま市に住むと災害が少なく安心だと思われること

は今の時代、最も強いセールスポイントになると思いますので強化していきたいです。 
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 緑が多いことと関連して、清掃ボランティアのお話がありました。これからさいたま市

のよさをつくっていくには、行政の力に加えて市民の皆さん一人ひとりの力や企業の皆さ

の力を合わせていかなければいけません。 

今、「ごみゼロキャンペーン市民清掃活動」のときは約10万人というかなりの人数の

方が清掃活動に参加してくれています。そのように市民の皆さんが参加し関わってくれる

ことで、さいたま市がみんなでつくったきれいなまち、緑を大切にしているまち、人と人

とのつながりを大切にしているまちになると思います。誰かがやらなくてはいけないとい

うよりは誰かが始めなくてはいけない、誰かがやり続けなくてはいけないことだと思いま

す。私たちはもちろん、皆さんにも御協力いただきながら頑張っていきたいです。 

 市民活動のお話がありました。さいたま市は各区で市民活動ネットワークを立ち上げて

おり、市民活動が盛んです。皆さんがもっといろいろな形でつながっていけるとよいと思

います。自治会は地域コミュニティの基盤となっていますし、ＮＰＯ団体はそれぞれ得意

分野があります。それぞれが持つ特技を生かし、かけ合わせ、連携しながらやっていくと

もっと大きな力になっていくと思いますし、また区ごとの連携も大切だと思います。 

 市では各区の行事に他の区の皆さんを案内したり、区長や職員に来てもらったりなど区

同士の交流が始まっています。10区にはいろいろな特徴や違いがあり、それがさいたま

市のおもしろさでもあります。岩槻区は伝統と歴史、文化のまち、緑区は自然が残ってい

て、埼玉スタジアム２〇〇２があり、最先端のスマートシティがあるまちです。それぞれ

の地域を見て知ることが次の何かを生み出していく上で重要なことだと思います。 

 さいたま市は４つの市が合併してできました。違う特徴を持った市が合併したことはす

ごいことだと思います。さいたま市が「住みたい街ランキング」にランクインしたり、

「幸福度ランキング」で上位にきていることは、そういったそれぞれの力が一つに結びつ

いてきた証だと思います。 

 自分の住んでいる区以外の区に行ったことがない方も多いと思います。さいたま市はあ

と２年で合併して20年が経ちます。人間で言えば成人を迎える年です。「翔んで埼玉」

でも旧４市のライバル関係が揶揄されていましたが、ライバル意識を超えてみんなで手を

握りながら、それぞれの違いやよさ、素晴らしさをもっと生かしながら魅力的なまちをつ

くっていくことが大切だと思います。 

今、さいたま市の次期総合振興計画を策定しています。新しいさいたま市がどのような

まちになっていくか、どのようなビジョンを描いていくかを市民の皆さんのお話も聞きな

がらつくっている段階です。さいたま市は新しい段階に入っていくと大いに期待していま

す。 

これから、行政と市民と事業者、古くから住んでいらっしゃる方と新しく住み始めた方

が融合し連携することで、相乗効果が生まれ、新しい価値や新しい力が生み出され、もっ

と素晴らしいまちになっていくと信じています。 

本日は幅広い世代の皆さんに御参加いただき、お話を聞くことができました。皆さんか

らいただいた御意見をしっかり受けとめ、今後に生かしていきたいと思います。 

 これからも皆さんの力をお借りして、さいたま市をもっと住みやすい、住み続けたいと

思っていただけるまちにしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

■補足説明 

「公民館の開放」について 
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公民館は社会教育法に基づいた社会教育施設であり、利用にあたりましては事前に登録を行っ

ていただいた団体に施設を貸し出しています。 

（教育委員会 生涯学習総合センター） 

「図書館の開放」について 

図書館の閲覧席は、図書館の本を読んだり、図書館の資料を使いながら調べものをしたりする

ために設置していますが、規模の大きな図書館では、閲覧席の一部を参考書等の持ち込みによる

自習を認めています。 

 しかしながら、閲覧席を自習のために長時間占有することに対して苦情が寄せられていること

も事実です。図書館では、限りある閲覧席を利用者が譲り合い気持ちよく利用していただきたい

と考えています。 

（教育委員会 中央図書館 管理課） 

「小学生の登下校時の防犯対策」について 

さいたま市では、子どもを不審者による犯罪から守るために、学校の教職員やＰＴＡによる取

組だけでなく、多くの人の目で子どもを守る「学校安全ネットワーク」を推進し、安全性を高め

ています。防犯ボランティアの方々や、緊急時に子どもが避難できる「子どもひなん所１１０番

の家」、配達・運送・運搬等に係る事業者と、業務中に不審者を目撃した際には警察や教育委員

会に連絡をしていただく「子ども安全協定」を結ぶなど、地域の方々や関係団体等に御協力いた

だいています。 

 平成30年度からは、さいたま市「ながら見守り」ボランティアの方に、防犯ボランティアの活

動時間とは異なる、早朝や夕刻の時間帯に活動していただいています。 

 また、小学校の給食を実施する日には、午後２時30分に児童の声により、見守り活動の感謝の

気持ちを伝えながら、地域の方々に見守り活動の協力についても呼びかけています。 

 安全については、これで十分ということはないかもしれませんが、今後ともこれらの取組を推

進し、犯罪の防止に努めてまいります。 

（教育委員会 学校教育部 健康教育課） 

「住宅地での無電柱化」について 

次世代自動車・スマートエネルギー特区のスマートホーム・コミュニティ事業において、民地

を活用した無電柱化に取り組んでいます。 

（都市戦略本部 未来都市推進部） 

「日光御成道に関するイベント」について 

 日光御成道に関するイベント「日光御成道 美園 大門宿まつり」は、当初の目的を達成しつ

つあるため、令和元年度に実施する第５回目の開催を最後としました。 

（緑区役所 区民生活部 コミュニティ課） 

「かかしに関するイベント」について 

 緑区かかしランド実行委員会によるかかしに関するイベントは、主に区内の幼児施設や小・中

学校の児童・生徒にかかしをモチーフとした作品（かかしの模型・絵画）を制作してもらい、屋

内展示を行っているものです。かかしの模型は強度や耐久性の点で、実際にかかしとして屋外に

設置することは困難です。 

（緑区役所 区民生活部 コミュニティ課） 

「浦和レッズの試合に地元の人を招待する取組」について 

浦和レッズの提案により、浦和レッズと区役所で連携し、今年度から試験的に区への転入者を

対象に、埼玉スタジアム２〇〇２で行われるホームゲームへ招待しています。浦和区役所は９月

から、緑区役所は10月から実施しています。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「清掃工場跡地の利用」について 



－17－ 

さいたま市では、クリーンセンター大崎跡地において、都市農業の振興を目的とし、周辺農家

や施設と連携をして、農産物直売所、農産物加工体験施設や農業研修施設等の機能を備えた農業

交流施設の整備を検討しており、より多くの市民の皆様に新鮮で安心・安全な農産物など農の魅

力を発信したいと思っています。また、整備予定地が見沼田んぼ内に位置していることから、あ

わせてその魅力を発信してまいります。 

（経済局 農業政策部 農業政策課） 

※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。


