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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【南区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年７月 27 日（土） ９：30～11：00 

会 場：武蔵浦和コミュニティセンター ８階 第７・８・９集会室 

参 加 者：23 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、ここ南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 

 私は、都内から引っ越してきて、さいたま市に約20年住んでいます。 

 魅力は、通勤に便利なことと、さいたまスーパーアリーナや埼玉スタジアム２〇〇２が

あるように、スポーツが盛んなことです。 

しかし、最近は、スポーツだけでなく文化的なものもほしいと思い始めました。関東の

中で、群馬と横浜と東京にプロのオーケストラがあるので、さいたまにもプロのオーケス

トラを置いてほしいです。非常にお金がかかりますが、プロのオーケストラがあることは

文化水準を測る尺度になると思います。そのようなシンボル的なものを設ければ、スポー

ツと文化の両方の魅力が高まると思います。 

●参加者 

 私は、子どものころから約30年さいたま市に住んでいます。 

 都内に電車で通勤しているので鉄道について意見があります。 

さいたま市は鉄道が縦横に走っていますが、終電の時間が鉄道ごとに異なっています。

都内に通勤している者としては、終電の時間を統一してほしいです。 

●参加者 

さいたま市の魅力を広めるために、「ａｓ Ｎｏ．１（アズナンバーワン）制度」を実

践してはいかがでしょうか。 

というのも、今後のさいたま市の発展に関しては、人がキーになると思います。よい人

が多く、住みやすい、みんなで思いやりの心を持って生活しているという現状かもしれま

せんが、その中で、一人ひとりが得意なものや趣味、興味のあるものを競い合ったり、特

定のことに関して私が１番だといえる「ａｓ Ｎｏ．１制度」を実践してはいかがでしょ

うか。そして、地域や行政区の中でのナンバーワン、あるいはさいたま市全体でのナンバ

ーワンになった方に、各分野において、自身の知識や技能を生かしてもらい、枝葉が広が

っていけばよいと思います。 

●参加者 

 私は、生まれたときからずっとさいたま市に住んでおり、20年になります。 

 市の魅力は、別所沼と彩湖に信号のないランニングコースがあることです。市街地の真

ん中と市街地のすぐ横にあるので非常に魅力的です。 

 しかし、そこで問題となるのが、ランナーが荷物を置く場所が足りないことです。別所

沼には別所沼会館にランニングステーションがありますが、彩湖周辺にはランニングステ

ーションがありません。そこで、私は、彩湖にランニングステーションを設置する必要が

あると考えています。 

 理想を言えば、荒川彩湖公園の駐車場のトイレの辺りにランニングステーションが欲し

いですが、河川敷に建物を建設することは難しいと思うので、現在、さいたま市が行って

いる「銭湯ランニングステーション」と同じような形で、桜環境センターをランニングス

テーションとして活用することができるのではないかと考えています。 

●参加者 

 私は、さいたま市に住んでいる方との結婚をきっかけに、さいたま市に住み始めて今年

で16年目です。 

 私が魅力に感じることは、さいたまは都会でもあり田舎でもあるということです。 

 まず、都会というのは、アクセスがよいということです。例えば、地方の図書館にない
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本を国会図書館で借りたい場合でも、そこにアクセスしやすいです。 

 次に、田舎というのは、自然が多いということです。見沼田んぼもそうですが、まちか

ら少し離れると田舎のような自然を感じられることと、まちも夜になれば静かになること

が魅力だと思います。 

次に、さいたま市へのお願いが２つあります。 

１つ目は、非正規雇用者を正規雇用者にする取組をしてほしいです。国も力を入れると

いうことが数日前にニュースになっていました。私は就職氷河期の世代なので、大学卒業

時に就職活動で苦労しました。そこで、特に40歳前後の人を非正規雇用から正規雇用に

してほしいです。 

２つ目は、今後さらに高齢化が進むので、介護職員を増やしてほしいです。もちろん、

既に力を入れているとは思いますが、改めてお願いします。 

●参加者 

 私が魅力に感じるのは、子育てがしやすい点です。 

 私は、県内の別の市に住んでおり、市内の高校に通い始めて３か月なのですが、学校ま

での道のりに公園があるのを見て、子育てがしやすいのかなと感じました。インターネッ

トで調べたときも、さいたま市には図書館が多く子育てがしやすいと紹介されていました。 

 しかし、私が学校に通っている道にはガードレールがありません。インターネットで調

べたときにも、私の通学路に限らず、場所によってガードレールがないという記載があり

ました。ガードレールがあった方が子どもの安全を守りやすいと思います。 

●参加者 

 私は、60年前に東京都から引っ越してきました。 

私は、自分がさいたま市に住んでよかったと思うことを地域の人に伝え、市の魅力をア

ピールしています。具体的には、私は育成会を通じて、小・中学校のＰＴＡの方々と一緒

に子どもの見守り活動をしているのですが、そのときに、ＰＴＡの方々に対して、地域の

ことや昔話をしています。終わった後は、今日は来てよかったと好評をいただいています。 

●参加者 

私は、2000年に他県からさいたま市に来ました。俗に言う転勤族で、全国を13か所

回りましたが、最終的にさいたま市に定住することにしました。そのときにさいたま市を

選んだ理由が３つあります。 

１つ目は、交通の便がよいことです。定住を決めた後も転勤があることがわかっていた

ので、交通の便が悪いと大変苦労すると思いまいた。さいたま市ならば、転勤場所への移

動の際も、新幹線や飛行機の乗り継ぎの時間をあまり気にせずに済みます。 

２つ目は、安全・安心なまちだということです。具体的には、自然災害を含め非常に災

害が少ないことと、治安が非常によいという点です。転勤の時は家族を残していきますの

で、家族を残していく地域の安全・安心を重視しました。 

３つ目は、サッカーのまちだからです。私は、2002年のワールドカップのときに埼玉

スタジアム２〇〇２でボランティアに参加したことが縁で、それ以降、浦和レッズのスチ

ュワード活動を行っています。サッカーは世界の共通のスポーツなので、力を入れて広め

ていきたいです。また、単身赴任先でもサッカーを通じていろいろな方と話ができたり、

さいたまに呼んでサッカーの話ができたりするので、さいたま市を選んで本当によかった

と思っています。 

●参加者 

私は、さいたま市に住んで70年以上です。 

 まず、市の魅力は交通の利便性がよいことです。鉄道やバスが大変便利です。自転車に
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ついても、駅周辺が以前より整理されて、自転車に乗りやすくなっていると思います。 

 次にお願いが２つあります。 

 １つ目は、自転車レーンを整備してほしいです。私は、武蔵浦和駅から南浦和駅方面に

自転車で移動することがあるのですが、途中、坂道が２か所ほどあります。高齢なので、

坂道を上がるのに大変苦労します。最近は、自転車レーンを使うので便利なのですが、そ

の路面に10㎜から15㎜ほどの段差があり、特に高齢者にとっては危ないので、歩道が歩

行者優先ということは認識しつつも歩道を走行してしまいます。 

 ２つ目に、荒川サイクリングロードがありますが、そこまでの道のりを自転車で行くこ

とを考えて行きやすくしてほしいです。 

●参加者 

私は、さいたま市に住んで5年です。 

 まず、さいたま市は、生活に必要な施設が身近にあるところが魅力です。スーパーマー

ケットや病院、図書館が徒歩ないし自転車で行ける距離にあります。そのため、他の市と

比較して、自家用車を持つ必要性が低いこともよい点だと思います。 

 次に、魅力を広めるためには、映画やドラマ、ＣＭを活用するとよいと思います。また、

さいたま市が映像で使われているのを見ていて他の市と差別化されていないと感じること

がよくあるので、さいたま市で撮影している映像は何か違うなと思わせるような特徴があ

ると印象に残ると思います。 

 最後に、今後もっと魅力的なまちにするためには、今以上にパラスポーツに取り組むと

よいと思います。さいたま市がブラインドサッカーの試合を開催していることは知ってい

ますが、さいたま市がバリアフリーであることを強調するために、それ以外の、例えば車

いすラグビーや車いすバスケットボールの大会も開催するとよいと思います。また、車い

すの競技をするための車いすや、ブラインドサッカー用のボールを貸与してほしいです。 

●参加者 

 毎月発行されている市報にさいたま市の様々な魅力が掲載されているので、市報は大変

立派な冊子だと思います。 

さいたま市には、海も山もないですが、災害が少ないことが魅力だと思います。私は仕

事がら全国を回りましたが、さいたま市は皆さん心のゆとりがあり、せかせかしておらず、

穏やかな表情で過ごしている様子を見かけます。それが市の魅力につながっていると思い

ます。 

 さらに今後、人がホッとする環境をつくるために、まちなかにせせらぎがある風情が必

要だと思います。地方で見かけたことがあるのですが、まちなかに水の流れをつくり、魚

を泳がせたり水草を植えたりすると、心がホッとする雰囲気の演出につながると思います。 

 次に、魅力を伝える手法としては、自治会連合会や自治会の中で会員向けに市内や区内

の魅力的な場所を計画的に紹介すれば、一人でも多くの方に知ってもらえると思います。 

●参加者 

 さいたま市との最初の御縁は、戦争のときの疎開でした。以降ずっと住んでいましたが、

途中40年間川越市に移り、今、さいたま市に戻ってきて約4年です。また、私は数年前

に大きな手術をし、不自由な体になりました。 

 さいたま市は交通の利便性がよいです。しかし、その中で、不自由な体になって思うの

は、身近なバスに関することです。私はバスを一番多く利用するのですが、体が不自由な

ためバスのステップが高くて登れません。そのため、タクシーを利用することが多くなり

ました。1日に2回病院に薬をもらいに行くときは計4回タクシーに乗るので、非常に家

計に響きます。 

 そこで、バスのステップを工夫するなどして乗りやすくしてほしいです。若い世代の知
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人からも、ベビーカーがバスに乗らないので子どもがバスに乗れず買い物が不便だという

話を聞きます。これを改善するといろいろな世代の方に喜ばれると思います。バスに乗り

やすくなれば、高齢者も家に引きこもっていないで、外に出て買い物をしたり、楽しんだ

りできると思います。 

さらに、外出時に感じることとしては、まちなかで若者向けのカフェは、レジで注文し

て商品を自分で席に持っていくスタイルなのですが、それでは高齢者などには不便です。

ですので、不自由を感じないスタイルのカフェができると、気軽に買い物に行って一休み

しやすくなるのでよいと思います。 

 体が不自由になってから、これらの問題解決のためにどうすればよいかずっと考えてい

ました。昨年11月に市役所に出向いてこのことをお話ししたので、そのうち回答がある

と思いますが、もちろん、バスのステップの問題を解決するにはお金がかかると思ってい

ます。ですので、大がかりでなくてよいので、もう少し乗りやすくなればと考えています。 

赤羽に行くと、昼間に高齢者が多く出歩いているのを見かけますが、赤羽から浦和に戻

ってくると高齢者の姿は少ないです。これは、乗り物が不便なことと、気楽に立ち寄って

食事できる場所やカフェがない不便さが原因で、家にこもっている高齢者が多いのだと思

います。 

●参加者 

 私はこちらに住み始めて5年目です。 

 さいたま市のシティセールスの事例で、インターネット広告が紹介されていましたが、

私はインターネットよりもラジオをよく聞きます。毎週土曜日に埼玉県が「まとめて！埼

玉応援団！」というラジオ番組を10分ほどやっているので、さいたま市の方がその番組

に出て、アナウンサーと一緒にさいたま市のイベントや場所の紹介、見ごろの花などの情

報を発信したらよいと思います。 

また、武蔵浦和駅前のケーズデンキがあった場所を利用して何かするとよいと思います。 

◆市長 

 スポーツが盛んである一方で、文化に力を入れた方がよいという御提案がありました。 

 さいたま市では、３年前に「さいたまトリエンナーレ」を開催しました。今年度も東京

2020大会の文化オリンピアードの一つとして「さいたま国際芸術祭」を開催する予定で

す。さいたま市はスポーツが盛んですが、実は文化も盛んです。いわゆるアーティストと

呼ばれる方の人数の多さも政令指定都市の中でトップクラスです。文化についてもいろい

ろな形で発信していければと思います。 

 鉄道の終電の時間がまちまちだというお話がありました。 

これについては、市で対策をするのは難しい部分もありますので、ＪＲ等々にもお話を

していきたいと思います。 

 重要なキーワードとして、「ａｓ Ｎｏ．１制度」の御提案と、さいたま市は人材が大

変豊かであるというお話がありました。私もそう思います。 

 ですので、こうした方々に様々な取組やイベントに参加いただいたり、活躍していただ

く場面をいかにつくれるかは重要だと思います。私どももよく検討していきたいと思いま

した。 

 別所沼と彩湖のランニングコースが魅力だというお話がありました。 

私も別所沼で走ることがありますが、別所沼で走るのは気持ちいいですよね。また、彩

湖も長いランニングコースですので非常にランニングが盛んです。数年前に別所沼を走っ

ていたら、日本代表になられたこともある藤原新選手に偶然お会いしました。その時、藤
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原選手はちょうどリオデジャネイロのオリンピック大会を目指しており、そのための環境

としてさいたま市に引っ越してきて、朝は別所沼で走り、昼は彩湖で走っているという話

を聞きました。 

 さいたま市では、「さいたま国際マラソン」も開催しています。マラソンは今や、ブー

ムというよりも文化になってきていると思います。 

その中で走りやすい環境としてランニングステーションの設置、具体的には、桜環境セ

ンターを使ったらどうかというお話もありました。非常に具体的で素晴らしい提案だと思

います。私どもも検討していきたいと思います。 

 都会であり田舎であるというお話がありました。 

まさに、さいたま市を的確に表現した言葉だと思います。都会的な部分と田舎的な自然

が残っており、共存しているところが、さいたま市のよいところだと思います。1か所に

集中した大きなまちというよりは、何か所か核となる市街地があり、そこから少し離れる

と自然が多く残っているところがよいと思います。 

また、非正規雇用者を正規雇用者にするということと、介護職を増やすことについても

お話がありました。これは、国もそうですし、さいたま市にとっても大きな課題だと思っ

ていますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。 

 高校生から、子育てしやすいというお話がありました。 

 さいたま市では、以前は「子育てするならさいたま市」を掲げていましたが、最近は

「子育て楽しいさいたま市」を目指しています。さいたま市では、０歳から18歳の転入

超過数が非常に多いです。また、転入者の約6割を子育て世代である20代、30代の方々

が占めています。 

 その中で、この子育てがしやすく、子育てが楽しくなるようなさいたま市をつくってい

こうと取り組んでいます。今、さいたま市では、お母さんだけでなく、お父さんにも子育

てに参加していただくために、市民活動団体と連携して「さいたまパパ・スクール」を開

催したり、日曜日に子育て支援センターで「パパサンデー」を開催し、お父さんと子ども

が一緒に過ごすためのプログラムや機会を設けたりしています。また、おじいちゃん、お

ばあちゃんたちにも積極的に参加いただくために「孫育て講座」の開催や「さいたま市祖

父母手帳」の作成も行っています。 

今後も、子育てしやすいまちをつくっていきたいと思います。 

 育成会の補助員として行っている活動のお話がありました。 

育成会の活動中に昔の話をしてくださっているということですが、地域の歴史や文化は

一度途絶えると、そこから改めて次の世代につなげていくのは難しいと思います。そして、

地域のことを知ることがふるさとという意識を生み出したり、地域を愛することにつなが

ったりすると思います。今後もそのような活動をしていただけるとありがたいです。 

 交通の便、安心・安全、サッカーについてお話がありました。 

 安心・安全については、特に地域の皆さんの御協力により、守られていると思います。

というのも、さいたま市で自主防犯パトロールをやっている方々の数は非常に多いからで

す。また、子どもたちの見守りは、登校時も下校時も地域の皆さんが行ってくださってい

ます。市全体の刑法犯認知件数はピーク時の半分以下になっています。これも地域の力だ

と思います。 

 また、サッカー、あるいはサッカーを含めたスポーツは、御発言にあったようないろい

ろな地域でのつながりをつくっていく上でも、大きな役割を担っていると思います。これ

からもサッカーや、サッカーを含めたスポーツの盛んなまちをつくっていきたいと思いま

す。 
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 自転車レーンのお話がありました。確かに、路面に段差があると危ないですよね。自転

車は微妙なバランスで走っていますので、通常の自転車であっても段差には注意しなけれ

ばなりません。私たちも改めてこのような箇所のチェックをしていきたいと思います。 

 市では、今、自転車の通行帯を10年間で200㎞整備しようと進めています。自転車は

本来、道路の左側を走るのが基本ですので、そのルールを守っていただくことと、安全で

走りやすい環境をつくっていくための取組を、積極的に行っています。 

 また、駐輪場も充実させて、まもる、とめる、はしる、たのしむという４つの視点で進

めています。サイクリングをされる方も増えましたのでサイクリングロードを充実させて

いくことが重要だと思います。 

 確かに、サイクリングロードまで行くためのアクセスは重要だと思っています。特に荒

川の河川敷のサイクリングロードは、土日になると東京から多くの方にお越しいただきま

す。市内からの道のりについては、まだ十分に整備できていない部分もあると思います。 

 荒川の河川敷は国が管理していますし、距離が長く様々な自治体を跨いでいます。です

ので、国の機関とも調整し、川口市、戸田市、上尾市などとも連携しながら、サイクリン

グロードをさらに充実させていこうと思います。そして、それをきっかけに市内を訪問し

てもらい、市内で楽しんでもらえるように、既に取り組み始めています。 

 生活に必要な施設が身近にあるというお話がありました。 

確かにそうですよね。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。 

 また、映画やドラマ、ＣＭの活用についてもお話がありました。 

わかりにくい部分もありますが、最近は、多くの映画やドラマをさいたま市内で撮影し

ていただいています。今放送されている石原さとみさん主演のレストランのドラマでは、

中央区のレストランや見沼区の民間の墓地の外観が使われています。そのほかにもいろい

ろな場所で撮影が行われています。また中央区役所は、市内全10区の区役所の中で最も

古い施設なのですが、その施設が映画やドラマの撮影で多く使われていますので、この点

もアピールしていきたいと思います。 

 次に、ブラインドサッカーをはじめとした障害者スポーツのお話がありました。 

さいたま市は、ブラインドサッカーに力を入れており、毎年「さいたま市ノーマライゼ

ーションカップ」を開催しています。少しでも障害者スポーツのことを理解してもらうこ

とと、障害者の皆さんに積極的にスポーツをしていただける環境づくりをしようという思

いで取り組んでいます。 

御提案のような競技に必要な物品の貸し出しや、競技できる場所を少しでも増やしてい

きたいと思います。 

 市報をよく見ていただいているということで、ありがとうございます。 

また、さいたま市は、海も山もないが災害が少ないというお話がありました。 

「翔んで埼玉」でも海への憧れが描かれていましたし、私も学生のころ海に憧れていま

した。しかし、今では逆に、海がないことで津波などの災害がなかったり、360度いろ

いろな場所へつながっているという点で強みだと感じています。 

 また、心のゆとりがある方が多いというお話がありました。 

そして、ホッとできる環境づくりをするとよいということで、具体的な御提案がありま
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した。水を見ると人間の心が落ち着くこともあると思うので、そういったまちづくりにつ

いても、考えていきたいと思います。 

 バスのステップが高くて乗りにくいというお話がありました。 

市としても、ステップが高くないバス、ノンステップバスをできるだけ増やしていこう

と取り組んでいます。具体的には、民間のバス会社にお願いしたり、さいたま市のコミュ

ニティバスのステップの高さをできるだけ低くするようにしたりしています。しかし、ま

だ乗りにくい環境があることは感じています。 

また、今、高齢者の交通事故が多発し運転免許証の返納の話も出ていますので、市とし

てもできるだけこれからの超高齢社会に対応できるように取り組んでいきたいと思います。

お話にもありましたが、移動ができないことは、社会参加しにくいことになりますので、

できるだけ社会参加しやすい環境をつくっていきたいと思います。 

 市では、「コミュニティバス」や「乗合タクシー」の運行も行っていますが、さらに今

年度からは、社会福祉法人や自治会などの実施主体が持っている車両を活用して、その車

両の空いている時間に高齢者などの移動支援を行うというモデル事業を始めています。こ

れらの工夫で、超高齢社会でも、高齢者が移動しやすい環境をつくっていきたいと思いま

す。 

 ラジオを活用するという御提案がありました。 

いろいろなメディアでさいたま市のことを伝えていくことは重要だと思います。ラジオ、

インターネット、テレビ等を通じて、さいたま市の魅力や取り組んでいること、イベント、

素晴らしい場所などを伝える努力をしていきたいと思います。 

ラジオでの広報については、今は「ＦＭ ＮＡＣＫ５」の番組の間にコマーシャルを流

していますが、総合的に考えていきたいと思います。 

●参加者 

私は夫婦でさいたま市に引っ越して20年です。さいたま市を選んだ理由は、交通の利

便性と住宅の価格のバランスが一番よかったからです。また、公立小学校の評判がよかっ

たことも理由です。 

 自分自身は引っ越してからの20年はおおむね住んでよかったと思っています。妻に聞

いてみたところ、魅力として、交通が便利であることは確かだが、それだけだということ

でした。というのも、横浜に親戚が住んでいるのですが、横浜は観光地もおしゃれな店も

多いのに、さいたまは来てもらっても連れていくところが何もないと言っていました。さ

らに、「住みたい街ランキング」で上位にランクインしているが、あれは嘘ではないかと

も言っていました。そう思う人もいると思いますが、私は20年住んでいて非常に心地よ

く住めたと思っています。 

 私は、今後は、住みやすさに磨きをかけて働きやすいまちを目指す必要があると思いま

す。どういうことかと言うと、今、東京2020大会の１年前ということで、朝の交通渋滞

緩和のために、テレワークや在宅勤務が推奨されていますが、これは、インターネットを

使って会社に行かなくても仕事ができる環境を整備することだと思います。 

 私もこの間、ぎっくり腰で歩くのもままならない状況になったので、東京の会社に通勤

せずに、その会社が契約した大宮のサテライトオフィスで働きました。これが非常によか

ったです。通勤は楽ですし、東京のオフィス街は本屋や買い物する場所もないことが多い

のですが、大宮にはそれらの店もそろっているので帰り道も楽しむことができました。宇

都宮線や高崎線、東武野田線を使っている方々が東京まで行かなくても大宮や浦和で働け

るポテンシャルを感じました。 

●参加者 
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私たちの自治会を紹介します。 

 私たちの自治会も少子高齢化が進む中、子どもたちにとっても高齢者にとっても元気で

楽しく安心して暮らせるまちになれば住みたいまち、あるいはふるさとと思ってもらえる

ようなまちになると思いますので、そのような思いで会員の皆さんと活動しています。 

活動の１つ目は、子どもたちが仲よく楽しめる活動です。竹とりから始めてゲームをし

ながらそうめんを食べる流しそうめんを毎年行っています。また、5年ほど前から、子ど

もたちが仮装をして各家を回ってお菓子等をもらうハロウィンイベントも開催しています。

2月には福の神と鬼に仮装して子どもたちの家庭を回る節分の豆まきも行っています。 

 ２つ目は、高齢者が安心して暮らせる活動です。草とりや家具の移動等の困ったことや

助けてほしいことを自治会の方が補助する助け合い活動をしています。また、お茶飲み会

等のサロン活動をしています。さらに、パトロールをしながら高齢者が安全に暮らしてい

るかを見守る活動をしています。 

●参加者 

 私は市内の高校に通っています。 

 市の魅力を中・高生などの若い世代に伝える手段として、市が学校行事にもっと参加し

てもよいと思います。例えば、学校の文化祭でさいたま市のものを販売するなどです。 

 私の通う高校では、昨年の文化祭で、生徒会のメンバーがヌゥの着ぐるみを着ていまし

た。これをきっかけに、さいたま市のマスコットキャラクターを知ることがきますし、ヌ

ゥを知ることで、まちなかでヌゥのポスターなどを見つけたときに、それがさいたま市の

取組だと認識できるようになると思います。 

●参加者 

私も市内の高校に通っています。 

 さいたま市の魅力は、様々な映像作品のモデル・撮影場所になっていることです。最近

では、新海誠監督の映画「秒速5センチメートル」に武蔵浦和駅や大宮駅が出てきました。

平成仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊では、大宮駅や彩湖が出てきます。さらにテレ

ビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」には、大宮駅や鉄道博物館が出てきています。 

しかし、作品のモデルになった場所であるにもかかわらず、大宮駅でシンカリオンのイ

ベントが行われた際に、イベントが大宮で開催される理由を知らない人が多いようでした。

つまり、宣伝されていないのでシンカリオンに大宮駅や鉄道博物館が出てくることを知ら

ない人が多いということです。シンカリオンの場合は、作品の中で使われていること、つ

まり聖地であることをもっと宣伝した方がよいと思いました。 

●参加者 

 私は、生まれてからからずっと旧浦和市、さいたま市に住んでいます。 

 魅力は、交通の便利さ、安全、自然が美しいことです。また、人が魅力だと思います。

ここに住んでいて、危険を感じたことがなく、みんな優しいと感じています。 

 しかし、人が増えていく中で少し足りないと思うこともあります。私も年齢を重ねて介

護をするようになり、市外に出るよりも市内にいる時間が長くなってきました。そんな中、

今後の市内での生活を考えるときに感じることが２点あります。 

 １つ目は、利用できる公共施設が少ないことです。本日の会場であるこのコミュニティ

センターも、おそらく稼働率100％に近いと思います。インターネットで申込みをして

も、月に１回か２か月に１回しか予約が取れません。そこで、学校を開放してはいかがで

しょうか。世田谷区では、20～30年前から、学校を使っていないときに、体育館や会議

室、図工室のような特別教室を開放しています。学校の開放には安全面の懸念もあります

が、さいたま市でも、是非考えてほしいです。 

 ２つ目は、小規模多機能型居宅介護を増やしてほしいです。現在、両親の介護が始まり、
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デイサービスやショートステイを利用しながら、また自分の仕事も続けながら生活してい

ます。在宅で介護をするとき、小規模多機能型居宅介護を利用したいと考えています。昨

日インターネットで調べたところ、さいたま市には、18か所、南区には１か所しか施設

がありませんでした。浦和区と西区の施設にお話を伺ったり、半日滞在させていただいた

りしましたが、浦和区の施設では、デイサービスとショートステイはできるが、ヘルパー

機能は人が足りないためできないと言われました。西区の施設では、それらは全部できる

ので利用したいと思ったのですが、南区からは遠いので、送り迎えができないという理由

で断られました。近くに小規模多機能型居宅介護があったらよいと思うので、是非御検討

ください。 

●参加者 

私は市内の高校に通っています。 

 さいたま市は、交通の利便性が魅力だと思います。地理的にも都会と近く、浦和駅から

都内に行くのに30分かかりません。池袋駅や新宿駅にも25分ほどしかかかりません。東

京ドームでのコンサートで後楽園に行って1日満喫しても、そんなに遅くならずにさいた

ままで帰って来ることができます。 

 改善点としては、乳がん検診の頻度です。他の市では１年に１回くらいありますが、さ

いたま市は２年に１回です。早期発見のために１年に１回にした方がよいと思います。 

●参加者 

 私が引っ越してきてから、武蔵浦和駅周辺には、約2,000世帯分のマンションができ

ています。先ほど別の方が発言されたケーズデンキの跡地ですが、個人的には公園になっ

てほしいのですが、看板によるとマンションができるそうです。そこで、武蔵浦和駅がパ

ンクしないかが不安です。工場やマンション、一戸建てなどができて人口が増えるのはよ

いのですが、人口が増えすぎるといろいろな問題が発生することが懸念されます。 

●参加者 

さいたま市は、教育環境が充実していることが魅力だと思います。さいたま市は、他の

市町村よりもすぐれた取組をしています。それは、次世代を担う子どもに対して、次の３

つの教育の柱を教育方針として実施していることです。 

 １つ目は、家庭教育です。２つ目は、学校教育です。しかし、これだけでは子どもは育

ちません。そこで、３つ目は、自治会活動を含めた社会教育です。この３本の柱は他の市

町村にはありません。 

 この３本の柱と相乗効果を発揮させるために、浦和中学校を除く市立小・中・特別支援

学校に、「学校地域連携コーディネーター」を一校当たり１名ないし２名配置しており、

約150名いるそうです。 

 私は、児童の不登校やいじめの問題を減らすために、児童・生徒の心の学び、喜びに火

をつけられるよう、情熱と使命感を持って指導に尽力し、潜在意識まで到達するほど強烈

な願望を持ち続けて、少しでもさいたま市の役に立ちたいと考えています。 

●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。自治会活動もしています。 

この時期は夏のイベントが盛り上がっています。浦和まつりもありましたし、大宮まつ

りも始まります。また、花火大会も開催されます。 

このようなイベントの参加者がもっと増えるように、イベントの魅力の伝え方の改善策

を考えるとよいと思います。 

 子どもがイベントを通して地元さいたまをふるさとと思ってくれるように、自治会では、

小規模なおまつりや餅つきを行っています。しかし、今後もっと広い地域、あるいは市を
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挙げてできるおまつりが重要だと思いますので、フレキシブルに対応いただくよう、市の

担当者にお願いしたいです。 

◆市長 

 横浜市との比較のお話がありました。横浜市と比べるとイベントや観光的な要素で足り

ないところもあるかもしれません。 

また、住みやすさと働きやすさを磨くという御提案がありました。これは大変おもしろ

い視点だと思います。今後はテレワークや在宅勤務の時代になっていくと思いますので、

これからのまちづくりの中で、浦和駅周辺や大宮駅周辺にテレワークや在宅勤務など、新

しいワークスタイルを実現できる場所をできるだけ増やしていきたいと考えています。 

 さいたま市は、東京に通っている方々が非常に多いので、この取組で自由に使える時間

が増えると思いますし、働き方改革等も含めて新しいライフスタイルを発信できるように

なると思います。市としても、そのような都市になりたいと思っています。 

 自治会活動の中で、子どもたちへの活動と高齢者への活動のお話がありました。 

皆さんのこういう地道な活動が、さいたま市を住みやすいまちに導いてくださっている

と思っています。先ほど、教育の話もありましたが、自分にはよいところがあるという自

己肯定感を持っている子どもの割合は、政令指定都市の中でさいたま市が第１位です。全

国平均と比べると、中学生は昨年は約9ポイント高いです。それは、地域の皆さんが子ど

もたちを激励したり、褒めたりと、いろいろな形でかかわってくださっている結果だと思

います。ですので、そういった活動をしていただいていることに、本当に感謝します。そ

れがさいたま市の魅力でもあると思います。 

 学校行事に市が参加してはどうかという御提案がありました。 

学校と連携することで、若い世代の皆さんに知っていただけるきっかけになると思いま

す。 

 さいたま市では、浦和南高校に人工芝を入れたり、運動部の部活動に練習や試合のため

のデータを提供するなどして協力させていただいています。今後も、さいたま市のよさを

もっと知っていただくために、高校と一緒にいろいろなことに取り組みたいと思います。 

 アニメや映画のお話がありました。お話のとおり、平成仮面ライダーシリーズなどはよ

くさいたま市で撮影されています。シンカリオンは大宮駅が舞台になっており、主人公は

駅の近くの小学校に通っている設定だと聞いています。先ほども、さいたま市はいろいろ

なドラマや映画に使われているというお話をしましたが、それがあまり知られていません。

ですから、そういったことをもっと知らせる取組もしていかなくてはいけないと思います。 

 加えてお話すると、小説の舞台にもなっていますし、漫画については、私たちの世代は

よく知っていますが、例えば「赤き血のイレブン」の舞台が浦和南高校で、「エースをね

らえ！」の舞台は浦和西高校です。本当にさいたま市内の学校を舞台にした作品は多いの

で、これらを皆さんにもっとお知らせすることで、さいたま市のよさ、誇りにつながって

いくと思いますので、いろいろな形で発信したいと思います。 

 学校開放のお話がありました。 

校庭については、今、ほとんどの学校が開放してくれるようになり、スポーツしやすい

環境ができています。あわせて、今、学童保育所を学校の中につくるために、市長部局と

教育委員会で協定を結び、基準を緩めてもらっています。 

 先ほど事例で挙げていただいたような形で学校を使うことは素晴らしい提案だと思いま

すが、学校側としては難しい点があると聞いています。しかし、これからの時代の地域コ

ミュニティの核は学校を中心として形成されるのではないかと思うので、学校の活用につ
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いて、今日の御提案も教育委員会にもお話していきたいと思います。 

 小規模多機能型居宅介護については、十分でないと思っています。少しでも増やせるよ

うにしていきたいと思います。 

 交通の利便性についてお褒めの言葉と、乳がん検診のお話がありました。 

 乳がん検診も含めたがん検診については、まず、いかに多くの方に受診していただける

かが課題です。これはさいたま市に限ったことではないですが、国の目標に対し、自治体

の実際の受診率にはギャップがあります。国も非常に高い目標を設定しており、市でもい

ろいろな形で広報していますが、受診率は十分でないのが現状です。 

 検診の種類により、２年に１回や５年に１回というケースがあるので、そのわかりにく

さも受診率が増えない原因につながっているかもしれません。病気の早期発見のためにも、

もっと受診率を増やせるよう検討したいと思います。 

 人口の増加で武蔵浦和駅がパンクしないかというお話がありました。 

駅については、まだどのような形になるかはわかりませんが、ＪＲでも通路の問題など

を検討していただいているようです。さいたま市内の、特に武蔵浦和駅周辺や浦和駅周辺

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。 

 ケーズデンキの跡地は、下の階に商業施設のようなものができて、上の階がマンション

になる方向で進んでいると聞いています。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。ですので、どうしても駅の近

くの商業地域に高層マンションが建つ傾向があります。日本全体でコンパクトシティにな

っているのですが、一方で、１か所に過度に人口が集中してしまうこともあります。マン

ションが駅の近くの商業地域に建つので、商店街の商力が確保できない状況もあります。

そこについては私たちも危惧しており、対策を考えていかなければならないと思っていま

す。また、駅の近くの学校では、児童が過度に増えているので、こちらも対策を考えてい

きたいと思います。 

 市の教育についてお話がありました。 

 私たちとしても、学校と家庭と地域社会でうまく連携して子どもたちを育てていこうと

考えています。どんな環境にあっても夢や目標を持っていて、それをかなえる最低限の学

力や体力、コミュニケーション力をしっかりと身につけた状態で子どもたちを社会に送り

出していきたいという思いは、教育委員会も市長部局も同じです。 

 その中で、「学校地域連携コーディネーター」の皆さんが大活躍されて、地域と学校を

つないでくださっています。こういった取組は、本当に自慢できると思っています。 

学力以外の面を御紹介しますと、給食について、さいたま市立の小・中学校と、大宮国

際中等教育学校、さくら草特別支援学校を加えた全164校において自校式で実施してい

ます。これは、地域で採れた野菜などを使い、安全でおいしく、温かい給食を子どもたち

に提供することにこだわっているからです。これも含めて、教育について自慢すべきとこ

ろは多いので、発信していきたいと思います。 

 夏のおまつり等々のお話がありました。 

先週の浦和まつりは、非常にたくさんの皆さんに来ていただけたと感じています。おま

つりは、子どもたちが育っていく過程で、その地域をふるさとだと感じるための重要な思

い出づくりの機会だと思います。私たちも多くの子どもたちや市民の皆さんがおまつりに

参加できる環境づくりを工夫していきたいと思います。 

本日は、いろいろな御意見をいただきありがとうございました。皆さんからいただいた
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御意見を参考にし、さいたま市の強みをさらに生かしながら、また弱みを改善していきた

いと思います。そして、まずは、住んでいる皆さんに「さいたま市はよいまちだ」と思っ

ていただけるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 御参加いただいたことに重ねて御礼を申し上げますとともに、これからもよりよいさい

たま市、また、皆さんにとって住みやすいさいたま市をつくっていきたいと思いますので、

引き続き御意見を市にお寄せをいただければ幸いです。本日は本当にありがとうございま

した。 

■補足説明 

「ガードレールの設置」について 

 ガードレールは、道路や交通の状況に応じて設置していますが、道路の幅員や地下埋設物等の

状況により、物理的に設置できない場合があります。 

 ガードレールの設置が難しい場合は、必要に応じ関係機関と調整し、安全対策を検討してまい

ります。 

（建設局 土木部 道路環境課） 

「水や緑を生かしたホッとできる環境づくり」について 

 さいたま市には多くの河川・水路が流れており、身近に水に親しむことができるだけでなく、

風の通り道となっています。 

 「さいたま市緑の基本計画」では、河川・水路を生かし、市街地のすみずみに水と風が行き渡

るように、水と緑が一体となったネットワークづくりの推進を位置づけています。 

（都市局 都市計画部 みどり推進課） 

「自治会等への市の魅力発信」について 

 さいたま市では、131万人という大きな人的パワーを活用する観点から、市民の、市への愛着や

誇りを醸成するという内向きなシティセールスも重視しており、今後も引き続き取り組んでまい

ります。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

「バスに乗りやすくするための工夫」について 

 さいたま市では、高齢者、障害者、子育て世代等の方にも利用しやすいバスを目指し、乗降ス

テップをなくしたノンステップバスを導入する路線バス事業者に対し、費用の一部を補助するこ

とで、令和２年度までにノンステップバス導入率70％を目標にノンステップバスの普及に努めて

います。 

なお、コミュニティバスについては、今年度全路線にノンステップバスを導入しました。 

（都市局 都市計画部 交通政策課） 

「武蔵浦和駅前のケーズデンキ跡地の利用」について 

武蔵浦和駅前のケーズデンキがあった土地はさいたま市が所有している土地ではなく、民間が

所有している土地となっていることから、具体的な土地利用については、民間の土地所有者の意

向によるものとなることを御理解いただきますようお願いします。 

 なお、「さいたま市開発行為の手続に関する条例」に基づき、開発行為の計画概要に関する標識

（お知らせ及び開発許可等標識）を令和元年９月３日に民間事業者が当該敷地に設置しています

ので御確認ください。 

（都市局 まちづくり推進部 浦和西部まちづくり事務所） 

「映像作品のモデルとなった場所の宣伝」について 

埼玉県と協力し、アニメの聖地化プロジェクトの一環として年に１度アニ玉祭へも参加し、ア
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ニメファンに対しアニメを通したＰＲを行っています。また、映画でロケ地となった場所につい

ては、さいたま市ロケーションサービスとしてホームページで順次紹介しています。 

（経済局 商工観光部 観光国際課） 

「学校の開放」について 

市内の小・中学校では、校庭のほか体育館や武道場も開放しており、平成30年度末時点で小学

校は103校の全て、中学校は57校中53校を開放し市民の方々に御利用いただいています。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「乳がん検診の頻度」について 

市町村が実施するがん検診については、基本的には、厚生労働省が定めたがん検診の指針

（「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」）に基づき実施しています。この指

針で、乳がん検診の実施回数は２年に１回とされているため、さいたま市でも隔年実施としてい

ます。検診には、早期発見・早期治療による救命というメリットと被ばくや偶発症などのデメリ

ットがあり、国の研究によって受診間隔ごとのメリットとデメリットの兼ね合いを考慮した結果、

隔年受診が最も市民の健康に資するとの判断があったため、隔年受診と指針で示されています。 

（保健福祉局 保健所 地域保健支援課） 

※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。


