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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【見沼区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年８月３日（土） 14：00～15：30 

会 場：見沼区役所 ２階 大会議室 

参 加 者：23 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、ここ見沼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



－6－ 

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 

私は市内の中学校に３年間通学しています。これまでは他県からの通学でしたが、今年

４月に市内に引っ越してきました。 

 市の魅力は、田舎過ぎず都会過ぎないところです。例えば、上野東京ラインをはじめと

して交通の利便性が高い点です。また、都会であるにもかかわらずうるさすぎないので過

ごしやすいです。また、ファミリーレストランやコンビニも多いので便利です。 

 このような素晴らしい都市ですが、ニュースでふるさと納税による減収が約41億円も

あることを知りました。これは、さいたま市のふるさと納税の返礼品にあまり魅力がなく、

市の魅力が市外の人に十分伝わっていないからだと思います。  

そこで、返礼品の見直しを提案します。具体的には、うなぎのかば焼きとコカ・コーラ

の限定品を返礼品にするとよいと思います。全国のふるさと納税を取り扱うウェブサイト

を見てみると、肉、米、うなぎが上位でしたので、うなぎのかば焼きは人気がでると思い

ます。現状、さいたま市の返礼品にはうなぎの煎餅がありましたが、あまり魅力的ではな

いと思いました。 

 また、さいたま市にはコカ・コーラの工場があります。そこで、コカ・コーラの限定品

をつくり返礼品にするとよいと思います。 

 ふるさと納税の返礼品を見直すだけでも市の魅力が多くの人に伝わり、それによってき

ちんとした税収を得ることができ、よりよいまちづくりができるようになると思います。 

●参加者

私は、さいたま市に住んで32～33年です。引っ越し当時は、都心を中心に転勤の多い

仕事をしていたので、千葉県や神奈川県にも行きやすいということで大宮を選びました。 

 今回は、地元を知ってみんなを呼び込もうというスローガンでお話しします。 

日ごろは行政について不勉強ですが、タウンミーティングに参加するにあたって市のパ

ンフレットやホームページを見たところ市の取組が細かく紹介されていて、こんなことを

やっているのかと驚きました。そこで、まず自分自身がさいたま市のよいところをきちん

と知り、それを口コミで広めてみんなを呼び込みたいと思いました。 

 また、今回様々な広報物を見て、市報や市議会の「ロクマル」が非常に丁寧に書かれて

いると感じました。今後もこれらの内容を毎号見て、周囲にアピールしていきたいと思い

ます。私は高齢者で時間がありますので、アピール方法を検討する際は、高齢者の活用も

考えていただきたいです。 

 私は、20年ほどマラソンをやっているのですが、全国各地の市民マラソン大会に230

回ほど参加して気付いたことがあります。それは、ランナーに主催者側のおもてなしの気

持ちが伝わるということです。沿道で応援する方々が、ただ立っているだけではランナー

には嬉しくないです。市民みんなで応援しよう、受け入れようという歓迎の気持ちで声を

出して応援してもらえると、参加ランナーのリピートにつながると思います。さいたま市

でも「さいたま国際マラソン」を開催しており、今後も続くと思うので、このようなおも

てなしの気持ちで応援してもらえると、さいたま市のよいところの一つになると思います。 

 さらに、さいたま市は野球、サッカー、バスケットボールなどのスポーツ施設が充実し

ていますので、もっとビッグイベントを活用するとよいと思います。 

●参加者

 私は、さいたま市で生まれ育ち、社会人になってから関西に10年弱住みました。その

後、またさいたま市に戻ってきたので、通算で35年ほど市内に住んでいます。 

 さいたま市の魅力は、交通の利便性が高いことです。「住みたい街ランキング」で上位
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の横浜と吉祥寺からは、東京駅まで約30分で行くことができますが、大宮駅からも同様

に約30分で行くことができます。それでいてさいたま市は物価も安いですし、家賃も安

いです。 

 また、さいたま市は実は農業都市だと思っています。ちょうど８月の市報にも掲載され

ていましたが、ヨーロッパ野菜の栽培が盛んです。ヨーロッパ野菜を使ったレストランも

非常に多くあります。農業都市としての魅力を、もっとアピールしていくことが魅力につ

ながると思います。 

●参加者

 私は他県から市内の中学校に３年間通っています。 

 住みやすさは定住する場所を決めるときに、より重視されると思います。そして、定住

する場所を決めるタイミングは子どもができたときが多いと思います。そこで、子育ての

しやすさが重要になってくると思います。 

 さいたま市には、子どもの遊び場が多いです。公園はもちろんですが、夏には大小問わ

ずおまつりも催されています。これだけ遊べる機会があれば、子どもを外で遊ばせたいと

いう親御さんのニーズにも応えられると思います。しかし、イベントやおまつりはそのと

きだけの期間が限られたものなので、魅力として伝わりにくいと思います。 

 そこで、おでかけマップを提案します。市内の小さな公園や日々のイベント、途中で寄

れるコンビニなどをまとめて１枚の地図にします。市内に住む親子のおでかけに役立つだ

けでなく、市外から遊びに来た方々にも手にとっていただくと、次にさいたま市に来たと

きに行く場所を見つけやすくなると思います。 

 一方、このような子育てのしやすさがあっても、移り住むときに待機児童がネックにな

ると思います。インターネットの記事によると、2018年10月では、さいたま市全体の

待機児童率は約４％、東京都全体では3.7％なので少し不安になる数値だと思います。こ

こは少しずつ改善すべきだと思います。  

●参加者

 私は、さいたま市に住んで55年ほどです。初めは仕事の都合で住み始めました。 

 定年が近づき違うところへ住んでみたいと思い、横浜市や横須賀市などの東海道方面を

調べたことがあります。あちらは高低差のある土地が多く、こういうところに家をつくる

と格好いいな、よい家ができそうだなと魅力も感じたのですが、よく考えると最近はひざ

も痛くなってきたので、高低差が多いと大変だと気付きました。そして、最終的にはまち

が平坦なさいたま市がよいということになりました。平坦という点は、アピール度は少な

いと思いますが、平坦なまちとしてアピールしてはどうでしょうか。さいたま市は標高差

がかなり小さいと思います。 

 平坦なまち、フラットなまちは高齢者にとって非常によいと思います。そして、自転車

のまちにもつながると思います。平坦なまちを是非アピールしてほしいです。 

 次に、さいたま市は交通の利便性が高いです。日本の中心というといろいろありますが、

交通の中心というとさいたま市だと思います。全国各地にでかけるときに、大宮は非常に

便利です。北海道へも北陸へも大宮から出発するのが便利です。道路に関しても、高速道

路は東京よりも大宮から使う方が便利だと思います。こちらもアピールしてほしいです。 

 結果として、私はその後もさいたま市に住み続けて、今はＮＰＯ団体で活動しています。

また最近では、さいたま市の魅力を高めるために、子どもを対象としたプログラミング教

育も始めました。日々の活動からアピールポイントを増やしたいと思っています。 

●参加者

 私は見沼区の膝子のことをアピールしたいと思います。膝子のよいところは、自然が豊

かなことと自然災害が少なく閑静であることです。見沼代用水があり、畑や田んぼも多い
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です。このような緑の多い場所を散歩していると、心が落ち着いてきますし、気持ちがポ

ジティブになります。 

そして、台風や水害、突風、地震などの自然災害が少ないと感じています。 

 市街地から家に帰ってくると、気温が下がったように感じます。また、夜に窓を開ける

とカエルや虫の鳴き声が聞こえます。私は、このような場所に住んでよかったと感じてい

ますし、これからも住み続けたいと思っています。このようなホッとする空間があること

を皆さんに知ってもらおうと、５月５日には見沼田んぼで「膝子こいのぼり祭り」を開催

しています。 

 一方、最近、高齢者の運転免許証返納が盛んに言われていますが、膝子は交通の便が悪

いので、運転免許証を返納した場合には、タクシー券などを配布してほしいです。 

●参加者

 私はさいたま市に住んで45年です。 

 以前、市外から来ている方から「自分の地域はごみがたくさん落ちているが、この地域

は住居の前がとても整備されているし、道路も草がなくきれいだ」と言われたことがあり

ます。私は、これはいつもどおりのことで、地域の人が自主的に何かしているからだと返

答しましたが、これは、人の動きがあるからだと思います。地域がきれいに保たれるには、

人の動きが大切だと思います。 

 一方で、よくない部分もあります。というのも、今の社会は何でも他人任せで苦情を言

う人が多いように感じます。しかし、私は皆さんに対して、自分の地域で自分でできるこ

とは自分でやろうと伝えたいです。例えば、家の前の道路端に草が生えていると気付いた

のであれば、なぜ除草しないのかと苦情を言うのではなく、自分でやればよいと思うので

す。 

 最後に、さいたま市だけでなく周りの市もよくなると、さいたま市はもっとよくなると

思います。 

●参加者

 私は、見沼区で生まれ育ち、18歳から県外に移り住みましたが、30歳でさいたま市に

戻りました。今は地元で農業を営んでいます。 

 見沼区のよいところの１つ目は、保育所、幼稚園、図書館、児童館、老人憩いの家、コ

ミュニティセンターなど、生活に密着した公共施設が多彩にあることです。また、スーパ

ーマーケットやコンビニも多いです。例えば、七里地区はスーパーマーケットが乱立して

いるほどです。日本ではあまりこのような地域はないと思います。非常に便利です。 

 ２つ目は、自治会や子ども会、スポーツなどのクラブチームが盛んに活動していること

です。これにより、子どもたちは様々なスポーツを体験できます。 

 ３つ目は、大宮台地に位置しているので、安全なことです。その上、西、南、東が見沼

田んぼの水と緑に囲まれており高い環境性と利便性が両立したまちです。 

４つ目に、今、市内の組合施工の区画整理を14か所で行っていますが、そのうちの８

か所が見沼区内で行われています。その結果、見沼区に新築の住宅が増え、若い御夫婦、

そして子どもが増え、非常に活気あるまちになっています。 

 ５つ目に、医療関係です。いわゆる町医者が多いです。歯医者もたくさんあります。そ

して、見沼区を囲むように高度な医療を受けられる日本屈指の病院がいくつかあります。

さらに、子どもの医療費は無料です。 

 ６つ目に、市民活動が盛んです。スポーツやおまつりが盛んに行われています。 

 ７つ目に農業です。私自身も農業を営んでおり農作物を出荷していますし、毎月第４水

曜日には、見沼区役所の入り口で「みぬマルシェ」という産直の野菜売り場を開催してい

ます。今後目指していくのは、農のある都市づくりです。 

利便性と環境と人のきずなが強く結ばれた豊かな住みたいまちを目指していけたらと思
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います。 

●参加者

 私は他県の出身ですが、見沼区に住んで55年です。その前は東京に住んでいました。

この地に住むようになったのは、実家から親を呼びやすいことが理由です。 

 よい点は皆さんがおっしゃっていたので、さらによくするためのことを２つお話ししま

す。  

１つ目は、見沼田んぼに道の駅を設置してほしいです。地元で生産されている農産物を

地元や近隣の方々に買っていただき、農業の生産性を高めてほしいです。都内からさいた

ま新都心までつながっている高速道路はいずれ東北道にもつながるという話を聞いていま

すので、東京から見沼区内へ容易に立ち寄れるようになると思います。そうすれば地域の

活性化にもつながると思います。 

２つ目は、見沼区の交通網を充実させてほしいです。見沼区は、生活はしやすいのです

が、交通面では、鉄道はあまり発達していません。したがって、バスやマイカーでの移動

が中心となります。見沼区は全10区の中で最も高齢化が進んでいるので、これから高齢

者が運転免許証を返納するとなると、バスなど代替の移動手段が必要になります。特に病

院や公共施設までの移動手段が必要です。是非、行政に取り組んでほしいです。 

◆市長

 市の魅力は田舎過ぎず都会過ぎないところだというお話がありました。確かに、さいた

ま市は都会的な面もありますが、自然がたくさん残っており、緑もあってよい場所だと思

います。その上で交通の利便性も高く、店も多いので、おっしゃるとおりだと思います。 

 また、ふるさと納税のお話がありました。41億円というふるさと納税による減収は非

常に大きな損失なので、市としてもふるさと納税をうまく活用したいと思っています。そ

の中で、魅力的な返礼品としてうなぎのかば焼きとコカ・コーラの限定品を御提案いただ

きました。市内では、特に浦和のうなぎが有名ですが、大宮も岩槻もうなぎが盛んです。

うなぎのかば焼きを返礼品にするというのはとてもおもしろいので、私たちも検討してい

きたいと思います。 

 また、物に限らず体験という視点で「さいたま国際マラソン」に参加できる権利を追加

したこともありますし、「さいたまクリテリウム」の有料席を返礼品にしたりしています。

このような視点での返礼品も、もっとアピールしていきたいと思います。 

 地元を知ってみんなを呼び込んでいこうというお話がありました。 

 さいたま市は魅力が多く、いろいろありすぎることが逆に特徴がないように見えてしま

う要因ではないかと思います。 

 また、市報や「ロクマル」にいろいろな情報が書かれているというお話もありました。

市としてもいろいろな形で情報提供していますが、まだ伝わっていないところがあると思

います。皆さんにできるだけわかりやすく情報提供していきたいと思います。 

 また、マラソンのお話もありました。マラソンは、選手と地元の人々が触れ合う機会の

多いスポーツだと思います。「さいたま国際マラソン」では、約5,000人にボランティ

アとして御協力いただいていますし、沿道でも多くの市民の皆さんに応援していただいて

いますが、もっと盛り上げていきたいです。そして、「さいたま国際マラソン」のコース

は厳しいと言われていますが、皆さんの応援でさいたま市に来ると普段よりタイムがよく

なると言われるような大会にしていきたいです。 

 交通の利便性が高いというお話がありました。東京に行くにも近く、家賃も安いので、

私もさいたま市はコストパフォーマンスがよい地域だと思います。 

 また、ヨーロッパ野菜のお話もありました。さいたま市はヨーロッパ野菜のブランド化
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に努めています。元々ヨーロッパ野菜を使っていた飲食店が中心となり活動していますが、

様々なヨーロッパ野菜の種苗を持っている見沼区の種苗業者や、岩槻の農家の若手の皆さ

んも協力してくれています。今年５月のＧ２０新潟農業大臣会合では、「さいたまヨーロ

ッパ野菜研究会」の取組が優良事例として紹介されました。 

 給食については、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。ヨーロッパ野菜も時々給食の材料として使っています。また、市内のレスト

ランやホテルのシェフの皆さんが学校給食のメニューを考えて、料理してもらう「地元シ

ェフによる学校給食」も一部の学校で実施しているのですが、そこでもヨーロッパ野菜を

使っていただいています。学校給食での取組もさいたま市の大きな魅力だと思います。 

 子どもの遊び場が多いことが魅力だというお話がありました。また、それをもっとアピ

ールするためにおでかけマップをつくる御提案がありました。 

 市では子育て世代向けの冊子の充実を進めており、今、４種類か５種類ありますが、今

後は、子育て世代に役に立つ情報を横断的に発信する工夫をしていきたいと思います。 

また、最近は、浦和美園地区の子育て世帯に向けて、ＡＩを活用した情報配信サービス

を実験的に行っています。これは、ＡＩが自動的に収集した子育てイベントやサービスな

どの情報をスマートフォンなどに提供するＷＥＢアプリです。プッシュ通知型の情報提供

も検討しています。情報を欲している方々に欲しい情報をしっかりとお伝えすることも重

要だと思いますので、御提案いただいた視点も大切にしながら、情報が伝わるように取り

組んでいきたいと思います。 

また、待機児童については、２年前に待機児童をゼロにしましたが、残念なことに今年

は393名になってしまいました。要因としては、０歳から14歳の転入超過が多いことや、

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

ことで保育所へのニーズが高まっていることが考えられます。私が市長に就任してからの

10年間に保育所の定員数約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、

それでも待機児童は減らず、本当に苦慮しています。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、それを上回ってニーズが増加しています。 

 市としては子育て世代の皆さんにさいたま市に移り住んでほしいという思いもあります

ので、しっかり取り組んでいきたいと思います。 

 定住する場所を探した結果さいたま市がよかったというお話がありました。また、平坦

なまちということがセールスポイントだというお話がありました。 

平坦なまちというのは、土砂災害などの災害が少ないことにもつながりますし、暮らし

やすさにもつながると思います。「翔んで埼玉」でも海への憧れが描かれていましたが、

かつては私も海や山に憧れていました。しかし、平坦で360度いろいろな場所へつなが

っているさいたま市は、大きな強みを持っている土地だと感じるようになりました。交通

の利便性を含めて、さいたま市の住みやすさをアピールしていきたいと思います。 

 膝子の魅力についてお話がありました。お話のとおり膝子には素晴らしいところがたく

さんあり、心が落ち着く場所です。いろいろなことをポジティブに捉えていただきありが

とうございます。 

 一方で、膝子の交通の利便性に課題があるというお話がありました。今、特に高齢者の

自動車事故が増えたことで、ニュースでも取り上げられ注目されています。移動ができる

ことは社会参加ができることだと思いますので、市としても、高齢者の方々の移動手段の

確保は大きなテーマだと思っています。しっかり取り組みたいと思います。 

市では「コミュニティバス」や「乗合タクシー」を運行させており、見沼区ではその両



－12－ 

方が走っています。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。 

 このように、いろいろな形で高齢者の移動手段の確保に取り組んでいます。 

また、先日、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。 

さらに、高齢化時代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。 

特に、さいたま市はシェアサイクルに力を入れており、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、市の公共施設の一部にも貸与し設置していただいています。見沼区役所にも

その自転車が並んでいると思います。 

 この取組は、まだ始めたばかりですが、高齢者の移動手段の確保は重要な視点だと思い

ます。 

 家の前や道路などで自分にできることをやることでまち全体がきれいに見えたり、活気

がでるというお話でした。 

 先ほど、「さいたま市民意識調査」で住みやすいと感じる市民が多いというお話をしま

したが、この大きな理由は、住んでいる皆さん一人ひとりが自分にできる取組をしてくれ

ているからだと思います。住みやすいと感じる方が多いのはまさに皆さんのおかげです。

このような皆さんの取組を大切にしていきたいと思います。 

 さいたま市の魅力をたくさんお話しいただきました。 

 地域の自治会や子ども会などの様々な団体が協力し合い、役割分担し、連携していろい

ろな取組をしてくれていることも魅力ですし、身近なところに生活に密着した公共施設が

多いことも魅力だと思います。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。最近は、救急

患者を受け入れる病院の配置も今まで以上にバランスがよくなってきたと思っています。 

 また、農のある都市づくりを目指しているというお話がありました。学校給食やヨーロ

ッパ野菜もそうですが、身近なところに自然があり、おいしいものが採れる場所があり、

それを食べることができるのはさいたま市の大きな魅力だと思います。これらもアピール

したいと思います。 

 見沼田んぼに道の駅をというお話と、交通網の充実のお話がありました。 

 見沼田んぼの中に設置するのは難しいですが、市内で道の駅を設置する場所は交通の利

便性が高いなどの条件を踏まえ、今検討を進めています。見沼で採れるおいしい野菜を皆

さんに食べていただける環境をつくっていきたいと思います。 

 また、交通網の充実についても今後取り組んでいきたいです。超高齢社会に向けた移動

手段の確保については、「乗合タクシー」やＭａａＳの研究など様々な取組を行っていま

す。  

●参加者
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 私は、さいたま市で生まれ育ち80年になります。 

 電線の地中化についてお願いがあります。電線の地中化には非常に費用がかかりますが、

大宮駅から北銀座までの通りは、全国的にも早い段階で電線を地中化した実績があります。

今後も地中化を推進してほしいです。 

現在は、電線を全て地中に埋めて、電圧などを操作する機器が入った箱を歩道に設置す

る方式がほとんどで、これには歩道の幅が必要になります。歩道の幅を確保するには幅の

広い道路を整備しなくてはなりませんので、結果、地中化には道路整備が不可欠というこ

とになります。しかし、道路整備にはさらに費用がかかります。ただ、高齢者の自動車事

故が多発していることから、高齢者の運転免許証の返納だけでなく、いずれにせよ道路を

整備する必要はあります。 

 特に費用面で様々な障害があるとは思いますが、是非今後とも、電線の地中化を推進し

てほしいです。 

●参加者

 19世紀にイギリスのハワードが提唱した田園都市構想とは意味が異なりますが、さい

たま市の魅力を一言で言うと田園都市だということです。 

というのも、まず、交通の利便性が高いです。田園都市といっても勤務地までの交通機

関がしっかりしていなければなりませんが、大宮に住み、都内で働いている場合、例えば、

京浜東北線で事故があっても埼京線で大宮に帰ってくることができるので便利だと思いま

す。 

 次に、さいたま市はゆったり住めます。豊島区にある南池袋公園とさいたま市の市民の

森を比較すると南池袋公園は人が多く芋洗い状態ですが、市民の森はゆったりとしていて

公園らしいです。これが田園都市のよいところだと思います。 

また、東京は人が多く自分のペースで歩きにくいですが、さいたま市内ならば自分のペ

ースで歩くことができます。 

 魅力発信については、大宮駅の成り立ちの歴史を伝えてほしいです。 

明治16年に高崎線が開通し、18年に大宮駅ができたのですが、このときに、白井助七

ら地元の有志が集まり大宮に駅を設置するよう尽力したそうです。このような歴史を伝え

ていってほしいです。 

●参加者

 私はさいたま市で生まれ育ち、浦和でも大宮でも暮らしました。就職して10年間は大

阪、神戸、福岡と様々なまちに住みましたので、その経験からも魅力を伝えたいと思いま

す。 

 市の魅力の１つ目は、安心・安全なところです。災害がほとんどないまちは素晴らしい

です。 

２つ目は、交通の利便性が高いことです。大宮からならば北海道へも九州へもすぐに行

くことができます。 

３つ目は、自然が豊かなことです。これは特に、見沼田んぼが魅力です。 

一方で、悪いところもあります。 

１つ目に、市民の連帯感が少ないことです。例えば、大阪には浪速っ子、神戸には神戸

っ子、博多には博多っ子という市民全体が連帯感を感じられる名前があります。ところが、

さいたま市にはそのような名前がありません。大宮と浦和のバトルは「翔んで埼玉」でも

取り上げられていましたが、そのような問題が依然として残っていると思います。市議会

でも浦和と大宮の対立があるようなことも、一般市民に漏れ聞こえています。私は、浦和

と大宮の両方に住んでいたので、理由がわかる気がしますが、これは、何とか修復してい

かなければならないと思います。 

 ２つ目に、観光の目玉が少ないです。川越市は本当によい観光都市になっています。さ
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いたま市も何か目玉をつくってほしいです。これには、見沼田んぼがよいと思います。見

沼田んぼにはトイレもベンチもないので、それらのインフラを整備し、各地からどんな方

が来ても楽しめるような場所にしてほしいです。 

●参加者

 私は、税金の安さ、水道料金の安さ、社会保障の充実、医療の充実が住み心地のよさに

つながると思います。また、子育て世代にとっては、子育てしやすいことが重要なので、

子育てするならさいたま市というイメージが広まれば移り住む人が増えると思います。 

 また、文教都市として、図書館や公民館の充実も大事だと思います。 

さいたま市の魅力を広めるためには、見沼田んぼを広大な自然ミュージアムにして、住

民参加でそこを守っていくための大きな計画をつくり実行するとよいと思います。 

 企業誘致や工場誘致をしていくと確かに経済は豊かになりますが、一方で、自然環境は

悪化してしまいます。ですので、将来を見据えて癒しの都市さいたま市になってほしいで

す。 

●参加者

まず、さいたま市の魅力についてです。 

さいたま市は、政令指定都市の一つとして多くの人が生活の基盤にしています。中でも

大宮は商業都市、浦和は行政都市として日本における重要な都市です。さいたま市は全国

的に見ても高い商業力がありますが、その中で大宮区は、市内でトップの商品販売力を誇

っています。浦和は、県庁、市役所、裁判所などがあることから、行政に特化した地域で

あると言えます。 

 「さいたま市民意識調査」では、住み続けたいと答えた人の割合が平成19年度には

82.1％でしたが、平成30年度には86.1％に増加しています。私は、この理由を、他都

市に比べて交通の利便性が高いので、仕事に行きながら子育てしやすいからではないかと

考えました。交通の利便性では、池袋や新宿まで電車１本で行くことができるので、都会

へ短時間でのアクセスが可能です。子育て面では、「子育てマップ」というものがあり、

インターネット上で区を選択すると、施設やサービスの説明と住所が表示されるので、施

設やサービスを簡単に調べることができます。 

 次に、魅力発信についてです。交通の利便性と子育てのしやすさをアピールするために

チラシやポスター等を作成し、それを池袋駅や新宿駅などのさいたま市まで電車１本で行

ける駅や病院、産婦人科などに設置することで、さいたま市の情報への接触率を上げます。

それ以外にも、あまりさいたま市と接点のない地方の沿線にも設置し、少しでもさいたま

市の魅力を全国に伝えることができたらよいと思います。 

●参加者

 私は、生まれてからずっと大宮に住んでおり、今、市内の大学に通っています。 

 市の魅力は、いろいろなスポーツを経験・体験できることです。大宮にはスポーツを体

験したり経験したりできる施設が多くあるので、自分がやりたいスポーツを探していると

きに、興味のあるスポーツをすることができました。このおかげで、スポーツ選手になり

たいという夢を持つ子どもが多いのだと思います。 

 市では「さいたま市スポーツ振興まちづくり計画」に取り組んでいるとのことですが、

「さいたまクリテリウム」などの国際的な大会にも力を入れているので、大会をきっかけ

にさいたま市を訪れてもらいスポーツ以外の魅力も伝えられたらよいと思いました。 

 また、「さいたま市スポーツシューレ事業」では、障害者スポーツにも対応した施設を

目指すと書いてありました。私は中学生のときに一時期両耳が聞こえなくなり、それまで

やっていたバレーボールを続けるのが怖くなった経験があります。障害者スポーツができ

る施設が近くにあると、元々障害がある人も、事故などで後天的に身体が不自由になって
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しまった人も、スポーツをしたいと思ったときに前向きになれると思うので、そのように

なるとよいと思います。 

●参加者

 私は、43年前に関西からさいたま市に引っ越してきました。初めは浦和に住み、その

後見沼に引っ越し36年になります。浦和は、交通の利便性を中心に考え、通勤で東京ま

で行きやすいので選びました。その後、定住する場所を探し、関東６県を見て回った結果、

見沼を選択しました。理由は、交通の利便性の高さと地価の安さの２つに尽きます。 

 住んでみた感想としては、安心なまちだと思いました。今までは大きな災害もありませ

ん。また、財政が非常に健全である点も安心でき、評価しています。 

 大宮駅周辺の開発で交通の利便性がさらに高まることにより、さいたま市にも今後外国

人労働者が増え、多様な価値観を持つ人が暮らすことになると思います。そうなると、宗

教の問題などに対応していかなければならないという課題があります。 

 魅力発信としては、テーマ説明で紹介のあったバナー広告は素晴らしいと思います。バ

ナー広告からＰＲページに飛ばすこともできますし、メディアを通じた情報提供の一環と

してもよいと思います。両方からアピールしていけばより多くの方に伝わるようになると

思います。  

●参加者

 私は、中学入学と同時にさいたま市に引っ越してきて、そこから現在まで３年間さいた

ま市で過ごしています。 

私が感じているさいたま市の魅力はバスです。 

私は以前、通学でバスを利用していました。バスにはいろいろな工夫が施されています。

例えば車いす利用者のために、乗り降りする際にスロープが下りたり、走行中に車いすを

固定するためのストッパーが設置されていたり、背の低い子どもや高齢者のために低い位

置に停車用ボタンがあったりします。このように、身体障害者、子ども、高齢者にとって

使いやすい工夫がバスにはたくさんあります。 

 ほかには、利便性があります。例えば、バス専用のスマートフォンアプリがあり、次の

バスが来るまでの時間や遅延情報を知ることができるので便利です。また、市内のバスは

運行本数が多く、５分から25分ほどで次のバスが来るので利便性が高いと思います。全

国と比較してさいたま市のバスの普及率は高いことからも、通学や通勤、買い物など、

様々な用事でバスを使いやすいことがわかります。 

 では、市の魅力であるバスをどのようにして伝えていくかです。市の魅力であるうなぎ

や、見沼田んぼの桜は、実際にさいたま市に住んでいなくても有名なので伝わりやすいで

すが、バスの利便性は、実際にさいたま市に住んで使ってみないと伝わりにくいと思いま

す。そこで、ポスターに、通学や通勤、買い物にバスが使えて便利、バスが普及している

から簡単に使えるという内容を記載して伝えるとよいと思いました。 

また、マイカーで通勤通学をする人がまだ多くいますが、バス利用は地球環境にもよい

ので、さいたま市民もバスを使うように心がけて、その取組を市外の多くの方にも伝える

とよいと思います。 

 また、市長にお願いがあります。バスの本数を増やしてほしいです。朝の時間はバスに

人が入らなくなるほど多くの人が利用します。バスの本数を増やすのは難しいかもしれま

せんが、通学時間帯の１、２本を増やすだけでも便利になると思います。 

●参加者

 見沼区の大谷にはいくつかの団地があり、人口がとても多いです。いろいろな国の方が

住んでおり、以前は地域の美化やごみ出しについての問題がありましたが、今は、２、３

年前と変わって、きれいになっています。水が流れるところもきれいにしていますし、ご
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みの出し方もきれいになりました。また、顔を合わせるときちんと挨拶してくれるので、

よいなと思っています。 

 七里総合公園の近くにホタルが見られる大谷ホタルの里があり、そこに行くためには大

きな道路を通るのですが、場所がわかりづらくたどり着いていない人が多いように思いま

す。近くには西福寺もありますし、思い出の里市営霊園も非常にきれいです。桜並木もあ

ります。桜並木と大谷ホタルの里の間の緑がとても美しいので、是非その道を通って、思

い出の里市営霊園まで歩いて回ってみてほしいです。 

 また、七里総合公園の出入口に屋根付きの建物を造ってほしいです。自然と調和のとれ

た屋根付きの建物ができれば訪れる人たちが有効に使えると思います。 

◆市長

電線の地中化のお話がありました。 

電線の地中化は、景観の美化や災害に強いまちをつくっていく上でも重要だと思ってお

り、市でも長期的な計画を立てながら順次進めています。今までよりも安くできる手法が

提案されていると聞いていますので、それらも活用していきたいと思っています。 

また、道路幅や歩道の確保も不可欠だと思いますので、そういったことも含めて電線の

地中化を進めていきたいと思います。 

 魅力は田園都市だというお話がありました。 

確かに、さいたま市は田園都市という言葉に非常にあてはまるエリアだと思います。 

 また、歴史についてもお話がありました。大宮駅の歴史の中で白井助七の役割は非常に

大きいです。大宮に駅ができたことがさいたま市の大きな発展の礎になっていると思いま

す。さいたま市は交通の利便性が高いですが、その主なところは大宮駅に新幹線が６路線

走り、多くの在来線が通っていることだと思います。 

 大宮駅の歴史については、一昨年テレビ番組の「ブラタモリ」でも取り上げていただき

ました。歴史を理解することは、まちへの愛着や郷土意識にもつながると思います。こう

いった視点も持ってアピールしてきたいと思います。 

 さいたま市のよいところとして、安心・安全、交通の利便性が高い、自然が豊かという

お話がありました。また、悪いところとして、市民の連帯感がもう少しあった方がよいと

いうこと、大宮と浦和の対立、観光の目玉をつくるべきだというお話がありました。 

さいたま市が合併して18年が経ちました。今では合併した４市が力を合わせてきた歴

史があります。地域間で意識の違いのようなものがないと言うと嘘になるかもしれません

が、私は、そういった意識を乗り越えて、さいたま市民が一つにならなければならない時

期になっていると思います。 

 「住みたい街ランキング」で上位になれたのも４市が合併し政令指定都市になったから

こそだと思います。それぞれの地域のよさを意識しながらも、さいたま市としての一体感

を持つことは大切だと思います。 

 また、観光の目玉をつくることも大切だと思います。見沼田んぼはまさにその一つだと

思いますし、桜回廊も見沼田んぼの魅力を知っていただくための一つの取組だと考えてい

ます。春以外の季節にも是非訪れてほしいという願いを込めて取り組んでいます。 

 住み心地のよさの要素のお話がありました。 

 子育ての面では、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。例えば、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、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。「１日保育士・幼稚園教諭体験」も実施し、いろいろな形で子育てに関
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わってもらおうとしています。お母さんだけに負担がかかると児童虐待につながるなど悪

い状況も生まれてきますので、みんなで支えていくための取組を行っています。今後もも

っと強化していきたいと思います。 

また、文教都市ということで図書館のお話もありました。さいたま市は、図書館の数と

１人当たりの本の貸出数が政令指定都市の中で最も多いです。それだけ本が好きな市民の

方々が多いのだろうと思います。 

 浦和区のコムナーレにも大きな中央図書館がありますし、新しく移転した大宮図書館に

も多くの方が来館し本を読んでいます。もちろん見沼区にも図書館がありますが、中央図

書館や大宮図書館とは少し役割を分担しています。というのは、大きい図書館ばかりはつ

くれません。地域によっては夕方５時、６時を過ぎると図書館がほとんど使われないので

比較的早い時間に閉館します。一方、大宮図書館は夜９時半まで開館しており、開館日も

年間360日開館する方針です。地域ごとに開館日や時間を工夫し無駄を省く取組をした

り、特色ある図書館をつくるための検討をしています。 

 また、見沼田んぼを自然ミュージアムにするというお話がありましたが、その発想は素

晴らしいと思います。見沼田んぼは、もちろん農業の生産拠点でもありますが、自然に恵

まれた素晴らしい場所として多くの皆さんに知ってほしいです。 

 大宮は商業、浦和は行政の中心だというお話がありした。 

さいたま市は、合併してできたので、それぞれの特色を生かしながらまちづくりをして

います。そして合併してできた都市としての幅の広さや包容力をこれからのまちづくりに

活用したいと思っています。特に、岩槻市が合併したことで旧城下町としての文化や伝統

を持ったまちとしての特色もできました。また、大宮は商業の中心というお話がありまし

たが、氷川神社という2000年を超える歴史ある場所もあります。浦和も行政以外に、文

教都市として、教育、文化、芸術面でも進んでいるまちだと思います。このようなそれぞ

れのよさを生かしたまちづくりを進めながら、アピールしていきたいと思います。 

 また、都内の駅や公共施設にポスターなどを貼り、情報の接点を増やした方がよいとい

う御提案がありました。さいたま市から都内に通勤している方は多いので、そのようなこ

ともしていきたいと思います。 

 以前「さいたまクリテリウム」を開催した際は、渋谷やお台場の映画館で「さいたまク

リテリウム」の広告を流しました。また、銀座の東急プラザに入っている喫茶店と協力し

て「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムカフェ」を期間限定でオープンしたこと

もあります。これはさいたま市がお金を出したわけではなくて、先方がやりたいというこ

とで協力させていただきました。このようにいろいろな工夫をしながら伝えていくことが

大切だと思います。 

 多くのスポーツを体験・経験できることが魅力だというお話がありました。 

さいたま市では、スポーツを観光や地域活性化、福祉、教育など様々な分野のまちづく

りに活用していこうと「スポーツ振興まちづくり条例」をつくり「スポーツ振興まちづく

り計画」を進めています。スポーツには少子高齢化時代を迎えるさいたま市が抱える問題

を解決する大きな力があると思い、計画をつくったのですがスポーツシューレはその目玉

です。 

スポーツシューレでは、障害者スポーツもそうですが、スポーツ医学や栄養学、メンタ

ルヘルス、スポーツテクと言われるＩＣＴを活用した様々な技術のビッグデータを活用し

てスポーツの振興に生かす取組を行っています。さいたま市のスポーツシューレも同様に

取り組もうとしています。 

 いくつかの民間企業や大宮アルディージャ、浦和レッズ、埼玉大学と協力して、スポー

ツ選手の育成方法などを研究しています。 

特に今年は、女子サッカーに力を入れています。というのも、女子の場合、小学生のと
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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い、女子サッカー

を応援しています。中学生は思春期にも当たりますので、心や体のメンテナンスもできる

ようなプログラムを開発しようとしています。 

 また、障害者スポーツも重要です。さいたま市は、特にブラインドサッカーと車いすバ

スケットボールに力を入れています。職員研修にも取り入れていますが、これからもっと

広めていきたいと思います。来年は東京パラリンピック大会も開催されますので、たくさ

んの障害者スポーツを見ることができます。また、「さいたまクリテリウム」でもパラサ

イクリングの選手たちに出場していただいています。そういった障害者スポーツをもっと 

広げていきたいと思います。 

 安心なまちだというお話や、財政の健全性のお話がありました。 

 さいたま市の財政力指数は政令指定都市の中で第３位です。財政力指数が高いというこ

とは、自分で稼ぐ力を持っているということです。また、市民１人当たりの借金は政令指

定都市の中で２番目に少ないです。市民の皆さんの御協力もあり財政の健全性を保つこと

ができています。お褒めの言葉をいただけてありがたく思います。 

 また、御指摘のあった外国人労働者の受け入れに伴う課題も出てくると思います。外国

人の皆さんと共生できる社会をつくっていくことが重要だと思います。特に福祉の施設な

どは外国人の労働力が必要になってくると思いますので、懸念される問題を含めて共生す

る方法を検討し、次の時代に向けて取り組んでいきたいと思います。 

 バスが魅力というお話がありました。 

 バスのよさや利便性をもっとアピールしていきたいと思います。 

高齢者の皆さんの移動手段を確保していくためにも、バスは重要だと思います。しかし、

バスの本数が減ったり、路線が廃止されたりするエリアもあります。ですから、ＭａａＳ

などのＩＣＴ技術を活用して移動しやすい仕組みをつくり、様々な移動手段を利用しても

らいたいですし、あわせて社会参加しやすい状況をつくっていきたいと思います。 

 大谷の団地の外国人のごみの出し方などが改善されてきたというお話がありました。こ

れから外国人の方々も増えてくる時代ですので、貴重なお話だと思います。 

 また、七里総合公園、西福寺、思い出の里市営霊園、ホタル、桜など、見沼田んぼにあ

る魅力的な場所のお話がありました。見沼田んぼ周辺は非常に魅力的ですよね。四季折々

で雰囲気が違い、魅力がたくさんあると思います。これをもっとアピールしていきたいで

す。 

「大谷ホタルの里」のお話もありました。見沼区に限らずさいたま市内ではホタルにま

つわる様々な催しや事業が多くの市民団体により行われています。また、最近は氷川神社

の方でゲンジボタルを育て、放流しています。ホタルは、人間と自然が共生している一つ

の象徴的なものだと思いますので、これらもアピールして、さいたま市のイメージアップ

につなげたいと思います。 

 本日は多くの皆さんに積極的にお話しいただきました。いろいろな思いや御意見をお話

しいただいたことを大変嬉しく思います。 

 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。皆さんからいただいた御意見をシティセールスの事業に生かしていきたい

と思います。 

また、タウンミーティングに参加いただいたことに心から御礼を申し上げます。私たち

もＣＳ９０に向けてさらに取り組んでまいります。 
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■補足説明 

「ヨーロッパ野菜を使用した給食」について 

 今年度は全ての市立小・中・中等教育・特別支援学校が「学校給食統一献立～10万人でいただ

きます！給食～」でヨーロッパ野菜を使用しました。 

（教育委員会 学校教育部 健康教育課） 

「子育て世代への情報発信」について 

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

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

ほか、医療機関情報などを一つのＷＥＢアプリで提供しています。 

（都市戦略本部 未来都市推進部） 

保育所や子育て支援センターなど、区ごとにどのような子育て関連施設があるのか一目でわか

るようにした「子育てマップ」を作成し、各区役所支援課や子育て支援センターで配布していま

す。 

（子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課） 

「地元で生産された農産物の販売等を行う施設を見沼田んぼに設置すること」について 

さいたま市では、緑区のクリーンセンター大崎の敷地の一部等に、都市農業の振興を目的とし、

周辺農家や公共施設と連携をし、地場産農産物等を販売する農産物直売所、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進めています。本施設については、より

多くの方に来場していただき、新鮮で安心・安全な農産物を提供するとともに、都市住民と農の

交流拠点として、地域の活性化につなげていきたいと考えています。 

（経済局 農業政策部 農業政策課） 

 さいたま市では、見沼区に道の駅設置の検討を進めています。物販、飲食機能等の導入を検討

しており、さいたま市の農業振興や地域経済活性化につなげていきたいと考えています。 

（経済局 商工観光部 経済政策課） 

見沼田んぼ区域で土地利用を行う場合は、埼玉県が定めた「見沼田圃の保全・活用・創造の基

本方針」における土地利用の基準に沿って行われる必要があります。 

（都市局 都市計画部 見沼田圃政策推進室） 

「見沼区の交通網の充実」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、コミュニティバスや乗

合タクシーを運行しています。見沼区では現在、コミュニティバスが１路線、乗合タクシーが２

路線（１路線は実証運行）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） 

「見沼田んぼのインフラ等の整備」について 



－20－ 

見沼田んぼの散策環境の向上に向けて、トイレの設置を含めた広場の整備や、見沼代用水沿い

のベンチ等の整備にも取り組んでいます。 

（都市局 都市計画部 見沼田圃政策推進室） 

「見沼田んぼを守っていくための取組」について 

さいたま市では「さいたま市見沼田圃基本計画」を策定し、「農・自然・歴史とふれあう憩い

のふるさと“みぬま”」をテーマに、農業者を中心とした市民との協働による事業も含め、各施

策に取り組んでいます。 

（都市局 都市計画部 見沼田圃政策推進室） 

「障害者スポーツができる施設」について 

既存の体育館においても、ブラインドサッカーや車いすバスケットボール、シッティングバレ

ーボール、ボッチャなど、特別な設備が必要でない競技であれば行うことは可能です。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「外国人との共生」について 

「さいたま市国際化推進基本計画」や「さいたま市国際化推進基本計画アクションプラン」に

おいて、外国人市民もくらしやすいまちづくりや、外国人市民と日本人市民の相互理解促進のた

めの計画を策定し、国際化の推進を図っています。また、今後の計画改定に向けてアンケート調

査を実施するなど、調査・検討を行っています。 

（経済局 商工観光部 観光国際課） 

「バスの増便やその他の移動手段の充実」について 

現在バスについては、運転手不足などにより増便は難しい課題であるとバス事業者から伺って

います。 

課題解決に向けては、学識経験者や事業者、市民公募による委員等で構成する地域公共交通協

議会を設置し、持続可能な公共交通に向けて議論を進めています。 

（都市局 都市計画部 交通政策課） 

ＭａａＳ等のＩＣＴ技術を活用した移動しやすい仕組みづくりについては、先日立ち上げたＭ

ａａＳ協議会にて研究を進めていきます。 

（都市局 都市計画部 都市総務課） 

「七里総合公園出入口付近への屋根のある施設の設置」について 

七里総合公園では、現在屋根のある施設としてパーゴラ（東屋）が４基設置されており、利用

者の皆様に有効活用していただいていると認識していますが、今回御提案いただきました内容に

ついては、今後の公園管理の参考として検討していきたいと思います。 

（都市局 北部都市・公園管理事務所 管理課） 

※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。


