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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【西区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年８月 31 日（土） ９：30～11：00 

会 場：西区役所 ２階 大会議室 

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、ここ西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 

 私は埼玉県の他市から市内に引っ越してきて、居住年数は1年少しです。 

 市の魅力は、交通の便がよいこと、公園が多いことです。小さい子どもがいるので、公

園が多いことやハード面で施設が充実している印象があります。しかし、保育所も入りに

くく、一時保育には全く入れない状況なので、子育てはしにくい面もあると思います。 

今後は、安心して部活動ができる環境をつくることが魅力になると思います。さいたま

市はスポーツが盛んですし、学校の部活動も盛んです。他市から引っ越してきたので特に

そう思います。 

しかし、夏の部活動に関して、熱中症を予防するため、部活動を制限するような基準が

ありません。そのような基準を設け、安心して学校で部活動を行えるようにすることが、

市の魅力につながると思います。川口市や草加市、上尾市では、今年度から部活動ガイド

ラインができ、その中で35度以上の猛暑日は部活動を中止するという基準が設けられて

います。さいたま市にはそのような基準がないため、今年の８月上旬は特に暑くなりまし

たが、気温が35度を超えても子どもたちがグラウンドを走っていて、非常に危険だと思

いました。昨年、市内の学校から救急搬送された子どもの数は35人ですが、その７割以

上が部活動中です。さらに、そのうちの半分以上が暑さ指数（ＷＢＧＴ）31度以上の中

で搬送されています。 

 このままでは、後遺症が残る子や亡くなる子が出てくると思います。何か起きてから基

準をつくっても手遅れなので、早めに基準をつくってほしいです。 

●参加者 

 私は、西区に住んで30年です。都心に近いこと、自然が多いことが魅力だと思います。 

 魅力を発信するには、市の地理や歴史を生かすとよいと思います。 

例えば西区について、住んでみて感じたのですが、西区には遺跡がありますが、皆さん

あまり興味がないようで、地元の方も地域の歴史をあまり知らないように思います。20

0年前に荒川改修をした方が住んでいた土屋陣屋跡があったり、びん沼川があったりと河

川改修には長い歴史があります。そういった歴史をたどっていくと、今の西区の成り立ち

がわかると思います。 

地元の人がその歴史を知り、新しく来た方やそこを訪れた方に伝えられるようになると

よいと思います。訪問者が体験したり休憩したりして楽しめるスポットや、散策ルートを

つくると、より皆さんが訪れやすくなり魅力を感じられるようになると思います。また、

ボランティアで歴史を紹介するガイドや自転車でまちなかを案内するガイドになっていた

だける方を集められるとなおよいと思います。 

歴史や他の場所とは違う特徴を、皆さんに共感できる形で知らせていくのがよいと思い

ます。それにはＩｎｓｔａｇｒａｍ（インスタグラム）などのＳＮＳを活用すれば、皆さ

んに知ってもらえますし感動してもらえると思います。 

また、西区は道があまり真っすぐではありませんので、目的地まで何㎞などという案内

板を設置するなど観光の際にわかりやすい整備もするとよいと思います。 

●参加者 

 私はさいたま市に来て30年と少しです。 

 私がさいたま市に来た１つ目の理由は、職場がある都心へのアクセスのよさです。イン

ターネットの時代といえども仕事に関する情報を入手するには、人と直接会って話をしま

す。それには都心が非常に有利です。小さい頃はあまり感じないかもしれませんが、仕事

を始めると重要になってくると思います。２つ目の理由は、経済面を考えたときに居住コ
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ストが比較的安かったからです。この２点が私にとってのさいたまの魅力です。 

 今後、市の魅力を高めるには、電子化、つまりＩＣＴを活用するとよいと思います。 

 例えば、つい先日、埼玉県知事選挙がありましたが、投票率は32%と低かったです。

投票率を増やすためにも率先して電子化するとよいと思います。 

●参加者 

 私は転勤で大阪から埼玉に来ました。最初は川口市でそのあと南区に住み、今は西区に

30年住んでいます。大阪よりさいたまの方が暮らしやすいと感じます。 

しかし悪い面もあります。西区は道路が暗いです。川口や南浦和、浦和と比較しても西

区には街路灯が少なく暗いので、危なくて孫を歩かせることができません。 

できれば西区の駅前を明るくし、大きな道路から少しそれた道路にも街路灯を付けて明

るくしてほしいです。西区をよりよくしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

●参加者 

私はさいたま市と包括連携協定を結ぶ企業として参加しています。私はいわゆる転勤族

ですが、さいたま市に勤めて４年５か月です。 

 市の魅力は教育環境が整っていることです。全国レベルの公立高校も多いですし、ノー

ベル賞受賞者を輩出した埼玉大学もあります。 

 一方で、課題としては、東西の交通網の不便さがあります。例えば埼玉大学には北浦和

駅からバスで行かなければなりません。また、市内に住んでいる同じ職場の者から、子ど

もは志木市の高校に行きたかったが、東西交通の便が悪かったので浦和の高校に行くこと

になったという話も聞いたことがあります。 

 また、高齢化の進展に伴い駆けつけ医療や在宅医療、軽度の患者移送といった課題もあ

ります。 

 そこで私は、テクノロジーを生かした新たな輸送や移動手段の検討を提案します。トヨ

タ自動車とソフトバンクが共同出資して設立したＭＯＮＥＴ（MONET Technologies

／モネ テクノロジーズ）のモデル地域にさいたま市も手を挙げてはいかがでしょうか。

それが新たな事業を創出し、企業からも注目されるので実効性の高いアピールにもなると

思います。 

 例えば、学校を結び学園都市化することもできますし、移動診療みたいなものもできる

と思います。それが日常的に機能していくことで、緊急時の災害対策にもつながると思い

ます。私ども包括連携協定を結ばせていただいている企業としては、他の業界の方も含め

て継続的に担当部署の方々と論議していきたいと思っています。 

●参加者 

 私は約８年西区に住んでいます。 

 小学生の子どもの学校の時間割や授業風景を見ていて、「グローバル・スタディ」に力

を入れている市だと認識しています。今後も授業の時間数が増える予定だということで、

楽しみにしています。 

 夏休み明けのこの時期は、全国的にも自殺する児童や生徒が多いというデータが出てい

ますが、さいたま市には夢や希望を持っていると感じている子どもが多いということで、

子どもを持つ親として嬉しいことですし、今後も続けてほしいです。  

●参加者 

 私は大宮区に住んでいます。 

魅力としては、交通量も多く、さいたまスーパーアリーナではよくイベントが行われて

いて多くの人が来てにぎわっています。 

課題としては、大宮駅前の道路など、自転車が歩道を走っていることが多いことです。
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通学のために歩いている小さい子どももいるので危ないです。さいたま市は交通事故が多

いとも言われるので、歩道と自転車の走る場所をわかりやすく分離しないと交通事故の数

は減らないと思います。 

●参加者 

 私は東京に住んでいて、勤務地がさいたま市です。 

 全国を転勤しており、北海道や九州、四国、大阪にも住んだことがあります。政令指定

都市では、ちょうどこちらに引っ越してくる前に福岡市に住んでいました。福岡もそうで

したが、さいたま市にはさいたまスーパーアリーナという大きな施設があり、そこを中心

として大きなイベントやスポーツの試合が開催されるので魅力です。 

また、さいたま市の場合は福岡市よりもいろいろな場所に行きやすいことも魅力です。

千葉、東京、神奈川などに行きやすいですが、さいたま市に住んでいると、そのよさを当

たり前に感じている方も多いのではないかと思います。 

 一方で、インバウンドの面では、外国人の迎え入れについて埼玉県と連携して取り組ん

でほしいです。 

 また、チャレンジスクールも魅力です。先ほど市長からの話で、チャレンジスクールは

市内の子どもの学力が上がっている一助になっていることを知りました。 

しかし、学童保育については、課題があると思います。私の職場は大宮にあり、そこで

約20人が働いていますが、ほとんど市外に住んでいます。市外に住む理由として、川口

市の方が放課後の学童保育が少し優位だという話も聞きました。人口が増えているので難

しいかもしれませんが、学童保育の受け入れ数を増やす取組も必要だと思います。私はさ

いたま市と包括連携協定を結ぶ企業に勤めていますので、私ども連携企業でもお手伝いで

きればと思います。 

また、交通についても魅力はあると思います。東西の交通網はあまり発達していません

が、東京や東北方面、東日本に向けては新幹線や鉄道が通っています。国内誘客の面でも、

もっと情報発信のお手伝いができればと考えています。 

◆市長 

保育所のことで御指摘がありました。 

私が市長に就任して以来、待機児童ゼロに向けて取り組み、毎年保育所の施設数や定員

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、その後は待機児童が増えて

おり、今年は393人となってしまいました。毎年1,300名から2,000名近く定員数を増

やしていますが足りていません。共働き世帯が増えるなどライフスタイルの変化もあり、

これまで幼稚園に通っていた子どもが保育所に通い始めたことも要因として考えられます。 

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、これによって今後さらに

保育所の需要が高まる可能性があります。対策の一つとして、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。 

待機児童については、非常に危機的な状況だと感じていますので、引き続き取り組んで

いきたいと思います。 

 また、部活動のガイドラインのお話がありました。さいたま市では「さいたま市部活動

の在り方に関する方針」を策定しましたが、御指摘のあった部活動を制限するための具体

的な気温の基準は定められていません。きちんと管理しなければならないと思いますし、

早めの対応が必要だと思います。部活動を所管する教育委員会は市長の権限外なので、し

っかりとお伝えしたいと思います。 

 暑さ以外にも部活動についてはいろいろな御意見があります。私たちは今、外部指導者

を増やそうと積極的に取り組んでいます。また、根性論だけでなく、スポーツ医学やメン

タルヘルス、栄養学などの知見を取り入れ、部活動に活用していく必要があると認識して
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おり、これらについても取り組んでいきたいと思います。 

 市の歴史を生かすというお話がありました。各地域にはいろいろな歴史や文化がありま

す。地域の成り立ちや歴史、そこでどのような生活が営まれてきたかを知ることは、地域

への愛着や誇りにつながると思います。市民の皆さんでガイド会のようなものをつくり、

積極的に取り組んでいただいている部分もありますが、私たちももっと歴史を知ってもら

える機会をつくっていきたいと思います。 

 また、自転車については、サイクリングロードの整備もあわせて取り組んでいます。特

に荒川サイクリングロードは都内からも多くの人が訪れ利用していますので、国土交通省

や荒川流域の自治体とも連携しながら、さらに充実させていこうとしています。そして、

それをきっかけに市内で楽しんでもらえるように、協議会をつくって検討を始めており、

文化資源のある場所までのルートづくりやマップづくりも積極的に行っています。 

 ＩＣＴの活用のお話がありました。ＳＮＳの活用や電子自治体化も含めて取り組んでい

く必要があると思っています。 

今、浦和美園地区を中心として公民学の約40組織で「スマートシティさいたまモデル」

の実証実験を行っています。電子自治体化以外にも民間企業の技術やノウハウを活用した

様々な取組があります。 

 例えば、昨年度は総務省の委託事業として、市民の身体、行動、購買に関わるデータを

共通プラットフォームに集約し、協力企業などの情報活用者が集約されたデータを組み合

わせることで新しいサービスの提供につなげてく取組を行いました。 

また、「さいたまスポーツシューレ事業」の中で、今年は、ＩＣＴを活用した女子サッ

カー、特に中学生の女子サッカーの活性化に取り組みます。というのも、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。 

民間企業と協力し、ＩＣＴを活用したデータ取得を行い、スポーツ医学、メンタルヘル

ス、栄養学といった様々な知見を取り入れながら、データに基づく指導環境づくりを行い

ます。ちょうど成長期にあたり体の変化も生じますので、それらも考慮しながら、女の子

たちがサッカーを続けられる環境づくりをしていきたいと思います。 

 今後、ＩＣＴの活用は、非常に重要になってくると思います。働き方改革や市民サービ

ス向上にもつながると思いますので、さらに強化していきたいと思います。市全体として

は、来年度の予算編成にＲＰＡ（アールピーエー／Robotic Process Automation）、

ＡＩ、ＩｏＴなどを取り入れ、これらを積極的に活用しながら進めていきたいと思ってい

ます。 

 西区は街路灯が少なく暗いので明るくしてほしいというお話がありました。 

 街路灯については、ＥＳＣＯ事業（エスコ事業／Energy Service Company事業）

の一つとして、民間事業者を活用した公衆街路灯の一斉ＬＥＤ化を行っており、今年度中

に全てＬＥＤ化する予定です。民間事業者を活用することで費用も抑えられます。また、

ＬＥＤ化によりこれまでよりも街路灯の照度が上がると思います。街路灯がない場所につ

いては、農地であれば農作物への影響なども考慮しなければなりませんが、区役所に御要

望いただければ設置可能な場所には設置する方針です。もし何かあれば、くらし応援室ま

で御相談ください。 

 東西交通網のお話がありました。 

 東京への南北の交通網は比較的充実していますが、東西の交通網については、さいたま
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市も含め埼玉県全体として弱いです。 

テクノロジーを生かした移動手段を提供するＭＯＮＥＴの紹介もありました。今後、Ｍ

ＯＮＥＴとの連携も考えていきたいと思います。まずは自治体間で問題を共有し、その後

は企業に参加いただいて、具体的にどのようなテクノロジーを活用していくかも議論して

いきたいです。 

さいたま市では、越谷市や三郷市など、県東部の地域の６市１町でＭａａＳ（マース／

Mobil ity as a Service）研究会を立ち上げました。国土交通省のバックアップを受けな

がら取り組んでいきます。さいたま市は交通の要衝なので、空港や新幹線、バス、タクシ

ー、ラストワンマイルの移動手段も含めてシームレスにつなげ、決済もスムーズにできる

ようになれば、市の魅力をさらに強化できると思います。 

特に超高齢社会での移動手段の確保は大きな問題です。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。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。 

いずれにしても、ＩＣＴ技術を活用しながら、ラストワンマイルも含めて考えていきた

いです。高齢者の方々にとってドア・ツー・ドアでの移動が一番望ましいとは思いますが、

一方で歩くという選択肢は健康につながることにもなります。さいたま市では、歩くこと

から健康づくりを始めようという「スマートウエルネスシティ」も目指していますので、

そういった視点も含めながら、取組を強化していきたいと思います。 

 「グローバル・スタディ」のお話がありました。 

 さいたま市では、３年前から、全ての市立小・中学校で、新しい英語教育「グローバ

ル・スタディ」を実施しています。 

以前は読み書きを中心とした英語教育でしたが、今は話をしたり聞いたりというコミュ

ニケーションを重視し楽しみながら英語を学べるようにしています。また、時間数を増や

したり、外国人の先生を増やしたりと、教育委員会は積極的に取り組んでいます。あと数

年すると、英語教育と言えばさいたま市と全国から認めていただけるようになるのではな

いかと期待しています。英語教育については、今回の「全国学力・学習状況調査」でも第

１位になったので、多くのメディアに取り上げていただきました。 

 ただ、私たちが目指している「グローバル・スタディ」は、単に英語力を高めることで

はありません。自分たちの地域のことや日本の文化を理解し、それを伝える手段として英

語を使ってもらいたいと思っています。 

自転車が歩道を走っていて危ないというお話がありました。 

 さいたま市では、自転車のまちづくりを進めています。自転車は、環境にも健康にも経

済的にもよいので、さいたま市では３年ほど前から「さいたまはーと」という名前で自転

車を通じたまちづくりプランをつくり、たのしむ、まもる、はしる、とめるの４つの視点

で進めています。はしるの中に、お話のあった自転車レーンの整備を位置付けています。

歩行者用道路や自動車用道路と区別して自転車レーンを作り、自転車で走りやすい環境を

つくろうというものです。10年間で200㎞整備しようとしており、現状は100㎞ぐらい

だと思います。駅につながる道路は自転車の利用が最も多いので、駅周辺を中心に整備し

ていますが、これをさらに広げていき、安全に自転車に乗れる環境をつくろうと思います。 

 さいたま市民の自転車の保有率は、政令指定都市の中で第１位です。平地で比較的坂道

が少なく、山がないので、自転車を活用する方が非常に多いのだと思います。利用者が安

心して安全に乗れる環境、とめる環境も整備したいと思います。ルールを守ることについ

ては、全ての市立小学校の４年生を対象に講習を行い、「子ども自転車運転免許証」を交

付しており、おかげさまで自転車事故はかなり減少してきています。しかし、自転車のル

ールが改正されたこともあり正しいルールが浸透しておらず歩道を逆走している自転車も
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多いです。自転車レーンを設けてもスピードを出して歩道を走っている方もいます。自転

車利用者が専用レーンを正しく走ると、歩行者ももっと歩きやすくなり、交通安全につな

がると思いますので、そういったことにも力を入れていきたいです。 

 さいたまスーパーアリーナでのイベントが多いことが魅力だというお話がありました。

さいたまスーパーアリーナは稼働率が非常に高く、多くの方々に来ていただいています。

さいたま市は温泉や大きなお城などの全国的に有名な観光名所はありませんので、「もの」

だけでなく「こと」を含めて集客していく必要があると思っています。また、交通の結節

点なので、通過されるだけでなく、さいたま市で降りてもらうためにも、イベントやＭＩ

ＣＥ（マイス）を充実させていく必要があると考えています。ＭＩＣＥについては戦略を

立てながら、会議場やイベントができる場所、宿泊施設などの充実を積極的に図っていま

す。 

 インバウンドについては、今は、まだ弱いですが、盆栽や大宮の鉄道、間もなく岩槻に

できる「岩槻人形博物館」は世界に誇れる文化や施設だと思いますので、これらをインバ

ウンドにつなげていきたいです。 

あわせて東日本交通の結節点であることを生かし、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」を開催しています。そ

こでは、議論するだけではなく、どうすればお互いにプラスになるかを検討し、具体的な

事業を提案してきました。その一つの成果として、今年の３月28日に大宮駅東口に「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ができました。ここでは毎日、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。

既に30万人以上の方々に来ていただいています。 

 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市内で開催されるの

で、世界中から多くの観光客が来ると思います。その人たちにさいたま市内で観光しても

らうのはもちろんですが、それだけではなく、東日本の各地域との交流につなげていこう

と思っています。そのために東日本の広域周遊ルートづくりも行っています。外国人観光

客は、富士山、京都、奈良、福岡など西日本側に行きやすいので、いろいろな自治体と連

携して東日本の魅力的なルートをつくり、外国人観光客をもっと東日本に誘致したいと思

います。 

また、学童保育のお話がありました。市には学童保育の待機児童が約300人います。

以前は学童保育所を学校内に開設する場合、１階に開設する、出入口を別につくるなど、

ハード面で規制が多く難しい状況でしたが、一昨年度に市長部局と教育委員会で協定を結

び、学校の敷地内に学童保育をつくりやすくしました。しかし、これも十分ではないと思

っていますので今後も積極的に進めていきたいと思います。 

●参加者 

私は市内の学校に通学して５年目です。 

 さいたま市が魅力にあふれていることについて話していきたいと思います。 

 アメリカの作家テリー・ピンデルは、みずからの著書で、素晴らしい街とはどのような

ものか、経済活動が活発に行われていることを前提とした上で、街のよさ、魅力を構成す

る要素として次の６つをあげています。 

 １つ目は、人々が歓声をあげたり、楽しく打ち解け合える場があることです。さいたま

市には埼玉スタジアム２〇〇２などたくさんの人が集まる場所が複数あるため、満たして

いると思います。 

 ２つ目は、自動車に頼らず、徒歩で買い物や用事などができることです。さいたま市に

は100以上のスーパーマーケットがあり、住民が買い物に困ることはあまりないと思う

ので、満たしていると思います。 

 ３つ目は、文化的・自然的な快適さ、アメニティです。大宮公園などの自然豊かな公園
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や環境美化重点区域、路上喫煙禁止区域があるので、満たしていると思います。 

 ４つ目は、ユニークなもの・どこにもない固有の何かを持つことです。さいたま市では、

盆栽のまち大宮や人形のまち岩槻と言われるような伝統を残しているところがあるため、

満たしていると思います。 

 ５つ目は、快適さ・居心地のよさ・気候のよさです。さいたま市には、ＪＲ東日本、東

武鉄道、さいたま新都市交通、埼玉高速鉄道が張りめぐらされており、快適に移動できま

す。また、災害に強いという強みがあるので満たしていると思います。 

 最後の６つ目は、意外性があることです。「住みたい街ランキング」で上位に入るなど

定住意向も高まっている市が、このようなタウンミーティングを開催していることは意外

で魅力を感じました。 

 以上６つの要素を全て満たしていることが魅力あふれるまち、さいたま市を選ぶ理由だ

と思います。 

●参加者 

 私は市内の高校に通っています。 

 さいたま市のシティセールスの考え方として定住人口を増やすとありますが、そのため

には、ほかの場所から移住してもらうことになると思います。その際、引っ越す側が最も

知りたい情報は、実際にそこに住んでいる方々の声だと思います。そこで、市民が情報を

発信する市公認のＳＮＳアカウントをつくってはいかがでしょうか。市公式のＳＮＳアカ

ウントがあることは知っていますが、それでは直接市民の声が聞けないと思います。公認

アカウントでは、登録者を市民から公募し、住みやすさなどの市の魅力を発信してもらう

とよいと思います。 

●参加者 

 市の自転車推進の取組は、他の政令指定都市にない先進的なもので素晴らしいと思いま

す。特に平地という地形を生かしており、市の実情に合っていると思います。 

 一方、今後は交通安全について考えていかなければならないと思います。 

 交通事故の発生件数は各区でばらつきがあり、西区は浦和区よりも人口が少ないものの、

交通事故の負傷者数は浦和の2.39倍です。浦和区は道路整備が進んでいるので事故が少

ないのだと思いますが、西区、桜区、緑区、岩槻区になると、２倍以上になります。特に

西区は高齢化が進んでいたり、道路環境が悪かったりしていることも要因になっていると

思います。 

そこで、市民も参加して事故の多い場所や注意が必要な場所を一緒に考える取組をする

とよいと思います。予算も限られると思うので、例えば、一時停止の場所に段差をつくり

一時停止を忘れないようにするといったお金のかからないアイディアを出し合える場があ

るとよいです。また、自治会などの地区単位で交通ルールを守るよう促す普及員を設けた

り、モデル地区をつくり各区に広げるというのはいかがでしょうか。市民も一緒に取り組

めば、皆さんにとって住みやすい環境になると思います。 

●参加者 

 私は市内の中学校に通っています。 

 日本全体で人口が減少している中でも、さいたま市の人口は増加しています。他都市に

比べて医療費などのサポートが充実していることが、市の将来推計人口のピークが2025

年から2030年に延びたことにつながっていると思います。これはすごいことだと思いま

す。 

 しかし、サポートの結果、医療費などの扶助費が増加してしまっています。人口がピー

クを迎えるまでの運命の10年で歳入を増やすことができれば、さいたま市の都市イメー

ジキャッチフレーズ「のびのびシティさいたま市」につながると思います。ここからの
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10年で今までより一層力を入れてほしいです。 

●参加者 

 市の魅力は、大都市に近いことです。私は中学生で、親が新宿に通勤しています。以前

は市外に住んでいたのですが、さいたま市に引っ越してから親の帰りが早くなり、家で団

らんする時間が長くなりました。 

また、さいたま市は非常に生活しやすいところだと思います。夏休みに祖父がいる三重

県に行ったのですが、電車が２両しかなく、時刻表の間隔も空いていました。さいたま市

は多くの電車が通っていて車両も多いので便利だと思います。 

 さらに、近くにスーパーマーケットが多いなど何も不便がない生活を送れるところが、

さいたま市のよいところだと思います。 

●参加者 

 大宮には若い人が多いですが、コンビニで買ったものやタピオカドリンクを飲んだ後の

容器がごみとして落ちていることが多いです。私はそれを見て、ごみ箱が少ないのではな

いかと思いました。ごみ箱を増やしてポイ捨てする人を減らし、まちをきれいにして住み

やすくするとよいと思います。 

●参加者 

 私は親の世代から100年以上さいたま市に住んでいます。旧大宮市の頃からさいたま

市にいますが、住みよいまちだと感じています。 

 人口の割合としては高齢者がどんどん増えていますが、シティセールスでは子育て世代

を中心に人口を集めていく方針かと思いますので、高齢者向けの環境整備とあわせて、保

育所や公園もしっかり整備してほしいです。 

 また、高齢者と子育て世代のどちらにとっても、買い物や病院は必要だと思います。北

区の私が住んでいる地域は、30分程度で様々な店舗に行くことができるので買い物には

便利です。しかし、そこを少し離れると、コンビニもなく買い物もできない、バスもない

地域があります。そのような地域のことも考えながらまちを整備してもらえると、高齢者

にも子育て世代にも住みやすい環境ができてくると思います。 

●参加者 

ＩＣＴの活用についてお話しします。 

まずは、基本的には市のサービスとして、率先してＩＣＴを活用してほしいです。さい

たま市では、スマートシティを具体的に進めているとのことなので、非常にありがたいで

す。民間企業ではいろいろなサービスをインターネットを通して利用することができます

し、今や、ほとんどのことがインターネットでできるようになっているので、市でできな

いということは絶対ないと思います。全ての市のサービスについてどこまでＩＣＴ化でき

るか見直してほしいです。ＩＣＴ化によりコストや手間を減らすことができると思います

ので検討してほしいです。 

 いくつか具体例をお話しします。 

1つ目は、９月１日から始まる市営墓地の利用者募集です。申込みには申込書を市の事

務所に直接持参するか郵送する必要がありますが、この受付はインターネットでもできる

と思います。 

 ２つ目は、粗大ごみ受付です。現状は粗大ごみ受付センターに電話して人が対応してい

ますが、これもインターネットでできます。 

３つ目は、ハザードマップです。ハザードマップで危険な場所を探すのは、実際非常に

わかりにくいですが、これもＩＣＴ化して工夫すれば、簡単に場所の詳細までわかるよう

になると思います。 
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 このようにＩＣＴを活用すれば多くのことが実現可能なので、是非取り組んでほしいで

す。しかし、そのときに注意してほしいのが構築作業の問題です。全て新規でつくると大

きな投資になります。ほかの市や県、国でも同様の機能を持ったものをつくる必要がある

のであれば、重複してつくるのは税金の無駄遣いです。他の行政組織と連携したり、民間

企業を活用したりすれば、効率よく進められると思います。これがうまくいけば、政治的

にも経済的にも文化的にも、それから暮らしを実際にしている私たち市民にとってもメリ

ットが大きくなると思います。 

◆市長 

 本で紹介されている魅力あるまちの要素にさいたま市を当てはめてお話がありました。 

１つ目の要素である人々が歓声をあげたり、楽しく打ち解け合える場については、大き

なイベントを開催するだけでなく、地域のきずなづくりが重要だと思っています。チャレ

ンジスクールもその一つだと思っています。さらには、地域でいかにお互いが顔見知りに

なるかも重要です。自治会活動への補助金も出させていただいていますが、おまつりや運

動会など地域のイベントでつながりができると人間関係が非常によくなり、住みやすいま

ち、魅力的なまちになっていくと思います。そのきずなづくり、コミュニティの再生につ

いては、私たちもしっかり取り組んでいきたいと思います。 

 ２つ目の要素である自動車に頼らず、徒歩で買い物や用事などができることについては、

市内のスーパーマーケットの数を調べていただきました。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。さいたま市の地形は比較的平坦なこともあり、このように生活するための機

能がうまく配置された都市になっているのではないかと思います。 

そのほかにも多くの要素を御紹介いただきありがとうございました。私も改めて勉強に

なりました。そういった視点も含めて、市の魅力づくりに取り組んでいきたいと思います。 

 市民の声を生かしたＳＮＳでの魅力発信の御提案がありました。市でも、Ｔｗｉｔｔｅ

ｒ（ツイッター）やＦａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（インス

タグラム）、ＬＩＮＥ（ライン）を使い魅力を発信していますが、御指摘のあったように、

情報発信者が行政に偏っています。市民の皆さんからの情報発信がもっと必要だと思いま

すので工夫していきたいと思います。 

現在行っている市民発信の取組としては、Ｉｎｓｔａｇｒａｍでテーマを設けて写真を

投稿してもらうものです。桜の写真や、食品ロスを削減するための「Ｓａｉｔａｍａ Ｓ

ｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ（サイタマサンデースープ）」のキャンペーンの中で市民の皆さん

が作ったスープの写真をハッシュタグをつけて投稿してもらっています。 

 交通安全対策のお話がありました。市民も参加した形で交通事故防止の取組や、交通ル

ールを守るための取組を地域ごとに行ってはどうかという御提案でした。 

 さいたま市は今年、ＷＨＯが推奨するセーフコミュニティの認証の内定をいただきまし

た。これは事故やケガを予防するために、市民団体や企業、警察、市などでネットワーク

をつくり、データに基づいた取組を行い、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進

めることです。さいたま市では高齢者の安全、子どもの安全、自転車の安全、ＤＶ防止、

自殺予防の５つの分野で取り組んでいます。 

私は、このように、政策を進めるときに、市の方でデータを提供したり見える化したり

して、市民の皆さんと情報を共有し、原因と解決のための具体的な対策について議論、検
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証していくことは重要だと思っています。これは、市民と行政がしっかり連携してＰＤＣ

Ａサイクルを回していくということになると思います。また、市民の皆さんに取り組む意

義をわかってもらうことにもつながると思うので、セーフコミュニティの取組はすごくよ

かったと思っています。今後いろいろな地域で展開させたいと思っています。 

 人口が増えていることを肯定的に捉え、「運命の10年」についてお話がありました。 

「運命の10年」では２つの取組が必要だと考えています。１つは成長発展していくた

めの取組です。もう１つは、間近に迫っている超高齢社会に備え、地域で高齢者の皆さん

の安全や安心して暮らせる環境をつくっていくための取組です。市民の皆さんにも協力、

参画していただきながら進めていきたいと思います。 

 家族のことを例に出してお話しいただきました。さいたま市に来たことで親御さんの帰

りが早くなり家族団らんの時間が増えたというお話は、私たちにとっても嬉しいです。 

また、交通の利便性と生活の利便性のお話もありました。普段住んでいると利便性が高

いことを忘れてしまいがちですが、さいたま市は非常によい環境にあると思います。以前

の調査で、さいたま市は病院やスーパーマーケットまでの距離が全国で一番近いという結

果が出ており、これはさいたま市の特徴です。 

このような特徴を生かしていくとともに、利便性が低いエリアもまだ存在しているので、

そこへのサポートも十分考えていきたいと思います。 

 大宮駅周辺のごみのお話と、ごみ箱が少ないという御指摘がありました。 

市では、実は、あえてごみ箱を減らしています。なぜかと言うと、ごみ箱があると、そ

こに多くのごみが集まってきてしまうからです。家庭ごみが捨てられるケースも多いので、

ごみ箱を減らし、できるだけごみを持って帰ってもらいたいと考えています。同じ考え方

で公園についてもごみ箱を減らしています。 

しかし、御指摘のとおり最低限のごみを捨てる場所は必要だと思いますので、バランス

を考えながら取り組んでいきたいと思います。私自身、駅周辺にごみが落ちているのを見

かけますので、なくしていきたいです。 

 高齢者と子育て世代の両世代にとって住みやすい環境をつくってほしいというお話があ

りました。さいたま市にも、住民が少なく利便性が低い地域も多くあります。そういった

ことから、今年度から、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

いますが、まだ十分ではありません。移動手段の確保は社会に参加することとイコールだ

と思いますので、今後、高齢化が進んでいく中での移動手段の確保については、ＭａａＳ

の取組も含めて、取り組んでいきたいと思います。 

 ＩＣＴの活用のことで、具体的な事業での御提案がありました。 

何を電子化すればサービスを向上させることができ、効率化できるかを改めて検討して

いきたいと思います。 

 またＩＣＴ化に伴う財源のお話もありました。電子自治体化は結果的には財源、つまり

税金の支出を減らすことにもつながりますが、より効果の高い部分から始めようというこ

とで、市民サービスの充実と事務の効率化の２つの取組を優先して考えています。 

保育所の選定業務では、ＡＩを使うことで作業時間が93％削減される見込みです。生

活保護の事務のＩＣＴ化として、タブレットを使用した訪問支援も検討しています。 

また、ＲＰＡといった、コンピュータを使い定型化した事業を自動化し効率的に処理す

る実証実験も行っています。業務によっては業務時間を約90%削減できるという結果も

出ていますので、積極的に進めていきたいと思います。また、その中で民間の活力も大い
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に活用していきたいと思います。 

 最近では、いくつかの自治体と連携して業務をクラウド化することも検討し始めました。

単独の自治体で行うと非常にコストがかかりますので、複数の自治体で行う視点も含めて、

取り組み始めています。 

 また、業務プロセスの標準化を図るために、各自治体で同様に行っているであろう法定

業務について、処理方法や時間、工夫していることを参考にし、その一番よい事例を活用

するという取組も検討しています。 

 各世代の皆さんから有意義な御提案や御意見を頂戴したことに心から感謝を申し上げま

す。私たちとしても、市の魅力をしっかりアピールし、できるだけ人口減少を先延ばしし、

また高齢化の進行を少しでも緩やかにできるようにしていくと同時に、住んでいる皆さん

が幸せを実感できるまちづくりをしていきたいと思います。 

引き続き、皆さんのいろいろな御指導や御提案をお寄せいただけると幸いです。 

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

だきます。本当にありがとうございました。 

■補足説明 

「西区周辺の魅力あるスポットや散策ルート等」について 

西区には、大宮花の丘農林公園や温泉、観光農園など四季の魅力を満喫できる場所が多くある

と認識していますので、これらをまとめた半日観光ルートマップや観光パンフレットにより情報

発信を行ってまいります。 

（経済局 商工観光部 観光国際課） 

平成30年度にサイクリングマップ「歴史と自然と鉄道を巡るサイクリングマップ」（大宮駅・

さいたま新都心駅周辺）を作成しました。市ホームページからダウンロード可能です。また、各

区役所情報公開コーナーにて配布も行っています。 

（都市局 都市計画部 自転車まちづくり推進課） 

「観光等の際に道をわかりやすくする整備」について 

半日観光ルート事業では、駅前に観光スポットをつないだ観光情報の案内板を設置しています。

また、持ち運びに便利なサイズに折りたたんだ半日観光ルートマップを印刷し、配布しています。 

（経済局 商工観光部 観光国際課） 

「選挙のＩＣＴ化」について 

ＩＣＴの利活用による投票率の向上方策については様々なものが考えられますが、インターネ

ット投票の導入について補足します。 

 現行法（公職選挙法等）においてはインターネット投票は認められていませんが、総務省開催

の「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、ＩＣＴの利活用等により、投票しにくい

状況にある選挙人の投票環境向上や選挙における選挙人等の負担軽減、管理執行の合理化につい

て検討が進められています。 

 同研究会の検討内容にあるとおり、インターネット投票の導入にあたっては、法的な制限のほ

か、セキュリティ上の課題や不正投票の防止など様々な課題がありますが、インターネット投票

が実現できれば選挙人の負担軽減及び投票率向上につながることが期待できるため、引き続き国

等の動向を注視してまいります。 

（選挙管理委員会事務局 選挙課） 

「自転車利用者への啓発」について 

交通安全のさらなる向上のため、今年度、自転車安全啓発冊子の作成をします。自転車利用に

おける車道走行や歩道を走行する際のルールなどについて周知を図っていきます。 
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（都市局 都市計画部 自転車まちづくり推進課） 

「埼玉県と協力したインバウンド施策」について 

インバウンド施策については、ラグビーワールドカップや台湾旅行博でのプロモーションなど

様々な機会を通じて埼玉県と協力して情報を発信しています。また、県内の川越市、秩父市とは

市や観光協会が協定を結び共同で事業に取り組むことで相乗効果を図っています。 

（経済局 商工観光部 観光国際課） 

「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ」について 

「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ」のＩｎｓｔａｇｒａｍアカウントＩＤは

「saitama_sunday_soup」です。 

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

ています。 

（環境局 資源循環推進部 資源循環政策課） 

「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） 

「保育所の整備」について 

さいたま市では、保育需要の高い地域において優先的に認可保育所等の施設整備を進め、毎年

1,300人から2,000人近く定員数を増やしています。しかし、共働き世帯が増えるなどライフスタ

イルの変化もあり、保育所等の利用を希望される方が年々増加していることから、今年の待機児

童は393人となってしまいました。安心して仕事と子育てを両立できる環境を整備できるよう、引

き続きしっかりと取り組んでまいります。 

（子ども未来局 幼児未来部 のびのび安心子育て課） 

「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憩える公園整備に努めてまいりますので、御理解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） 

「インターネットを利用した市営墓地の利用者募集」について 

現在、市営墓地の公募にあたっては、申込みのしおりに同封された「専用の申込書」にて持参

または郵送の申込みをお願いしています。 

これは、後日、受付番号を通知すること、並びに抽選結果を通知するため、皆様に切手を貼付

していただいていること、あるいは申込みの際の御質問に速やかに対応し、申込者の判断に供す

るため行ってまいりました。御提案のとおり、インターネットで受付することは市民の皆様の利

便に供すると考えられますので、申込方法等について、調査・検討を行っていきたいと考えてい

ます。 

（保健福祉局 保健部 思い出の里市営霊園事務所） 

「インターネットを利用した粗大ごみの受付」について 

  さいたま市の粗大ごみの受付については、ごみの品目や寸法により無料で収集所に出せるごみ

もあることから、ごみの出し方についても適切な御案内ができるよう、電話で受付を行っていま

すが、御提案いただきましたインターネットの申込みは、粗大ごみ受付センターの受付業務時間
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内に電話ができない方も申込みができることから、導入について今後検討していきたいと考えて

います。 

（環境局 資源循環推進部 大崎清掃事務所） 

「インターネットを利用したハザードマップ」について 

市ホームページには、「さいたま市地図情報システム」という地図情報検索サイトがあります。

「さいたま市地図情報システム」では、洪水ハザードマップや内水ハザードマップなどの各種災

害に関する情報を地図上で確認することができ、住所検索や拡大・縮小などが行えますので、御

活用ください。 

（総務局 危機管理部 防災課） 

※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。


