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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【大宮区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年７月 25 日（木） 19：00～20：30 

会 場：大宮区役所 ２階 201・202 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、ここ大宮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 

 私は大宮区に約10年住んでいます。 

 テーマ説明資料に10年後に人口のピークが来ると書いてあり衝撃を受けましたが、大

宮はまだまだ発展する余地があると思うので、そのアイディアをお話しします。 

 今、自動車の自動運転が研究されており、最初に高速道路でのトラックの自動運転が実

用化されると言われています。そのときに必要になるのが高速道路の出口にドライバーが

交代するターミナルだと言われています。大宮には高速道路の出口にうってつけの場所が

あるので、検討するとよいと思います。 

 しかも、そこには大宮公園から流れてきた見沼代用水があるので、そこを暗渠化して自

動運転バスを通せばアクセスもしやすいと思います。もし実現すれば、世界最先端の都市

としてもアピールできると思います。 

●参加者 

 私は、さいたま市外から市内の高校へ通う生徒として感じている魅力をお話しします。 

 さいたま市の魅力は、大型商業施設が充実していることです。アクセスもよく、施設に

入っているお店も楽しいものが多いので、ここを重点的にアピールすることで、主に訪問

人口を増やすことに効果的だと思います。 

 この魅力は、私たちがＳＮＳを通じて写真などを発信することで、多くの人に伝えるこ

とができると思います。今、インターネットの普及は著しいので、これを活用しない手は

ないと思います。 

 具体的には、ハッシュタグをつけて投稿すると特典があったり、抽選に応募できる権利

が得られたりという仕組みを導入、周知して多くの人に発信してもらうのが効果的だと思

います。 

●参加者 

 私は、以前は都内に住んでいましたが、偶然大宮市を勧められて住み始め、25年ほど

です。 

さいたま市の魅力は、交通の利便性です。どこにでも行ける感覚になります。東京方面

にも、東北の方面にもどこでも行けるので、何てよいところだろうと思いそのまま住み続

け、結婚後も大宮に住んでいます。 

しかし、息子が小学校に通い始めてから考えるところがあります。先ほど市長から教育

についての評判がよいというお話がありましたが、私はＰＴＡの執行部やボランティアと

関わる中で、学校に通うことが多くなり、悪い面も見えてきました。学校にお金が全然な

いということと、施設が非常に老朽化しているということです。トイレも半分直してもら

いましたが、まだ臭いです。家庭科室のミシンも使えないものばかりです。教育環境の整

備や改善をすれば、もっとよい都市になると思います。教育関係に対するお金の使い方を

考えてほしいです。 

●参加者

私は幼少期から岩槻に住んでいます。 

さいたま市と合併して感じたことは、図書館が充実していることです。４市分の図書館

の蔵書があるので当たり前のことだと思いますが、私はたくさん本を読むので、さいたま

市で読める本の多さに驚きました。今までは岩槻市だけだったので、読める本が増えたこ

とが本当に嬉しかったです。その上、私は落語を聞く趣味があるのですが、落語のＣＤな

どの資料も充実しているので、本当に助かっています。  
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市の魅力として、図書館を推すのは難しいかもしれませんが、今後、さいたま市の魅力

をアピールしていく上で、関東の各都市にプレスリリースをしたり、民間企業を使っての

メディア誘致などをするのも効果があると思います。 

●参加者

私は、昭和28年から旧大宮市、今のさいたま市大宮区にずっと住んでいます。 

 市のよいところを広めるには２つ方法があると思います。 

 １つは、市民に広めていくこと。もう１つは、市外の方に広めていくことです。 

しかし、実際は、行政が全国によいところを広めるのは財政面等の問題で難しいと思い

ます。ですので、行政は市民に市のよいところをより深く理解していただき、また、市民

にこれからの市のトータルプランを少しずつ理解していただくことが、結果的には市のよ

さを広める一番の近道だと思います。行政が市外に向けてよいところを発信するよりも、

ＳＮＳ等、市民の方の力を使い、足元からよいところを発信していくことが必要だと思い

ます。 

●参加者

私は大宮で生まれまして、62年が経ちます。途中サラリーマンで25年東京に通いまし

た。 

さいたま市は、暮らしやすい街、住みやすい街を目指すべきです。“まち”はあえて、

街路の「街」という漢字です。 

さいたま市は東京と比べると圧倒的にポテンシャルが低いです。警察官の数も違います。

昼間も半分近くの方が東京に通っていると思います。人口が減少する中で、神奈川や東京

から人を引き込む街を目指すべきです。つまり環境の整った“住”に徹した街に焦点を当

てた方がよいと思います。今、特に東京の人口が圧倒的に増加していますが、その人口を

さいたま市に呼び込むには“住”のところからだと思っています。 

●参加者

私は市外に住んでいますが、市内の高校に通っています。 

 さいたま市のよいところは２つあります。 

１つ目は、特産品です。タウンミーティングに参加するにあたりホームページを見まし

た。さつまいもやヨーロッパ野菜などの特産品が充実しているということがホームページ

に書かれていました。さつまいもは、多くの方が好きな味でお菓子などへの調理・加工も

しやすいので、有利な特産品だと思いました。また、ヨーロッパ野菜には、私も知らない

野菜が多かったので、珍しさがあると感じました。 

 ２つ目は、放課後チャレンジスクールをはじめとした教育活動が盛んなことです。私は

大宮南小学校の放課後チャレンジスクールにボランティアとして参加しました。小学生た

ちは楽しそうで、自分が小学校の先生になりたいという希望もあったので、学ぶ機会にも

なりました。 

また、教育に関する情報も多く、まとめられてわかりやすい印象を受けました。  

私は市内の高校に通っていますが、さいたま市のことをあまり知りません。さいたま市

では、ＳＮＳなどで情報を発信していますが、私を含めた高校生はあまり注目して見てい

ないのが現実です。ですので、私たちは、さいたま市のことをＳＮＳなどで確認して、ま

ず自分たちの意識から変えていくことが大事だと思います。 

 東京2020大会もあるので、私にできることは、自分がほかの人たちに市の魅力を伝え

られる状態にしておくことだと思いますので、実践していきたいと思います。 

●参加者

私は大宮区に住んでいます。 
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市全体ではなく、大宮区、見沼区に限定した魅力になると思いますが、見沼代用水沿い

には桜の木が多く植えられています。しかし、花が少ないので少し寂しく感じます。周辺

自治会やボランティアに声をかけて整備してもらい、区で管理すれば、盆栽と一緒に見沼

代用水沿いがアピールできると思います。 

 見沼代用水沿いに色々な花を植えていただければ、大宮区が自然環境に力を入れている

というアピールもできるようになると思います。 

 また、先ほど高校生が大宮南小学校の放課後チャレンジスクールの話をされましたが、

大宮南中学校では土曜チャレンジスクールをやっていますので、こちらにも是非参加して

みてください。小学校、中学校でだいぶ違いますので、よろしくお願いします。 

●参加者

 私は、子どもの住みやすいさいたま市をアピールしていきたいと考えています。 

私は短大の幼児保育学科に通っています。また、子どもと公園で遊ぶボランティアも行

っています。遊ぶ際に気になるのは、ボール遊びができない公園が多く、子どもの自由が

奪われてしまうことです。安全を守るために禁止することは簡単ですが、もう少し違う方

法で安全を守ることはできないでしょうか。市内には、駅から近い公園も多いと感じてい

るので、そこを推していけたらよいと思います。これからのさいたま市をつくっていくの

は子どもたちだと思うので、そこをアピールしていきたいです。 

●参加者

私は大宮区に住んでいます。 

さいたま市のよさのキーワードは、安心感だと思います。 

その理由の１つ目は、さいたま市は、適当に都会で適当に田舎であるという点です。都

会ほどストレスがなく、田舎の風景も楽しめ、すぐ近くに都会の魅力も感じることができ

ます。特に東京で働いていて、さいたまに帰ってくると「帰ってきたな、よかったな」と

いう安心感があります。 

 ２つ目は、防犯や治安のよさです。これは県全体のことですが、埼玉県は自主防犯組織

の組織率が全国ナンバーワンだと聞きました。実際に県内、市内に住んでいると当たり前

に感じるかもしれませんが、これもアピールポイントだと思います。 

 ３つ目は、災害の少なさです。 

４つ目は、交通の利便性のよさです。どこに行くにも交通の便が非常に充実しています。 

このような理由から、安心感が魅力として感じられると思います。 

●参加者 

 大宮駅東口の商店街の再開発による活性化で魅力あるまちになると思います。 

 昔の商業センサスの発表では、大宮駅西口よりも東口の方が小売りの売り上げが大きい

とされていましたが、今では逆転しています。東口は、高島屋以降50年以上大きな開発

がありません。大宮駅の開発については、以前の戦略ビジョン構想からずっと傍聴してい

ますが、計画を見ていると、今のところは、まちを削って広場をつくるという計画で終わ

りになってしまっているようです。大宮は広域から集客できるポテンシャルがあるのにも

ったいないです。 

 今は、インターネットでの買い物では満足できなくなり、ショッピングにもライブ感が

必要な時代になっていると思います。なので、商店街も人が来て楽しい場所、おしゃれを

して歩く場所になれば、もっと人が集まるはずです。 

●参加者

さいたま市の魅力は、災害に強いことと、交通の利便性がよいことです。 

また、武蔵一宮氷川神社の参道も魅力です。２㎞ある参道は、他の神社には例を見ない
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長さだそうです。参道に入ると、夏でも２～３度気温が下がったように感じ、心地よくな

ります。これも住みよいまちの要素だと思います。 

 さらに、私自身で言えば、さいたま市に住んで50年ですが、何となく心地よく暮らし

ていますので、日々の暮らしの中で住みよいまちだと実感しています。 

それから、桜回廊の桜です。植えられている桜の種類はエドヒガンザクラと言い、ソメ

イヨシノと違い少し地味な花ですが、ソメイヨシノより長持ちするとのことですので、き

ちんと管理していただけたらと思います。 

●参加者

私は、大宮に何十年と住んでいます。 

よいところは、非常に温かいまちだということです。大宮区自治会連合会並びに中部地

区自治会、そして社会福祉協議会、民生委員と皆さん非常に仲がよく、その結果、このよ

うな住みやすい温かいまちになっているといつも感じています。 

その一方で、将来に向かって大きな課題が多くあると思います。 

 以前、区民会議において、大宮にはある程度のものは揃っているが、国宝級のものはな

く、魅力を引き出すのが難しいという話題がありました。その会議では、大宮小学校跡地

または公共施設に国宝級の芸術や文化を誘致し、そこから大宮公園も含めて氷川参道につ

ながる道をつくり、憩いのある場所にしていただきたいという要望も上がりました。 

 また、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」なのですが、駅前の中央通り

は、40ｍ道路ぐらいの広い道にしてほしいです。そして、東口に整備が予定されている

「（仮称）アーバン・パレット」はできるだけ小さくし、憩いと潤いのある大宮路、そし

て参道につなげる道にしてほしいです。 

●参加者

 私は、祖父の代から大宮に住んでおり、私が３代目です。今後も４代、５代とお世話に

なると思います。 

さいたま市の１つ目の魅力は、半分あおいことです。半分自然があり、半分都市だと覚

えてもらうと非常に覚えやすいと思います。 

 ２つ目は、天候が安定していることです。快晴と晴れとは少し違うらしいのですが、快

晴率では埼玉県が全国でトップだそうです。なので、さいたま市周辺も非常に晴れが多い

のだと思います。このようなことも市の魅力として発信していくことが大事だと思います。 

３つ目は、勢いです。別の方から開発の話も出ました。私も駅近くにいますので、将来

性やまちの勢いを感じます。本日の会場であるこの建物も今後大きな魅力の一つになって

いくと思います。このような勢いをなくさないさいたま市であるとよいと思います。 

◆市長 

 自動運転のお話がありました。 

 市では、先日、越谷市や三郷市など、埼玉県東部の地域の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。ＭａａＳは自動運転とは異なりま

すが、ラストワンマイルの移動手段や自動運転のこともあわせて検討していこうとしてい

ます。 

 さいたま市はお話ししているように交通の要衝です。ですから、交通をどうつなぎ合わ

せていくかが重要です。その点で、特に大宮駅は重要です。 

飛行場や新幹線、バス、タクシー、ラストワンマイルの移動手段も含めてうまくつなが

り、人が移動できる方法を検討していきます。また、人だけではなく、物流についても検

討します。物流も含めてシームレスにつながり、人やものができるだけ安く、速やかに到

着できるまちになるともっと発展できると思います。私たちもこれらに積極的に取り組み

たいと思います。 
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 大型商業施設が多いことが魅力だとのお話がありました。 

 大宮の駅周辺もそうですが、さいたま新都心駅にもコクーンシティができて大型商業施

設が充実してきています。 

また、発信方法については、高校生ならではのＳＮＳの活用の御提案がありました。そ

れらを活用することで、もっとさいたま市のよさをアピールできるというお話でした。是

非、アピールしていただきたいと思います。 

 交通の利便性はよいが、教育のハード面で課題があるという御指摘がありました。 

御指摘のとおりで、さいたま市は今、公共施設マネジメントを行っていますが、老朽化

している公共施設の６割から７割が小学校、中学校、公民館などの教育関係施設です。公

民館のバリアフリー化が遅れていたり、御指摘のとおりトイレが汚かったり、和式のトイ

レがまだ残っていたり、古かったりという状況です。全て一遍に改修することは難しいで

すが、市としてもこれらを解消するためにリフレッシュ計画を立てたり、トイレ改修の計

画を前倒しで進められないかと動いたりしています。昨年は国の補正予算もつきましたし、

さいたま市は政令指定都市の中では先頭を切って国へ要望していますので、今後数年でか

なり改修が進むと考えています。まだ具体的な詰めはできていませんが、できるだけ早く

良好な環境をつくっていきたいと取り組んでいるところです。 

 また、エアコンについて言うと、さいたま市は政令指定都市の中でも早くに全ての小・

中学校の普通教室にエアコンを配置しました。特別教室については、音楽室など一部閉め

切った部屋にだけ早目に設置しましたが、まだ全ては完了していません。今年、国から予

算をいただいたので、中学校の全ての特別教室にエアコンを短期間で設置していきたいと

考えています。 

 小・中学校のエアコン設置時期は早く、普通教室及び一部の特別教室においては、10

年ほど前から設置されていますので、更新時期が近づいています。普通教室と特別教室で

一緒に更新する必要があり費用がかかるため、民間の活力や国の予算を活用しながら、で

きるだけ市の予算の負担を少なくできる方法を検討しています。こちらもできるだけ早急

に行いたいと思います。 

また、体育館についても災害時の避難場所になるので、エアコンの設置を進めていきた

いと思いますが、体育館は大きな空間であるため、能力の高いコストがかかるエアコンを

設置しなければならず、その進め方を研究しているところです。これもできるだけ早く行

いたいと思っています。 

 図書館が多いことを褒めていただきました。 

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こ

ともあり、本が好きな市民の方々が多いと思います。 

 市では、教育委員会を中心に、各図書館の特徴付けをしようと取り組んでいます。また、

大宮図書館が大宮区役所に移設されてきました。大宮図書館は、運営そのものは民間の事

業者に委託していますが、市としては、新しい発想で図書館を運営することも考えていま

す。図書館に関する様々な取組をされているさいたま市出身の林さんという映画監督がい

らっしゃるので、そういった方々と今後の図書館のあり方や楽しい図書館にしていく方法

を検討しています。 

 図書館は、昔はあまり集客力のある施設ではありませんでした。しかし、今では集客力

のある施設になってきており、全国的にも注目されています。さいたま市でも、浦和区の

コムナーレにある中央図書館は連日多くの方に来館いただいているようです。 

 市外へのアピールも大切だが、まずは市民にアピールしていくことが重要だというお話

がありました。私もそう思います。やはり、さいたま市がどういうところか聞かれたとき
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に、市民の皆さんが、「こんなところがさいたま市のよいところだよ」と言える環境をつ

くっていくことは重要だと思います。今の時代は、ＳＮＳも含めて口コミの影響力は強い

と思いますので、市民の皆さんに向けた取組をしていきたいです。 

先ほど高校生からも御提案がありましたが、ＳＮＳで積極的に発信してくれる市民の方

を募集するなど、さいたま市のよさを積極的に発信していくことも今後検討していきたい

と思います。 

 暮らしやすい街、住みやすい街を目指すべきだというお話がありました。 

さいたま市は、どちらかというと生活重視のまちで、政令指定都市の中でも、特に生活

に重点を置いて発展してきたまちだと思います。市としては、もちろん企業にも進出して

いただきたいですが、住んでいる皆さんに住みやすい、住みたいと感じていただける環境

をつくっていきたいと思っています。 

ただし、さいたま市は、2都心4副都心を核としたまちづくりにも取り組んでいますの

で、これに該当する大宮・さいたま新都心、浦和、日進・宮原、武蔵浦和、美園、岩槻は

都市機能を充実させ、それ以外の地域は基本的に住宅を中心とした自然と共生する都市に

なっていくと思います。都心部については、収益を上げる視点を持った都市にしていきた

いと思っていますが、このようなまちづくりをしていく中で、住環境も再認識しながら取

り組んで行きたいと思います。 

 さつまいもとヨーロッパ野菜のお話がありました。 

 さいたま市は紅赤というさつまいもの品種の発祥の地と言われています。味も甘すぎず、

お菓子にするのに非常によい品種だと言われていますので、さいたまスイーツなどで紅赤

を使ったお菓子づくりを積極的に行っています。 

 また、ヨーロッパ野菜は生産者とレストラン、ホテルなどが協力し合って、さいたま市

産ヨーロッパ野菜を使った本場に負けない料理を作っていこうと取り組んでいただいてい

ます。また、今年５月に開催された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」の取組が紹介されました。 

 また、チャレンジスクールのことを褒めていただきました。別の方から中学校のチャレ

ンジスクールの紹介もありましたが、チャレンジスクールはさいたま市の行政と市民との

協働のシンボルのようなものになっています。基本的にはさいたま市の全小・中学校にチ

ャレンジスクールを置かせていただき、地域の皆さんが子どもたちのために安全を確保し、

いろいろなプログラムを作ってくださっています。平成30年度は、延べ18万5,000人

ほどの子どもたちが参加しており、延べ５万2,000人ほどの方がボランティアとして参

加してくれています。 

 平成30年度に実施したアンケートによると、参加した子どもたちの約95％は、参加し

てよかったと回答しています。子どもたちを送り出している親御さんも約96％は、チャ

レンジスクールの活動は充実していると回答しています。そして、ボランティアスタッフ

のうち約99％の方々がやりがいを感じています。このような満足度の高いチャレンジス

クールの効果もあり自己肯定感の高い子も多くなるのではないかと思っています。 

 みんなでつくって、みんなで子どもたちを支えていく、さいたま市らしい教育をもっと

発信したいと思います。 

 見沼代用水沿いの桜のお話がありました。 

長い歴史の中で地域の皆さんや市民の皆さん、またいろいろな方が寄付してくれたおか

げで、見沼代用水の西縁、東縁に長い桜回廊ができました。数年前に桜回廊の距離を測っ

たところ、あと数㎞で日本一になれるということがわかり、さらにその運動を強化してい

たら、既に桜回廊として日本一になっていたという状況です。 

市としても、桜回廊をもっと多くの方に広めていき、多くの皆さんが協力してつくり上
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げたシンボルにしていきたいです。さらに、春にはその桜を見に世界中から来てもらえる

ような場所にしていきたいとも思っています。 

後援会の皆さんの御協力は不可欠ですので、今後もよろしくお願いします。 

 子どもの過ごしやすいさいたま市をアピールしたらどうかというお話がありました。 

私もそうしたいと思います。私が市長に就任してから、「子どもが輝く“絆”で結ばれ

たまち」をさいたま市の目指すべき都市像として掲げてきました。 

 ボール遊びについては、全ての公園でボール遊びができるようにすることは管理者責任

の関係上難しいです。しかし、少し大きい公園では、場所を区切って子どもたちがボール

で遊べる環境づくりをしたり、すぐに使わない市有地を活用して「スポーツもできる多目

的広場」をつくり、ボール遊びができるようにしたりしています。「スポーツもできる多

目的広場」は現在48か所まで増えました。こういった場所をもっと増やしていきたいと

思いますし、子どもがのびのびと遊べる場所と時間と仲間を増やしていきたいと思います。 

 さいたま市のよさは安心感だということで、キーワードを言ってくださいました。 

防犯や治安のよさ、災害の少なさという点において、まさに安心感ということが言える

と思います。 

 さいたま市には自主防犯活動団体が多くあります。市内の刑法犯認知件数は平成16年

がピークでしたが、今では約半分になりました。これは地域の皆さんがパトロールをして

くださった大きな成果だと思います。 

 また、適度に田舎で適度に都会だということについては、他の方からもお話がありまし

たが、都市と田舎、都市と自然が共生しているのがさいたま市の売りの一つだと思います

ので、それらもアピールしていきたいと思います。 

 大宮駅東口商店街の活性化のお話がありました。 

 今、さいたま市では、大宮駅グランドセントラルステーション化構想に加え、周辺のま

ちづくりにも取り組んでいきたいと思っています。 

まず、市として関われる部分は、大宮駅の機能を高めていくこと、交通広場のこと、そ

して周辺のまちづくりのことなので、これらを三位一体で進めています。 

一昨年、国の首都圏広域地方計画の中で、東日本の玄関口という位置付けをいただきま

したので、市としてはそれをうまく生かしていきたいと考えています。今は公共面の話ば

かりになっていますので、それに連なる周辺の商店街、街区の皆さんとも連携しながら、

駅と周辺のまちがシームレスにつながっていくことも含めて取り組んでいきたいと思って

います。 

 先ほど勢いというお話がありましたが、今、国からのサポートも受けやすくなっており、

非常によい環境だと思っています。景気の影響を受けることもありますが、大宮は、まだ

比較的投資してもらいやすいエリアだと思いますので、そういったものを生かしながら進

めていきたいと思います。 

 災害に強いことや氷川参道などいろいろなお話がありました。 

 氷川参道は日本一の参道です。氷川参道の周りに桜があり、自然と共生していることは

さいたま市の魅力として、とてもアピールできるものだと思っています。 

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

ある一方で、すぐそばに自然が身近にあることであり、この景色はすごいですよ」と言っ

てくださいました。これらをこれからのまちづくりにうまく生かしていきたいと思います。 

 皆さんの御協力で氷川参道に一部歩行者専用の部分もつくらせていただきました。私も

週末にこの参道を走るときがありますが、以前よりも随分歩いている方が増えたという印

象を受けます。もっとアピールしたいと思います。 
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 温かいまちだというお話がありました。 

本当に温かいまちだと思います。愛が大変深く、この温かさが住みやすいと言われるま

ちにつながっていると思います。 

 課題として、国宝級のもの、目玉になる施設やものをつくってほしいという御意見があ

りました。大宮駅の東口や西口、他の地域もですが、目玉になる施設は必要だと思います

ので、皆さんと一緒に考えて、実現させていきたいと思います。 

 さいたま市は半分あおいというお話がありました。 

皆さんも共通の思いをお持ちでしょうが、自然と都市が共生しているところがさいたま

市のよさだと思います。そこを生かして、それをどのようにアピールするか、また皆さん

にアピールしてもらうか、体験してもらうかが課題です。そのための取組を考えていきた

いと思います。 

●参加者 

 私は大宮の魅力は、人だと思います。 

いろいろなところでいろいろな活動をさせていただいていて、今年で12年目です。具

体的には、おまつりやコンサートなどの活動をしています。また、女性の市民活動団体で

まちづくりについても活動しています。 

まちづくりについて話し合っているときに思うのは、多くの女性たちが本当に深い大宮

愛を持っていることです。大宮のまちを愛している人が多いと感じています。 

まちの魅力の一番大きな要素は施設という考えもありますが、暮らすという意味で言う

と、私は、人だと思います。先ほど温かい人が多いというお話もありましたが、どの活動

においても、私は大宮にこんな素晴らしい人がいたのかと思いますし、今日も思っていま

す。 

素敵な人たちが住んでいるまちだということがさいたま市の魅力だと思います。これは

アピールするのが難しい要素かもしれませんが、実際に暮らしてみると非常に大事な要素

です。 

また、さいたま市は公民館活動、社会教育活動も活発で、非常に大きな魅力があります。

あとは、それらの活動に参加する方のうち、より積極的な方、リーダーシップをとれる方

が出てくるようになるとよいと思います。 

●参加者 

 １つ目に、テーマ説明資料にもありましたが、今後人口減少が予想される中で、人口を

維持するためには、他都市の方にさいたま市を選んでもらい、移り住んでもらうことにな

ると思います。そのための魅力としては、災害や治安を含めた安全安心なところです。そ

れは間違いなく生活のベースになると思います。 

 ２つ目に、年齢構成比としては高齢者が一番多いので、徒歩で活動できることも魅力で

す。徒歩とは、公共交通機関や車椅子も含めたものです。70代、80代の人が車を運転し

なければ生活できない環境は、好ましいものではないと思います。 

 また、さいたま市は徒歩で活動できて、暮らしやすい市だということが定着し広まれば、

交通の便が悪い地方や田舎にアピールすることができ、これからのさいたま市の人口を維

持していけると思います。 

●参加者 

 私は、少し視点を変えて、多様なコミュニティの融合を図るという観点でお話しします。 

 私は、自治会関係の活動を行っています。自治会はコミュニティのベースになりますが、

古典的なコミュニティで、なかなか受け入れられないこともあります。自治会のほかには、
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防犯、防災、ＰＴＡ活動も含めて様々な活動をするコミュニティがありますが、各コミュ

ニティ間のつながりが弱く、改善の余地があると思います。 

 各活動団体は、自分たち自身の努力がベースになっているはずですが、世の中を見てい

ると、何でも他人依存というか、人に責任を押しつける風潮がある気もします。そのよう

なことを払拭していくためにも、人と人とのつながりが重要になると思います。 

 少し話が変わりますが、駅前の近くの路地に野良猫がいて、その猫の写真を撮ることを

通して通行人たちがコミュニケーションを取っています。そういったつながりを大切にで

きたらよいと思います。 

●参加者 

 私は、さいたま市には住んでいませんが、祖母の家がさいたま市なので身近に感じてい

ます。 

 また、市内への通学で駅を利用しているのですが、交通の利便性が魅力だと思っていま

す。電車を生かして大きなイベントなどのお知らせをするとよいと思います。少し原始的

ですが、車内アナウンスやポスターなどで幅広い人に知ってもらうことがよりよいアピー

ルになると思います。 

●参加者 

 私は約20年さいたま市に住んでいます。 

 市をもっとアピールするには、ゆるキャラのヌゥを活用し、さらに子どもを生かした形

でアピールするとよいと思います。大人だけでやるよりも、子どもを生かした方が全体に

広がりやすく、市内にも市外にも一気にアピールできるようになると考えます。くまモン

はキャラクター商品により、くまモン自身がアピールのシンボルとなっていました。ヌゥ

も、くまモンのように自分自身のキャラクターでアピールしてほしいですが、まだヌゥそ

のものの存在があまり前面に出てきていない印象です。 

●参加者 

 さいたま市の魅力は子育てのしやすさと子どもが参加できるイベントの多さです。 

男性の育児・家事推進の活動をしている傍ら、４児の父親です。現役の父親の視点から

見た結果、さいたま、特に私は岩槻に住んでいるのですが、子どもの参加できるイベント

が多いです。子どもの参加できるイベントが多いということは、父親がそのイベントに子

どもを連れて参加し、その間、母親が家でのんびりすることも可能だということなので、

子育てをしやすい環境だと常日ごろ感じています。 

 子育てしやすい環境だということを他の地域の人たちにアピールすることによって、こ

のまちに子どもと一緒に来てもらう、もしくはこのまちで産んで育ててもらうことができ

るので、少子高齢化社会に向けての改善策の一つになると思います。 

●参加者 

 さいたま市のよいところは、おそらく全国的に唯一の文教都市ということです。多分、

ほかに文教都市と名乗っている都市はないのではないでしょうか。ですので、文教都市と

してのイメージをもっとアピールしていったらよいと思います。 

 文教都市と言えば、優秀な高校と大学があるというイメージの方が多いと思いますが、

それだけでは真の文教都市と言えないと思います。当然、通える学校は学力的にも学区的

にも限られていますが、勉強ができる人はより一層できるように、少し勉強が苦手な人も

落ちこぼれにならないように、誰もが、特に若い人たちがやりたいことに気付ける教育の

システムやシンボルがあればおもしろいと思っています。 

 また、学び、勉強というのは学生や若い人たちだけが行うものではありません。誰でも

学びたいときに学びたいものを学べるようなシステムがあってこそ真の文教都市だと思い
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ます。 

 ですので、将来的に他の都市にない、市民の誰もが自慢できるさいたま市ならではの画

期的な教育システムや教育施設があるとおもしろいと思います。 

●参加者 

選ばれるまちになるためには、子育て世代が満足できる施策が必要です。子育て世代は

労働世代だと思うので、その世代の人口が流入してくると市としてもメリットがあると思

います。そのためには、子どもを育てやすく産みやすい環境の整備や施策が必要です。 

先ほど公園のお話もありましたが、大成地域は、あまり公園がありません。ボール遊び

ができるところが少なく子どもが遊びにくいです。 

 また、教育費の助成も重要です。子育て世代は給料が上がらない世代なので、税金は上

がっていくのに給料が上がらない世帯は、非常にお金に困っています。ですので、もう少

し教育費の負担が軽くなると、さいたま市は子どもを育てやすい、よいまちだと思われる

と思います。 

 また、東京には、小学生や中学生が行ける児童センターが各所にありましたが、さいた

ま市には、そのような施設が非常に少ないです。そごうの近くに新しく子育て支援センタ

ーができましたが、子育て支援センターというのは乳幼児対象なので小学生は遊びに行け

ません。公園が増えることももちろんですが、今は、暑くて公園にも行けない状況ですの

で、児童館のような室内でも遊べる施設がもう少し増えるとよいと思いました。 

 先ほど他の参加者も言っていましたが、子育て世代の口コミは本当に影響が強いと思う

ので、市民の満足度が上がることで口コミが広がり、さいたま市の魅力を広げていけたら

と思います。 

●参加者 

 さいたま市をアピールする方法として、１つ目は、メディアにまち歩きをしてもらうよ

う誘致することです。今メディアでは、まち歩きや散歩の番組が流行っていますので、全

国放送の番組でさいたま市をタレントに歩いてもらえるとよいと思います。テレビ局でも、

ユーチューバーでもよいので、そういった企画の誘致を心がけ、さいたま市をもっと知っ

ていただければ、若い人にさいたま市に住んでもらえると思います。 

 ２つ目は、色の活用です。例えば、さいたま市には10区でテーマ色があるので、その

色を活用するとよいと思います。もしくは、さいたま市で統一色を作るとよいと思います。

私は法律に詳しくないですが、ガードレールが白でなければならないという決まりがない

のであれば、ガードレールをさいたま市でシックな色に統一するなどです。色の活用が市

や区コンセプトにつながり人の呼び込みにつながると思います。 

●参加者 

 自転車交通についてです。信号機に自転車専用信号機を取り付けることはできないでし

ょうか。自転車専用信号機を取り付けることができれば、マナーが徹底され事故も減ると

思います。そして、自転車のまちとしてアピールできると思います。 

 最後に、さいたま市は人口が多いにもかかわらず誰もが知っているような有名人がおら

ず寂しいです。音楽、スポーツ、いろいろな分野で専門のコーチ、先生などを呼び、そこ

で指導された人たちに10年、20年後に有名人になってもらい、さいたま市大宮区をアピ

ールしてもらいたいと思います。 

 有名人と言えば、さいたま市長が有名人です。全国的に有名になってもらえれば埼玉県、

さいたま市のアピールになり、人口減少の抑制にもなると思いますので、頑張ってもらい

たいです。 

◆市長 
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さいたま市のよさは人だというお話がありました。私もそう思います。 

さいたま市の人口は131万人になりました。毎年、１万人以上人口が増えており、人

口の増加率も政令指定都市で３番目に多いです。昨年の転入超過数では、第１位が東京

23区、第２位が大阪市、第３位がさいたま市です。ちなみに０歳から14歳の転入超過が

全国で最も多かったのはさいたま市で、また、20代、30代が転入者の約６割を占めてお

り、若い世代の皆さんがさいたま市に住んでくださっているという大変ありがたい状況で

す。人口減少に備えて、今後も若い世代の方々に選んでいただけるまちにしたいと思いま

す。 

また、人の掘り起こしというお話がありました。別の方からもそのようなお話があった

と思います。市内には素晴らしい方が多く住んでいるので、その方々をどのようにしてい

ろいろな活動に参加していただくかが課題だと思います。私たちとしても取り組みたいと

思っていますし、すごい人がいたら表に出て参加していただけるように、是非皆さんから

も促していただければと思います。 

 安心・安全や、徒歩で活動できることが魅力だというお話がありました。 

 2030年以降、特に2040年から2045年にかけては、いわゆる団塊ジュニア世代が

65歳を迎えるため急速に高齢化が進む見通しです。ですから、それに向けて持続可能な

まちをつくっていくことが最大のポイントだと思っています。 

 その中で徒歩や公共交通で移動できるまちをつくることは重要な視点だと思います。今、

特に高齢者の自動車事故が増えたことで、高齢者の運転免許の問題がクローズアップされ

ています。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。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。それらをうまくつなぎ合わせる発想も必要だと思います。 

 徒歩で生活できること、また、そのために、公共交通を使っての移動をある程度確保す

ることは大切です。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、それら

にしっかり取り組みたいと思います。 

 多様なコミュニティの融合を図るというお話がありました。 

 自治会は古典的なコミュニティだとおっしゃいましたが、私は、自治会は古典的という

よりも核となるコミュニティだと思います。ただ、核となるコミュニティだけでは周囲と

連携しにくい部分もあると思います。新しい方々が参加しやすいコミュニティをつくった

り、多様なコミュニティをつなぎ合わせたりすることで参加者を増やしていくことが重要

だと思います。つながる方法は、公民館活動や文化活動、スポーツ活動など様々だと思い

ますので、市としても取り組みたいと思いますし、市民の皆さんにもそれぞれ取り組んで

いただいて、例えば今日来てくださった高校生や大学生などの若い方や、それ以外のいろ

いろな方々と連携できるようにしていきたいです。 

 交通の利便性を生かした、情報発信やイベントのお知らせをしてはどうかという御提案

がありました。 

 交通の利便性がよいまちでも、何もしないと単に通過される場所になってしまう可能性

もありますので、それを生かして、これから何をしていくかだと思います。さいたま市は

東日本の中枢都市として、東日本の情報やおいしいものやよいものが集まってくる都市に

しようということで、４年前から新幹線沿線自治体の首長や経済団体に集まっていただき、

「東日本連携・創生フォーラム」を開催しています。歴史的に見ても、交通の利便性の高

いまちには、ものや人や情報があふれ発展し続けていますので、さいたま市も多くの人に

来ていただけるようにしたいと思います。そのために、皆さんのお知恵をお借りし、具体

的な方策などを御提案いただければありがたいです。 
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ゆるキャラと子どもたちを生かしてアピールしてはどうかという御提案がありました。 

 さいたま市、大宮が好きだという子どもや若い世代が多くいますが、まだ生かしきれて

いないと思います。子どもたちの感性に向けていくことは重要な視点だと思います。 

 子育てのしやすさが魅力だというお話がありました。 

 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」を開催したりしています。また、「孫育て講座」の開催や

「さいたま市祖父母手帳」の作成などにより様々な世代が子育てに関わることで、お母さ

んに集中してしまう子育ての負担を軽減させようとしています。さらに、「子育て楽しい

さいたま市」というキャッチフレーズと、親と子のきずなを深めていく子育て支援をさい

たま市の方針にしています。これらをもっともっとアピールしながら、事業に取り組みた

いと思います。これは行政だけでなく、市民の皆さんをはじめいろいろなサークルや企業

の皆さんの御協力も不可欠です。是非よろしくお願いします。 

 文教都市としてのイメージをもっと発信してはどうかというお話がありました。これは

重要なセールスポイントの一つだと思います。 

 「さいたま市成長加速化戦略」の中で、教育文化都市としての発信、施策の充実を組み

込んでいます。教育文化都市としてのイメージを高めていくことは、若い世代の皆さんや

子育て世代の皆さんにさいたま市に来ていただけるきっかけになると思いますので、充実

させたいと思います。 

 子育て世代が満足できる施策ということで御提案があり、児童センターのお話も出まし

た。 

さいたま市は公共施設を増やさない方針ですが、児童センターのような子どもたちが集

まれる場所を設けることは重要だと思います。学童保育も含め取り組みたいと思います。 

 生産年齢人口を増やす視点でメディアを誘致するという御提案がありました。 

 最近、市ではテレビ番組などの撮影場所支援等の撮影協力を目的とした事業も行ってお

り、いろいろな番組の撮影でさいたま市を活用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、見沼区の民間の墓

地の外観、思い出の里会館が使われています。メディアの誘致や、メディアを使った発信

をしたいと思います。 

 自転車交通のことで信号機のお話がありました。 

 市としても自転車のまちづくりを進めており、自転車レーンの整備をしています。しか

し、交通ルールがなかなか守られていない状況です。自転車のまちづくりには、ルールを

守ること、自転車をとめる場所、安全に走れること、自転車を楽しむことの４つの視点が

ありますので、これを全国に発信していきたいです。「さいたまクリテリウム」は、ただ

イベントを開催することだけが目的ではありません。このイベントを自転車のまちづくり

のシンボルにしていこうと考えていますので、そのことについても積極的に取り組みたい

と思います。 

 さいたま市には有名人がいないというお話がありました。実はさいたま市とつながりの

ある有名人、芸能人は多くいます。元ＡＫＢの渡辺麻友さんは大宮出身ですし、小嶋陽菜

さんもさいたま市出身です。佐藤健さんも岩槻出身です。しかし、その方々がさいたま市

出身だ、という点をアピールできていないかもしれません。 

 「翔んで埼玉」の映画をきっかけに、これまでさいたま市との関わりをあまり発信して
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いなかった有名人の方々が、さいたま市で育った、生まれたなど、市とのつながりを発信

し始めているように思います。さいたま市がよいまちになることで、有名な方々もさいた

ま市とのつながりをアピールしてくれるようになると思いますので、そういったまちにな

るよう取り組んでいきたいと思います。 

 また、半分激励の意味で、市長ももっとしっかり有名になり、さいたま市について発信

するようにとのことでした。皆さんと一緒に私たちもいろいろ発信をしていきたいと思い

ます。 

 今、少しずつさいたま市の取組が注目され、さいたま市について発信していただく機会

も増えました。先日も、東京大学の大学院で、さいたま市の様々なことを説明させていた

だきました。子育て支援の先進的な取組に皆さん大変驚かれていました。今後もさいたま

市のよさを私自身も発信をしていきたいと思います。 

 さいたま市には語り尽せないほど多くのよいところがあると思っています。もちろん課

題が多くあることも認識していますので、皆さんと一緒に課題を解決しながら、さいたま

市のよさをもっと発信できるよう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。 

 本日は、高校生の皆さん、若い皆さん、人生の大先輩も含めて様々な分野、年代層の

方々に参加していただきありがとうございました。多くの年代の方々に出席していただき、

話ができることを大変嬉しく、ありがたく思っています。是非これからもいろいろな形で

さいたま市のよさや課題も含めて御提案いただいたり、協力いただいたりしたいと思いま

す。本当に多くの皆さんに支えられてさいたま市が進んでいるということを大変頼もしく、

嬉しく思いました。これからもどうぞよろしくお願いします。 

■補足説明 

「見沼代用水沿いの花の管理」について 

 桜回廊が連なる見沼代用水沿いには、季節ごとにヤブカンゾウや彼岸花などの花が咲く場所も

あり、地元の市民活動団体などが保護や育成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） 

「見沼田んぼの桜回廊の桜の管理」について 

見沼田んぼの桜回廊に以前から植えられている桜はソメイヨシノが多いですが、「目指せ日本

一！サクラサク見沼田んぼプロジェクト」において新たに植樹したものは、エドヒガン、ヤマザ

クラ、ミヤビザクラなどがあります。特にプロジェクトで新たに植樹をした桜については、育成

状況を定期的に確認するなど、適切な管理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） 

「大宮駅中央通線」及び「（仮称）アーバン・パレット」について 

 さいたま市では、駅前街区のまちづくり、交通基盤整備、駅機能の高度化を三位一体で推進す

る「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」を平成30年７月に策定し、現在、構想を具

体化する「（仮称）ＧＣＳプラン」について、今年度末のとりまとめに向けて検討作業を進めて

います。 

 御要望いただきました「大宮駅中央通線」及び「（仮称）アーバン・パレット」は、ＧＣＳ構

想の実現に大変重要な取組となることから、詳細について、「（仮称）ＧＣＳプラン」の中で引

き続き検討を進めてまいります。 

（都市局 都心整備部 東日本交流拠点整備課） 

「天候が安定している点をアピールすること」について 
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埼玉県は2008年から2017年の10年間の快晴日数が全国１位となっており、魅力と感じる方もい

るものと考えます。 

 ただし、この観測は熊谷観測所における記録統計であるため、さいたま市が公式に特徴として

扱うことは難しいものとなっています。しかし、熊谷との距離から見ると総じて大きな傾向の違

いはないとは思いますので、皆様の生活実感として口コミなどで発信していただければと思いま

す。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

「ボール遊びができる環境の整備」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。 

また、現在市内の都市公園においてはボール遊びを禁止していますが、一部の公園では、ボー

ル遊びができるエリアを設けています。大宮区周辺では、大和田公園（大宮区）や三橋総合公園

（西区）内にある「のびのび広場」内でボール遊びができるようにしています。またそのほかに

は、少し遠くなりますが、今羽中原公園（北区）でも、団体で利用しない時は誰もがボール遊び

をできるようにしています。 

引き続き誰もが安心して遊べる公園整備に努めてまいりますので、御理解をお願いします。 

（都市局 都市計画部 都市公園課） 

さいたま市では、誰もが身近にスポーツを行える多目的広場整備事業を進めており、市有未利

用地を活用してスポーツもできる多目的広場や、公園の一角を活用したのびのび広場などの整備

を進めています。大成地区には多目的広場はありませんが、市内に48か所の多目的広場を設置し

ており、今後も事業を推進し、気軽にスポーツのできる機会を増やしてまいります。 

（スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ振興課） 

「教育費負担の軽減」について 

教育費の助成については、経済的理由により就学困難な児童・生徒に対し義務教育を受けるた

めに必要な経費を援助し、義務教育を円滑に実施できるよう就学援助制度を実施しています。真

に就学援助を必要としている児童・生徒が確実に援助を受けることができるよう今後も制度の周

知及び適切な運用に努めてまいります。 

（教育委員会 学校教育部 学事課） 

学校で使用する教科用図書以外の教材については、各学校が教育内容の充実を図るのに有効適

切と認めるものを選定しています。また、教育委員会では、選定する場合に、保護者の経済的負

担についても考慮するように指導をしています。 

（教育委員会 学校教育部 指導１課） 

「メディアにまち歩きをしてもらい市をアピールすること」について 

メディアを活用したさいたま市のアピールについては、例えばテレビ東京の「アド街ック天国」

という地域情報紹介番組では、過去、「大宮」が２回、「浦和」が１回放送されています。今年

度中に「浦和」「大宮」ともに同番組の作成予定があり、番組で取り上げるさいたま市の魅力ス

ポットの紹介や、撮影先の仲介など、様々な形の協力を行ってまいります。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

「色を活用した市のアピール」について 

色の活用については、現在、10区のイメージカラーとして、それぞれの区の特徴を表した10区

の色があります。区内で、イベント、装飾、掲示物などに活用されています。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

 区役所では、刊行物やイベント等において、区の色を積極的に活用しています。 

（市民局 区政推進部） 

 ガードレールの色については、「さいたま市景観条例」に基づいた色彩とすることとしており、

景観に配慮し、視認性が確保されたものを選定しています。 

 市内には多くのガードレールがあるため、全ての統一には費用と時間がかかることから、現在

のところ対応の予定はありませんが、いただきました御提案については今後の参考とさせていた
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だきます。 

（建設局 土木部 道路環境課） 

※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。


