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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【桜区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年７月 27 日（土） 14：00～15：30 

会 場：桜区役所 ４階 大会議室Ａ・Ｂ 

参 加 者：15 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、ここ桜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、東京都で生まれ育ち、現在は県内の別の市に住んでいます。さいたま市には、仕

事で２年勤めています。 

さいたま市の魅力は、住民のモラルの高さと治安のよさだと思います。特に長く住んで

いる方ほど、モラルの高さを感じます。 

 また、同じ会社の社員にさいたま市民も多いので意見を聞くと、治安のよさをよく挙げ

ています。家族に小さな子どもがいると、治安のよさはより魅力的だと思います。 

 また、西日本出身で、横浜市にもさいたま市にも住んだことがある知人の話によると、

横浜市は住む前の印象は非常によかったが、実際に住んでみるとコミュニティが意外と欠

如しており、何かしようとしたときの共助が乏しかったとのことでした。一方で、さいた

ま市は非常に温かさがあり、モラルも高く、コミュニティが強いところが魅力だと語って

いました。 

●参加者 

 私は、30年間浦和に住んでいます。 

魅力は、多くの世代が住んでいるところです。 

 私は中学生の頃から浦和に住んでいますが、同級生でもいまだに浦和に住んでいる者は

多いです。そこで交流ができますし、親の世代もまだまだ住んでいます。 

 本日、大宮駅から桜区役所まで１時間半歩いてきたのですが、若い人が桜区近辺に結構

住んでおり、公園で若い世代が子どもを遊ばせているのを見ました。今後は高齢化が進む

というデータがありますが、まだいろいろな世代の交流がみられる地域だと思います。 

●参加者 

 私はさいたま市には住んでいませんが、さいたま市で３年仕事をしています。 

 本日参加するにあたって、市の魅力をいろいろな人に聞いたのですが、これというもの

がなく、見つけるのに苦労しました。 

そこで、私の勤務先の店舗では、さいたま市の魅力を見つけ出す楽しさも魅力として捉

え、2016年からさいたま市フェアを開催しています。さいたま市に住んでいながらも、

さいたまの魅力的なものを知らない人が多いと思います。例えばお酒では、指扇の小山本

家酒造はお酒の出荷量は全国で第４位です。このようにまだまだ広く知られていない魅力

が多くあるので、それを探し出す楽しさが魅力だと思います。 

 今年の10月にも、市内の店舗でさいたま市フェアを開催します。そのときのテーマの

ヒントを、今日のタウンミーティングの中で探したいと思います。 

●参加者 

 私は、桜区にある障害者が暮らす施設に勤務していますが、住まいは別の市です。 

さいたま市の魅力は、アーバン・アンド・カントリーだと思います。 

 まず、アーバンの面では、利便性が高いという実感があります。県内のいろいろな施設

の管理者から羨ましがられるほど、さいたま市は職員の確保等に優位性があると思います。

職場には若い職員がいますが、群馬や山形から出てきて、東京に上京したい思いはあるも

のの、東京まで行くのは怖くて勇気が持てないのでさいたま市に住むという者が多いです。

その結果、他の施設と比べても職員を確保しやすくなっていると思います。 

次に、カントリーの面では、ここ桜区は、まさにさいたま市の中で、カントリー担当の

区だと思います。地域のまつりでも自治会の皆さんが、障害を持っている方たちを本当に

温かく迎え入れてくださっています。カントリーならではの顔の見える人間関係ができて
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いるまちであることをありがたく思っています。 

●参加者 

 私は、川口市出身で、今は千葉県に住み、週３回ほど大宮駅周辺で勤務しています。 

この状況で感じていることは、交通が非常に便利だということです。電車はもちろん、

自動車で移動するのも便利です。つまり、仕事をするのに便利だということです。住んで

いる千葉と比較すると、大宮駅の方が駅が大きく路線数も多いです。浦和にも同じことが

言えますが、移動に便利なので、もっと企業を増やす取組をするとよいと思います。 

●参加者 

 私は桜区に45年住んでいます。まさしく住んでよかったと思う地域なので、45年も住

んでいるのだと思います。 

 45年を振り返ると、今後取り組まなければならないことがわかってくると思います。

というのは、今から45年前は、現在の桜区にあたる地域はとても不便でした。今のよう

な発展を遂げた理由の１つ目は、大宮バイパスです。大宮バイパスも以前は片側一車線通

行ほどの幅でしたが、今では広い道路になりました。２つ目は、埼京線が通ったことです。

３つ目に、浦和所沢バイパス（埼大通り）も立派な道になりました。このような交通の便

利さが、人が集まる最大の要因だったと思っています。 

 桜区の区長マニフェストには、区の将来像として「三世代がつくる元気印のまち」を掲

げてありますが、このような取組が、人が集まってくる魅力ある地域になる要因だと思い

ます。 

 特に、桜区はさいたま市の統計で、10区中１人当たりの公園面積が飛び抜けて広いと

のことです。このような緑の多いところに住めるという雰囲気を今後ますますアピールし

ていかなければならないと思います。それにより、若い人たちが多く集まってくると思い

ます。 

 私の自治会の区域内には、この５年間で100世帯ほどの建売住宅ができました。引っ

越してくる人たちは、埼大通りのバスの便利さに魅力を感じていると思います。これから

は南与野駅を中心に交通の便を考え、桜区を発展させていくべきだと思います。 

●参加者 

 私は、結婚を機に県内の別の市から桜区に来て、20年間住んでいます。 

 出産も子育ても教育もして、介護も医療も福祉に携わることも経験してきました。市の

魅力は、その中で出会った人です。産院の先生も素敵な方でした。息子が通った中学校の

先生は非常に熱心で、素敵な教育を受けられたと思っています。医療・介護に関しても、

桜区の方に相談すると、よいアドバイスを多くくださいます。地域包括支援センターも紹

介してくれて、私が知らないことをたくさん教えていただきました。本当に住みやすいま

ちだと感じますし、人が非常に魅力的だと思います。 

●参加者 

 私は市内の中学校に通っています。 

さいたま市の魅力は、高校の数が多いことです。 

受験生にとっては、高校が多いと将来の選択肢が広がり、非常によいと思いました。私

も今、受験生です。行きたい高校はまだ決まっていませんが、高校が多いと自分に合った

進路を決められて、未来が広がると思いました。 

●参加者 

 私は、県内の別の市に住んでいますが、高校、大学がさいたま市で、通学して6年目で

す。 
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 １つ目の魅力は、図書館です。さいたま市の図書館では、市内に住んでいない人でもさ

いたま市と広域協定を結んでいる市町に住んでいれば本を借りることができます。私は、

市内の学校に通う前から、さいたま市の図書館を利用していました。両親が今も頻繁に利

用しています。非常に充実しているし、予約もできることから、便利だと感じています。 

 ２つ目の魅力は、学校の多さです。学校の数が多いので家からの距離が近く、小・中学

生が通学するときの歩く負担が少ないと思います。 

 私の地元では、小学校まで30分以上歩いて通学している友人もいました。さいたま市

の場合は、学校の数が多いので遠くても徒歩15分ほどで通学できると思います。これは

通う際の負担も少ないですし、時間の余裕もできるので魅力だと思います。 

 自分で行う発信については、私は大学生で「学生政策提案フォーラムinさいたま」に毎

年参加しています。そのような場面でも、さいたま市のよさを生かせるような提言を心が

けています。 

●参加者 

 私は中学生ですが、両親が共働きなので、よく出前をとります。そこで、さいたま市の

魅力は、出前をしてくれる店の多さだと思います。 

私は、小学２年生まで長崎市に住んでいたのですが、長崎市にいたときは出前をしてく

れる店が全然なく、両親が困ることが多くありました。一方で、さいたま市は出前をして

くれる店が多く、親がいないときでも安心して栄養のある食事が取れるので、親も魅力的

だと言っていました。 

 最近は、ＵｂｅｒＥａｔｓ（ウーバーイーツ）がさいたま市でも利用できるようになっ

ているので、便利だと思います。 

●参加者 

 私は、市内の大学で自治体政策について学んでいますが、さいたま市の魅力は、健全な

財政運営だと思います。 

 政令指定都市になると予算の配分が一般の市町村に比べ多くなるため、政令指定都市に

なった自治体は財政運営が大胆になると言われていますが、さいたま市は将来を見越した

堅実な運営をしていると思います。具体的には、公共施設マネジメント計画で新しい建物

の建設を抑制したりしているので、予算の健全化につながっていると考えています。 

 魅力の発信については、大学のゼミの活動を通して行っています。全国の様々な場所で

政策提言を行う機会があるのですが、提言先の自治体の職員とお話しする際には、さいた

ま市の政策や地域特性について発信しています。 

◆市長 

 モラルの高さと治安のよさについてお話がありました。 

 さいたま市も以前よりは自治会の加入率が低下していますが、チャレンジスクールをは

じめとして、地域とのつながりの強さは残っている都市だと思います。それが結果的に治

安のよさにもつながっていると思います。 

 また、横浜市との比較のお話もありました。もちろん横浜市には横浜市の魅力がありま

すが、さいたま市は住みやすいこと、つまり生活都市としての強みがあります。しかし、

産業力も決して弱いわけではありませんので、産業力を生かしたまちづくりをしていくこ

とも必要だと思います。 

 様々な世代の方が住んでいることが魅力だというお話がありました。若い世代から高齢

者までバランスがとれているというお話でした。私はこの時期いろいろなおまつりに参加

していますが、どこへ行っても子どもがたくさんいます。これはすごいことです。子ども

がたくさんいて、もちろん高齢者もいて、若い世代もいます。これを維持することは簡単
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ではないと思いますが、様々な世代の方々が魅力あるまちをつくってくれていると思いま

す。 

 先ほど、転入者には20代、30代の方が多いというお話をしましたが、それだけではな

く、長く住んでいただいている方も多いです。そこがさいたま市の魅力だと思います。 

 さいたま市の魅力を見つけ出し、店舗でさいたま市フェアを開催しているというお話が

ありました。他の自治体では、魅力を絞りやすいところも多いと思いますが、さいたま市

の場合はいろいろな魅力があるので、逆に特徴がないように見えてしまいます。さいたま

市はどんなまちかと尋ねると、皆さん特徴を一言で言いにくい傾向もあると思います。 

魅力が多いだけに、いろいろな形でアピールすると、そのよさを知っていただけると思

います。 

 アーバン・アンド・カントリーというキーワードを出していただきました。 

私もこれには同感です。どこに出掛けるにしても利便性が高く、比較的生活しやすいと

思います。一方で、すぐ近くに自然や緑が残っていたり、ホッとする場所があったりする

ことがさいたま市の魅力だと思います。 

また、先ほどの発言では、カントリーを自然という意味とともに、人の温かさという意

味でも使われていたと思います。本当にそういうまちだと思います。 

 川口市出身、千葉在住、大宮勤務とのことで、内からも外からもさいたま市を見ている

立場でお話がありました。その中で、交通の利便性の高さを実感されているとのことでし

た。以前は、海がないことをコンプレックスに感じる部分もありましたが、最近は、海も

山もないが逆に平野で360度いろいろな地域とつながっていることを、まちとしての魅

力だと感じています。それは東京や神奈川や千葉とは違うよさだと思っていますので、も

っとアピールする必要があると思います。 

 また、もっと企業にアピールして、企業に来てもらうとよいというお話もありました。 

市では企業誘致も含めて積極的に取り組んでいます。しかし、昨年時点でのCBRE（シ

ービーアールイー）のレポートによると、現状、さいたま市のオフィスの空室率は0.3％

で、受け皿がありません。毎年、企業の本社の誘致を十数社行っているのですが、今は、

大きい規模の企業を受け入れられない状況です。企業の皆さんに来ていただける受け皿づ

くりを進めていきたいと思います。 

 45年間桜区に住んでいるということで、45年間を振り返ってのお話がありました。 

交通インフラを充実させることは、多くの人が集まってくる大きな要因になると思いま

す。特にさいたま市は、交通の利便性が高く、人やものや情報がいつも行き交っています。

このような都市は、いつの時代でも発展していると思います。大小の道路や鉄道など、交

通のさらなる充実を図っていくことも、さいたま市のよさを発信することにつながると思

いますので、人口が増えている間に取り組んでいきたいと思っています。 

 また、公園の面積のお話がありました。 

先ほど別の方から、桜区は、市の中ではカントリー担当だという話がありましたが、で

も、逆にそこが魅力だと思います。荒川の近くの自然環境は、駅周辺で暮らす人たちにと

って魅力だと思います。私が住んでいるのは見沼区ですが、見沼区も桜区に似ている面が

あります。近くに見沼田んぼや畑や川があり住みやすく、私も気に入っています。こうい

った魅力を多くの方に知っていただけるようにしたいです。 

 いろいろな経験を通じて、さいたま市の魅力は人だと言ってくださいました。

 さいたま市の人口131万人の中には、もちろん昔から住んでいる方もいますし、新し

くさいたま市を選んで移り住んでくれた方もいます。いろいろな能力を持った魅力的な
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方々が多く住んでいるのが、さいたま市の魅力だということには、私も同感です。 

その中で、住んでいる人の力をどう生かし、より魅力的なまちにしていくかが課題にな

ります。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。 

 高校が多いことが魅力だというお話がありました。中学生ならではの視点だと思います。

高校が多いということは、将来の選択肢が広がることだというお話は、心に響きました。 

さいたま市は、高校はもちろん多いですが、大学、専門学校、通信制の学校と多くの学

校があります。これらは、若い方々を多く呼び込むことにもつながっていますし、若い皆

さんの可能性を広げることにもつながっていると思います。これを、さいたま市の強みに

していきたいと思います。 

 まず、図書館についてお話がありました。 

さいたま市は、政令指定都市を含め、全国の市町村の中で図書館の数が最も多いです。

また、１人当たりの本の貸出数も政令指定都市で最も多いです。それほどに、多くの皆さ

んが本が好きで、本を読んでくれています。浦和区のコムナーレにも大きな図書館があり

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ているようで、本好きな方々が

多くいると改めて認識します。 

 次に、学校が多いので学校までの距離が近く、歩く負担が少ないというお話がありまし

た。一部、バスで通学している子どもたちもいるのですが、比較的近い場所に学校がある

と思います。 

 出前をしてくれるお店が多いというお話がありました。食べることは大切なことですか

ら、食べる選択肢が多いことは、さいたま市の魅力かと思います。 

 食に関して言うと、桜区はお菓子の工場が多いです。文明堂や舟和、東京ばな奈を製造

している企業の工場もあります。南区には、ロッテの工場もあります。これらももっとア

ピールするとよいと思います。 

 自治体の政策研究をされている学生さんならではの視線でお話がありました。 

さいたま市の財政力は、政令指定都市の中ではトップクラスだと思います。財政力指数

とは、数値が高いほど自主財源の割合が高い、つまり自分で稼ぐ力を持っているというこ

とですが、これについて、第１位が川崎市、第２位が名古屋市で、さいたま市は第３位で

す。また、さいたま市は市民１人当たりの借金が浜松市に次いで２番目に少ないです。さ

らに、財政の健全度を測る指標の一つである将来負担比率も２番目に少ないです。つまり、

稼ぐ力があり、借金も少ないということですので、財政状況が非常によく健全な財政運営

ができているということです。しかし、ここ数年は「運命の10年」ということもあり、

インフラ整備などの事業には積極的に投資しています。 

●参加者 

 私は市内の中学校に通っています。 

 さいたま市の魅力は、子どもの医療費が無料であることだと思います。母が私を病院に

連れて行く際に、「医療費が無料なので気兼ねなく病院に連れて行くことができる」と、

安堵した表情で言っていました。有料だと症状が軽い場合は病院に行くのをためらってし

まうことがあると思いますが、無料になっていることで、軽い症状でも病院に行くことが

できるので、子どもが健全に成長し、健康でいられるのだと思います。子育て世代の方々

も、病院に行きやすいということで、安心して子育てできると思うので、住みやすさにつ

ながっていると思います。 
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●参加者 

 私は東京都に住んでおり、市内の大学に通っています。 

魅力の１つ目は、都心へのアクセスがよいところです。そのおかげで人は多いですが、

東京よりも温かい人が多い印象があります。 

 ２つ目は、人が優しいことです。「翔んで埼玉」のような内容の映画に対しても寛容で、

さいたま市に住む人たちの優しいところが現れていたと思います。 

 3つ目は、スポーツと健康のイベントが多いところです。スポーツについては、来年の

東京2020大会に向けて１年前イベントが開催されています。健康については、「さいた

ま市健康マイレージ」という、歩くことを推奨する活動が魅力的だと思います。 

 ４つ目は、10区それぞれに特色があることが魅力だと思います。区ごとに自然、企業、

伝統文化などいろいろあります。 

また、魅力の伝え方については、駅は多くの人が使う場所なので、駅での発信がよいと

思います。 

●参加者 

 私は、桜区に住んで19年です。 

私は地域活動を通して市の魅力を発信しています。具体的には、地域の防犯パトロール

に10年携わっており、月２、３回パトロールしています。一緒にパトロールする方や地

域の方に、自分から積極的に挨拶するように心がけています。その時にさいたま市の魅力

をお話ししています。 

市の魅力の１つ目は、ラジオ体操のときにポイントがもらえることです。高齢者がラジ

オ体操などの健康づくり活動に参加するとポイントとして「長寿応援シール」をもらえま

す。そこに参加する方を見る度に、健康づくりに貢献している取組だなと思います。 

 ２つ目は、無料の耐震診断があることです。実家のある栃木県で、90歳の母が住んで

いた家の耐震診断を市に申し込んだところ、耐震診断員の派遣に15万円かかりました。

そのうち、５万円は本人負担で、10万円は市から返ってくるとのことですが、対応して

くれた一級建築士さんは、耐震診断すらやらない方が多いと言っていました。昭和56年

以前の建物は非常に古いのですが、住んでいる方が高齢というのも大きな理由だと思いま

す。先日、地域の案内が回ってきたときに、さいたま市は耐震診断員の派遣が無料だと書

いてありました。それを見て、本当にすごいと思いました。また、耐震診断で安全でない

とされた建物の補強工事等に要する費用について、さいたま市では120万円まで補助が

あるということで、ますますすごいと思いました。これは魅力だと思うので、近所の方に、

この話をさせていただいています。 

●参加者 

 桜区は、緑が多く非常に住みやすいですが、課題もあります。子どもが少ない地区があ

ることです。大久保地区には小学校が３つありますが、今年の大久保小学校の入学者数は

23名とのことです。住みやすいところでも、子どもがいなければ、将来的にこの地域は

どうなってしまうのだろうかという不安を感じます。昔からの学区編成のままではなく、

児童数を平準化する学区編成を考えなければ、解消できないと思います。 

 そしてこれは、家を建てることのできない地域があることも要因だと思います。市とし

ても、十分考えてほしいです。 

 また、本日は大学生が参加しているのでお話したいことがあります。中学校の先生、父

兄、地域の人たちが集まる懇談会で、大学生の方と桜区で連携したり、学生さんに地域の

中の行事に参加していただいて地域のパワーになってほしいという意見が多く出ています。

是非、大学生に、地域の行事に参加してほしいです。 

●参加者 
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 私は中学生ですが、市の魅力は、「パパ・ママ応援ショップ優待カード」だと思います。

高校生以下の子を持つ親は、「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を持っています。こ

のカードで提示すると、買い物の際に商品が安くなったり、クレーンゲームが1回無料に

なったりと特典を受けることができます。私の家は兄弟が多く、お金もかかるので、親も、

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を有効に利用できると言っていました。 

●参加者 

 魅力発信について、アンバサダー制度のようなものをつくり、魅力を意欲的に伝える人

が何人かいてもよいと思います。 

 タウンミーティングや外部評価委員会に参加すると、郷土愛というか、さいたま市に対

して意見をお持ちで熱く語っている方が多いと感じます。これほど郷土愛のある地域はな

いと改めて思うのですが、これをどこかに伝えるといいますか、口コミで広めていくのは

難しいです。ある意味、口コミは地道ですが、強力な手段でもありますので、アンバサダ

ー制度を考えてもよいと思いました。 

●参加者 

 私は他県の出身でさいたま市に住んで２年です。先ほどから皆さんがおっしゃっている

とおり、交通の利便性の高さが魅力ですが、加えて、立地と交通の相互関係の素晴らしさ

を生活の中で実感しています。 

 観光に関しても、さいたまには「ださいたま」というフレーズがあり、何もないと言わ

れますが、マクロ的な視点を持つと、新幹線、高速道路の充実によって、日帰りでいろい

ろな場所に行くことができます。金沢まで２時間半、青森までも新幹線なら２時間半です。

草津温泉まで車と電車で１時間50分程度ですし、熱海にも２時間と少しです。このよう

に観光地へのアクセスに関しても充実している点も魅力だと思います。 

 また、商業に関しても、さいたま市自体が埼玉県の経済基盤の中心なので充実している

のですが、東京という世界有数の市場と隣接している点も魅力です。 

さいたま市の人口増加は社会増加が大きな部分を占めていますが、他の地域の人から選

ばれる理由は、多様な生活が実現可能なことが魅力だからだと思います。 

◆市長 

 子どもの医療費が無料だというお話がありました。さいたま市では、15歳以下のお子

さんの医療費が無料です。首都圏の政令指定都市で15歳まで医療費が無料の自治体は最

近までほとんどありませんでした。さいたま市では、早くから中学生までの医療費を無料

にしましたので、子育てがしやすいということでさいたま市に移り住む方は多いと思いま

す。 

 都心へのアクセス、温かい人々、スポーツ・健康のお話がありました。 

特にスポーツについては、「さいたま市健康マイレージ」と東京2020大会の話があり

ました。東京2020大会は、バスケットボールとサッカーの２種目がさいたま市内で行わ

れることになっており、バスケットボールはさいたまスーパーアリーナで全ての試合が行

われます。これは、先人の皆さんが、さいたまスーパーアリーナ、埼玉スタジアム２〇〇

２という素晴らしい施設を造ってくれたおかげだと思います。私たちもこれを活用したい

と思っています。 

スポーツの分野では、「さいたまクリテリウム」、「さいたま国際マラソン」を含めて

いろいろな大会を誘致しています。また、スポーツに関するシティセールスや関連マーケ

ティング活動を専門的に展開するスポーツコミッションという組織を自治体として全国で

初めてつくりました。スポーツでの地域活性化をさいたま市の成長戦略の一つにも位置づ

けて取り組んでいます。 
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 また、10区それぞれの特色のお話もありました。桜区には桜区のよさがあり、他の区

には他の区のよさがあるので、それら特徴のある区が一つの市になっていることがさいた

ま市の魅力だと思います。 

 魅力発信については、駅での発信の御提案がありました。駅が多く乗り入れる鉄道も多

いこともさいたま市の特徴の一つだと思いますので、活用していきたいと思います。 

 防犯パトロールを10年続けていただきありがとうございます。さいたま市の治安のよ

さは、地域の皆さんの活動のおかげだと思っています。 

 また、ラジオ体操の話がありました。「さいたま市シルバーポイント事業」では、ポイ

ントが貯まると奨励金と交換できます。シールを貼ることがモチベーションにつながって

いるようで、年々広がりをみせています。私も何度かラジオ体操を行っている現場へ行き

ましたが、皆さん、非常に楽しそうでした。 

 耐震診断について、お褒めの言葉をいただきました。これからも魅力的な制度をつくっ

ていきたいと思います。 

 小学校の入学者が減っており不安を持っているというお話がありました。学区編成につ

いて、地域や小学校のエリアごとに若干バランスが悪くなっているのも確かだと思います。 

 例えば、非常に児童数が増えている美園小学校は、一昨年は270名を超える児童が入

学し、埼玉県内で入学者が最多でした。しかし、その隣にある野田小学校は、全校児童は

160名ほどです。市街化調整区域で家が建たないエリアや、昔の新興住宅街に住んでい

る方が高齢化して子どもが少なくなったエリアがあることもバランスが悪くなっている原

因だと思います。 

過大規模校の問題解消のために、今年度、小学校を１校と中学校を１校新設しました。

防犯パトロールや子どもの見守り活動やコミュニティの要素もあるので、地域の皆さんと

の合意形成が重要だと思いますが、学区編成についての検討も必要だと思います。教育委

員会の権限になりますので、市長部局としてあまり申し上げることができない部分もあり

ますが、重要だと思います。 

 また、大学生への要望がありました。私からも是非お願いしたいと思います。 

 「パパ・ママ応援ショップ優待カード」のお話がありました。 

厳密に言うと、これは埼玉県の施策ですが、市内には子育て世代は多いので、協力店舗

も多く、子育てしやすい環境になっていると思います。 

 アンバサダー制度のお話がありました。これに近いものとしては、「さいたま観光大使」

があります。また、モデルの菜々緒さんほか数名を「さいたま市観光宣伝部長」に委任し

ています。元ＡＫＢの小嶋陽菜さんにも「さいたま市観光宣伝部長」になっていただいた

ことがあります。元ＡＫＢの渡辺麻友さんや俳優の佐藤健さんもさいたま市出身です。さ

いたま市出身の有名人や芸能人は多く、有名な方にさいたま市をアピールしてもらうこと

も重要だと思います。また、有名人に頼るのではなく、例えばＳＮＳを通じて、市民の皆

さんからよいところを募集して、みんなでよいところを発信し合うのもよいと思います。

私たちも工夫していきたいと思います。 

 立地と交通、観光についてお話がありました。交通の利便性が高いことは、観光する上

でも大きなチャンスだと思っています。一方で、市内には、大きな集客力のある歴史的な

資産や地域資源が十分でないとも思います。しかし、観光資源が全くないわけではありま

せん。 

例えば、鉄道博物館があります。鉄道博物館は年間100万人ほど集客しています。日

本中の鉄道ファンを集めてもらおうと、「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」をＪＲ
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東日本と共同で開催しています。 

また、大宮盆栽があります。盆栽は、日本では男性高齢者の趣味という印象ですが、世

界では若い方も多くやられていて、むしろ外国での人気の方が高いように感じます。「世

界盆栽大会ｉｎさいたま」を２年前に開催しましたが、それ以来多くの外国人が訪れてい

ます。「さいたま国際盆栽アカデミー」も開講し、日本人向け、在住外国人向けのコース

を行っていましたが、海外に住んでいる外国人向けのコースも始めました。盆栽はさいた

ま市が誇れるコンテンツで、盆栽の聖地と言えばさいたま市、大宮だろうと思いますので、

アピールしていきたいと思います。 

 また、岩槻は全国有数の節句人形の産地です。来年の２月22日に「岩槻人形博物館」

ができますので、それを活用しながら、観光にも力を入れていきたいと思います。 

 ちなみに、見沼田んぼの桜回廊も先日テレビで取り上げていただきました。見沼田んぼ

の桜回廊の長さは20㎞を超え、日本一です。これもまだアピールが十分ではないので、

今後、皆さんに発信していきたいと思います。 

 いずれにしても、さいたま市は非常に交通の利便性が高く、多くの人が行き交っていま

す。その人たちにさいたま市で降りていただいて、御紹介したような観光地に行っていた

だくことが課題だと思っています。各観光地のサポートも行っていますが、あわせて、さ

いたま市を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。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、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。 

 また、東京2020大会では、バスケットボールとサッカーの大会が開催されるので、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。 

特に外国人観光客は、富士山、大阪、京都、奈良、九州など西日本側に行きやすいので、

もっと東日本に誘致していこうと、東北や信越と協力し、東日本のゴールデンルートづく

りを行っています。４つのモデルルートに加え48のルートをつくり、旅行会社などにア

ピールしています。 

先ほどのお話にもありましたが、新幹線を利用すると、例えば軽井沢まで約40分で行

けますし、その他の遠くの地域にもわずかな時間で行くことができます。東日本の地域と

手を携えて、一旦さいたま市を訪れた後に、東日本の各地域につなげていこうとしていま

す。１か所だけでは魅力がなくとも、複数か所が連携することで魅力的なルートになって

いくと考え取り組んでいるところです。これからも魅力づくりを積極的に行っていきたい

と思います。 

 今回もたくさんの皆さんから具体的でわかりやすい御提案や御意見をいただき、本当に

ありがとうございました。 

 中学生、大学生、企業の皆さん、自治会の皆さん、日々防犯パトロールなどの地域活動

をされている方など、様々な世代、分野の方が魅力をお話しいただくことで、皆さんにと

ってもさいたま市のよさをさらに見つけやすくなると思います。今後、誰をターゲットに

どのような魅力を伝えていくのかが重要だと思います。これからも皆さんのお知恵を借り

ながら、もっとさいたま市の魅力が伝わるように発信し続けていきたいと思います。 

タウンミーティングに参加していただいたこと、重ねて御礼を申し上げて、私から締め

の言葉にさせていただきます。 
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■補足説明 

「南与野駅を中心とした交通の利便性の向上」について 

 南与野駅への交通の便を図るためのバスの導入促進については、バス事業者にお伝えしてまい

ります。 

（都市局 都市計画部 交通政策課） 

「学区編成の再考」について 

全市的には過大規模校や小規模校があり、大きな偏りが顕在化していることから、現在の通学

区域に課題があることは認識しています。一方で、それぞれの学校には、地域の皆様とともに歩

んできた歴史と伝統もあり、通学区域の見直しは、地域の教育力の低下を招く危険があり、地域

の皆様と十分な意見交換等を行い、御理解と御協力を得ながら進めていく必要があります。大久

保小学校については、課題等の把握に努め、対応について検討していきたいと考えています。 

（教育委員会 学校教育部 学事課） 

「市街化調整区域から市街化区域への編入」について 

今後予想される人口減少社会を見据えて、さいたま市はコンパクトにまとまった都市構造を目

標としており、人口増加を目的とした市街化区域の編入は考えていません。 

（都市局 都市計画部 都市計画課） 

※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。


