
各開催区での意見への対応状況

西区

対応状況 意見内容

市の魅力は、交通の利便性の高さ、公園の多さ

市の魅力は、都心に近い、自然が多い

市の魅力は、都心へのアクセスのよさ、居住コストの安さ

市の魅力は、教育環境が整っているところ

市の魅力は、交通の利便性の高さ、さいたまスーパーアリーナ周辺のにぎわい

市の魅力は、さいたまスーパーアリーナ、チャレンジスクール、交通の利便性の高さ

さいたま市は、「素晴らしい街」の要素を満たしている

市の魅力は、大都市に近い、生活しやすい

西区に街路灯を増やし、道路を明るくしてほしい

魅力発信には、市の地理や歴史を生かし、SNSを活用するとよい

市民から市の魅力発信をしてもらうため、市公認のＳＮＳアカウントをつくってはどうか

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い

市の魅力を高めるには、ICTを活用するとよい

引き続きグローバル・スタディに力を入れてほしい

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いほしい

交通事故防止のための取組は、市民も参加するかたちで行うとよい

市のサービスについて、率先してＩＣＴを活用してほしい

ハザードマップにＩＣＴを活用してはどうか

歳入を増やす取組に一層力を入れてほしい

市営墓地の利用者募集をインターネットで行ってはどうか

粗大ごみの受付をインターネットで行ってはどうか

保育所に入りにくい

歩道と自転車専用道路をわかりやすく分離してほしい

保育所を整備してほしい

公園の整備をしてほしい

テクノロジーを生かした新たな輸送や移動手段を検討してはどうか

学童保育の受け入れ数を増やす取組が必要

高齢者や子育て世代にとって住みやすい環境をつくってほしい

熱中症対策として、夏の部活動を制限する基準を設けてほしい

観光しやすいよう、案内板を設置するとよい

ポイ捨てする人を減らすために、ごみ箱を増やしてはどうか

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

市の自転車推進の取組は、ほかの政令指定都市にない先進的なものですばらしい

提案を反映した

調査・検討を行っている

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た

シティセールスの取組の

参考とする



北区

対応状況 意見内容

市の魅力は、自然災害が少ないこと

市の魅力は、他者を受け入れる寛容さがあること、自然災害に強いこと

市の魅力は、水害が少ないこと

盆栽町の魅力は、緑が多い、交通の利便性が高い、買い物に便利

三貫清水緑地が以前のように美しくなれば、その魅力をアピールしてほしい

市の魅力は、緑が多く、都会と田舎のよい部分が融合していること

市の魅力は、交通の利便性の高さ

まちの魅力は、世代間の交流が多いこと

市の魅力は、田舎過ぎず都会過ぎないところ

市の魅力は、交通の便がよい、都会に近い割に自然が豊か、氷川神社と鉄道博物館、

プロサッカーチームとさいたま国際マラソン

市の魅力は、お店や駅に行きやすいこと、ごみ捨てやごみ収集の環境が整っているこ

と

三貫清水を以前のように美しくしてほしい

独居老人の見守りをする仕組について取り組むべきである

ポスターを使って「さいたまトリエンナーレ」を周知し、開催を続けてほしい

これからさいたま市に住もうと考えている人に魅力をアピールするとよい

防犯カメラの設置が進むよう工夫してほしい

住宅展示場に、個人の雨水対策を促すリーフレットを置くとよい

盆栽町を氷川神社と関連付けて、観光面でアピールできるとよい

SNSを利用して市の魅力を伝えるとよい

自然にフィットした案内板を設置してほしい

健康寿命を重視する施策について取り組むべきである

５G（第５世代移動通信システム）の先行都市になることを期待する

スタートアップ企業の誘致が必要

特に若い人たちの考えがこれからのさいたま市を大きく発展させる

市の魅力を過度にアピールしないことも重要である

水道事業が民営化になると、さいたま市に住みたいと思う人が減ることが懸念される

待機児童ゼロに向けて取り組んでほしい

交通アクセスの整備について取り組むべきである

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た

市の魅力は、晴れの日が多いことであり、アピールするとよい

法律等に定めがある内容

や、本市が所管する内容で

ないため、反映させること

ができない

さいたま市にプロのバスケットボールチームをつくってほしい

提案を反映した

調査・検討を行っている

シティセールスの取組の

参考とする



大宮区

対応状況 意見内容

市の魅力は、大型商業施設が充実していること

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市の魅力は、図書館が充実していること

市の魅力は、特産品、教育活動が盛んなところ

子どもの住みやすいさいたま市をアピールしたい

市の魅力は、安心感

市の魅力は、災害に強いこと、交通の利便性の高さ、氷川参道

市の魅力は、温かいまち

市の魅力は、半分都会で半分自然があること、天候が安定、勢いがある

大宮の魅力は、「人」

市の魅力は、安全安心、徒歩で活動できること

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市の魅力は、子育てのしやすさ、子どもが参加できるイベントの多さ

子育て世代の口コミの影響は強いので、満足度が上がることで魅力を広めたい

桜回廊の桜を今後もしっかり管理してほしい

見沼代用水沿いにいろいろな花を植えて整備すればアピールできる

SNSを通じて市民に市の魅力を発信してもらうよう、工夫することが必要

教育施設の整備や改善をしてほしい

市の魅力として、図書の充実をアピールしてほしい

市民に市のよさを理解してもらい、市民の力を活用してアピールすることが必要

暮らしやすい街、住みやすい街を目指すべき

多様なコミュニティの融合を図る必要がある

電車を生かして市の魅力をアピールするとよい

ヌゥをより活用し、子どもを生かして市をアピールするとよい

文教都市としてのイメージをアピールするとよい

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るとよい

教育費の負担が軽くなるとよい

メディアにまち歩きをしてもらい市をアピールするとよい

色を活用して市をアピールするとよい

各分野で専門のコーチ等を呼んで有名人を育成し、市のアピールにつなげてほしい

ボール遊びができる公園を増やしてほしい

大宮に国宝級のものや施設をつくってほしい

「（仮称）アーバン・パレット」はできるだけ小さくしてほしい

公園、特にボール遊びができる公園を増やしてほしい

高速道路の出口にドライバーが交代するターミナルをつくるべき

児童センターを増やしてほしい

大宮駅東口の商店街の再開発による活性化が必要

半分都会で半分自然がある点、天候が安定している点を市の魅力として発信していく

ことが重要

法律等に定めがある内容

や、本市が所管する内容で

ないため、反映させること

ができない

自転車専用信号機を取り付けてほしい

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

土曜チャレンジスクールにも参加してみてほしい

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行っている

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た



見沼区

対応状況 意見内容

市の魅力は、田舎過ぎず都会過ぎないところ

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市の魅力は、子どもの遊び場が多いこと

見沼区膝子の魅力は、自然が豊かなこと、自然災害が少なく閑静であること

自分にできることをやることでまち全体がきれいになる

見沼区の魅力は、生活に密着した公共施設が多彩、クラブチームが盛ん、安全、活気が

ある、医療が充実、市民活動が盛ん、農業

市の魅力は、田園都市であること

市の魅力は、安心・安全、交通の利便性の高さ、自然が豊か

浦和は行政都市、大宮は商業都市として魅力がある

市の魅力は、いろいろなスポーツを経験・体験できること

市の魅力は、交通の利便性の高さ、地価の安さ、安心なまち

バナー広告を利用した魅力発信はよいアイデアだと思う

見沼区大谷は以前に比べ美化されてきており、魅力的な場所も多い

大宮駅の成り立ちの歴史を、市の魅力発信として伝えてほしい

観光の目玉となるよう、見沼田んぼの整備を進めてほしい

平坦なまち、交通の利便性が高いまちとしてアピールするとよい

見沼田んぼを自然ミュージアムにし、そこを守っていく取組をするとよい

市の魅力であるバスのよさを掲載したポスターをつくるとよい

見沼田んぼに、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けるよ

うな施設をつくってほしい

市の魅力をアピールする際は、高齢者も活用してはどうか

市の魅力発信にビッグイベントを活用してはどうか

農業都市としての魅力をもっとアピールするとよい

子育て世代向けに、おでかけマップをつくるとよい

電線の地中化をさらに推進してほしい

様々な住み心地のよさにつながる要素を充実させることが重要

市内にアクセスしやすい地域、または市と接点のない地方に向けて市の魅力をアピール

するとよい

待機児童が多いので改善すべき

高齢者が運転免許証を返納した際、タクシー券などを配布してほしい

障害者スポーツができる施設が身近にあるとよい

増加していく外国人と共生していくために課題がある

ふるさと納税の返礼品を見直してはどうか

七里総合公園の出入口に屋根付きの建物をつくってはどうか

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た

見沼区の交通網を充実させてほしい

法律等に定めがある内容

や、本市が所管する内容で

ないため、反映させること

ができない

バスの本数を増やしてほしい

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

地域間で対立のない、連帯感の強いさいたま市になってほしい

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行っている



中央区

対応状況 意見内容

市の魅力は、医療が充実、ごみ収集と削減の取組、市民に優しい

多くの魅力が絡み合い、どの世代にも暮らしやすいまちになっている

市の魅力は、多くの緑があること

市の魅力は、空が広いこと

中央区の魅力は、優しい人が多い

市の魅力は、災害が少ないところ

市の魅力は、生活がしやすいところ

市の魅力は、買い物に便利、活気がある

市の魅力は、駅での様々なイベント

市の魅力は、生涯学習の機会が整っているところ

市の魅力は、高齢者を大事にしていること

市の歌を市民にもっと歌ってもらう取組をするとよい

さいたまスーパーアリーナのイベントを活用して市の魅力を発信してはどうか

緑を維持してほしい

防災対策に十分に取り組んでほしい

行政が子ども食堂に一層関与し充実させてほしい

南与野駅と与野本町駅周辺について、建物の高さ制限をしてほしい

子どもの運動能力向上を目指してほしい

学校以外で子どもが運動できる環境をつくってほしい

市の魅力を伝える際に、中央区をもっとアピールしてほしい

人を孤立させない政策を行ってほしい

中央区内に点在する文化財等の説明書きをまとめると魅力のアピールにつながる

さいたま市にしかない施設を誘致することにより、訪問人口が増え、魅力の発信

につながる

市の魅力発信には、「つなが竜ヌゥ」の着ぐるみを利用するとよい

子育て世代への情報発信の手段の一つとして、これから市民になる方が目にする

ような場所に講座等の情報を周知するのはどうか

福祉を充実させてほしい

市民活動サポートセンターの指定管理者制度を復活させてほしい

市内の夏まつりのポスターを学校に掲示して宣伝するとよい

シニアランチというものがあるとよい

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

ふるさと納税での流出額・流入額が、その市の魅力の尺度になる

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行っている

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た



桜区

対応状況 意見内容

市の魅力は、住民のモラルの高さと治安のよさ

市の魅力は、多くの世代が住んでいるところ

さいたま市には市の魅力を探し出す楽しさがある

市の魅力は、利便性が高い一方で温かさがある

市の魅力は、交通の便がよく、仕事をするのに便利なこと

市の魅力は、「人」

市の魅力は、高校の数が多いこと

市の魅力は、図書館の充実と学校の多さ

さいたま市のよさを生かせるような提言をし、魅力発信している

市の魅力は、出前をしてくれる店の多さ

市の魅力は、健全な財政運営

さいたま市の政策や地域特性について魅力発信している

市の魅力は、子どもの医療費が無料であること

市の魅力は、都心へのアクセスのよさ、人が優しい、スポーツと健康のイベントが

多い、10区それぞれに魅力があること

市の魅力は、ラジオ体操のポイント制度、無料の耐震診断

市の魅力は、「パパ・ママ応援ショップ優待カード」

市の魅力は、立地と交通の相互関係、観光地へのアクセスのよさ、商業

大宮と浦和は移動に便利なので、もっと企業を増やす取組をするとよい

桜区の魅力として、公園や緑が多いことをアピールするとよい

駅から魅力を発信させるとよい

市の魅力発信について、アンバサダー制度のようなものをつくるとよい

桜区の発展のために、南与野駅を中心に交通の便を考えていくべき

児童数を平準化する学区編成を考えてほしい

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た

子どもが少ない地区が存在する要因として、調整区域の存在があるので、検討して

ほしい

まちの発展には交通の利便性が重要

多世代の共存を図る取組が、魅力ある地域になる要因である

大学生には地域の行事に積極的に参加してほしい

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行っている

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い



浦和区

対応状況 意見内容

北浦和の魅力は、緑が多い、病院が近くにある、坂が少ない

市の魅力は、地元愛が強い、ルールを守る社会、自治会活動が活発、治安がよい、自

然が多い

市の魅力は、遊びやすい、安心感がある、交通の利便性が高い、家賃が安い

市の魅力は、空間に余裕があること、余暇を過ごすのによい場所がたくさんあること

市の魅力は、子育てしやすいところ

市の魅力は、いろいろな意味でほどよく調和されていること

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市の魅力は、災害への強さ

市の魅力は、さいたまスーパーアリーナ、セーフコミュニティの取組、見沼通船堀

市の魅力は、360度どこにでも行きやすく、ワンストップですべて整うところ

市の魅力は、保育士への支援が充実しているところ

市の魅力は、発展したまちでありながらごみごみしていないところ

市の魅力は、安全、気楽、文化・スポーツの充実

南区の魅力は、まち全体がきれいで住みやすいこと。市の魅力は、公民館で行われる

講座が充実しており参加しやすいこと。

市の魅力は、文教都市、通勤通学に便利

市の魅力は、さりげない日常が得られるところ

浦和の魅力は、安心、安全なまち

市の魅力は、食品ロス削減のための取組が行われているところ

市の魅力は、落ち着きがあるまち、子どもに優しいまち

さいたま新都心から市の魅力発信をするとよい

市の魅力発信に一層力を入れてほしい

東京都の自治体の取組を参考に、シティセールスを行ってはどうか

市の魅力発信のためには、市民にその魅力を自覚してもらう必要がある

マイナス面にも目を向けて市政に取り組むべきである

防災ボランティアコーディネーターを養成する研修を復活させてほしい

引き続き保育士への支援を充実させてほしい

東京に比べて魅力のある点を発信するとよい

人口増加を考慮したまちづくりを行い、空間や緑を残したまちとして発展してほしい

荒川が氾濫した際の対応について懸念している

駒場緑地について、高齢者や子どもでも安心して過ごせる環境にしてほしい

高齢者への施策として、病院に行くときのバス代を無料にしてほしい

訪問人口増加に向けて、週末移住先としてさいたま市を選んでもらう取組をしてはど

うか

市民の力を活用して魅力発信に取り組んではどうか

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た

市の都市イメージキャッチフレーズを再考したほうがよい

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

「あいぱれっと」は非常に評判がよい

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行っている



南区

対応状況 意見内容

市の魅力は、通勤に便利、スポーツが盛ん

市の魅力は、別所沼と彩湖のランニングコース

市の魅力は、都会でもあり田舎でもあること

市の魅力は、子育てがしやすい

市に住んでよかったと思うことを地域の人に伝え、市の魅力をアピールしている

市を選んだ理由は、交通の利便性の高さ、安全・安心、サッカーのまち

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市の魅力は、生活に必要な施設が身近にあるところ

市の魅力は、災害が少ないこと、市民の心にゆとりがあること

市の魅力は、交通の利便性の高さ

市を選んだ理由は、交通の利便性の高さと住宅価格のバランスのよさ、公立小学校の評判のよ

さ

住みたいまちづくりのための地域活動の紹介

市の魅力は、交通の便利さ、安全、自然が美しいこと、「人」

市の魅力は、交通の利便性

市の魅力は、教育環境が充実しているところ

バスのステップを工夫するなどして乗りやすくしてほしい

今以上にパラスポーツに取り組むとよい

ラジオを使って市の魅力を発信するとよい

魅力を伝えるには、市がもっと学校行事に参加するとよい

映像作品のモデルになった場所をもっと宣伝したほうがよい

小規模多機能型居宅介護を増やしてほしい

特定のことに関する知識や技能を持つ方が、各分野において自身の知識や技能を生かしてもら

うような取組をしてはどうか

ガードレールがあった方が子どもの安全を守りやすい

魅力を広めるためには、映画やドラマ、ＣＭを活用するとよい

自治会等の会員向けに市の魅力的な場所を計画的に紹介するとよい

夏のまつりや花火等の参加者が増えるよう、魅力の伝え方を改善するとよい

荒川サイクリングロードに行くまでの道のりを、自転車で行くことを考えて行きやすくしてほ

しい

非正規雇用者を正規雇用者にすることと、介護職員を増やす取組をしてほしい

人がホッとする環境をつくるために、まちなかにせせらぎがある風情が必要（水環境）

人がホッとする環境をつくるために、まちなかにせせらぎがある風情が必要（まちづくり）

高齢者が活動しやすくなるよう、乗り物の不便さを改善し、気楽に立ち寄れるカフェができる

とよい

都内に通勤しなくても仕事ができる環境を整備するとよい

自転車レーンを整備してほしい

利用できる公共施設を増やすため、学校を開放してはどうか

さいたま市にプロのオーケストラを置いてほしい

桜環境センターをランニングステーションとして活用できるのではないか

乳がん検診の頻度を増やした方がよい

終電の時間を統一してほしい

武蔵浦和駅前のケーズデンキがあった場所を利用して何かするとよい

市報には市の様々な魅力が掲載されており、大変立派な冊子である

人口が増えすぎるといろいろな問題が発生することが懸念される

提案を反映した

調査・検討を行っている

シティセールスの取組の

参考とする

簡易な質問や礼状等のた

め、反映させる内容ではな

い

法律等に定めがある内容

や、本市が所管する内容で

ないため、反映させること

ができない

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た



緑区

対応状況 意見内容

市の魅力は、教育の質が高いところ

市の魅力は、防災無線での放送があること

市の魅力は、交通の利便性が高い、生活に便利、教育に力を入れている、医療機関

の充実

市の魅力は、高次能機能障害者など配慮を必要とする人への配慮が行き届いている

こと

市の魅力は、教育水準の高さ、働きやすさ、買い物に便利

市の魅力は、スポーツを通じた一体感があること

市の魅力は、埼玉スタジアム２〇〇２と浦和レッズ

市の魅力は、交通の利便性の高さ、田舎と都会が融合している

市の魅力は、自然が多いこと

市の魅力は、東南アジアや欧米諸国の雰囲気に近く、外国人が生活しやすいこと

市の魅力は、災害に強い、人と人とのつながりが強い

市の魅力は、緑が多く、田舎と都会が融合している

見沼田んぼのアピール方法として、徳川吉宗を使ってはどうか

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい（コミュニティセ

ンター）

美園小学校前に大型店舗があり、小学生の登下校の際は少し不安である

電線の地中化を進めてほしい

埼玉スタジアム２〇〇２での浦和レッズの試合について、地元の人を優先して入れ

る取組をするとよい

見沼田んぼのアピール方法として、清掃工場の跡地に道の駅をつくってはどうか

災害時の対応について、市民にもわかるようにハード面の整備をしてほしい

調査・検討を行っている 高齢者への取組をさらに充実させ、地域差を解消させていくとよい

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい（公民館）

若者が気軽に立ち寄れて学習できる空間、環境を拡充してほしい（図書館）

緑区と岩槻区で連携し、市民が何か体験できる「コト体験」を始めてはどうか

区の広聴活動や区民まつりについて、区を跨いで交流するとよい

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

調査・検討を行ったが、反

映させることができなかっ

た



岩槻区

対応状況 意見内容

市の魅力は、自然災害が少ない、買い物に便利、家賃が安い、交通の利便性が高い

岩槻区の魅力は、指定登録文化財や料亭が多く、情緒がある

岩槻区の魅力は歴史ある建物、市の魅力は交通の利便性の高さ

岩槻区の魅力は、人と人のつながりを大切にする地域

市の魅力は、交通の利便性が高い、各種施設が多い

市の魅力は、各区に児童センターがあり、子どもにとってよい環境であるところ

市の魅力は、交通の利便性が高い、自然が多い、歴史を感じる建物が多い、公共施設を使用し

やすい

市の魅力は、交通の利便性が高い。岩槻区の魅力は、自然が豊か、家賃が安い。

市の魅力は、安心して生活できること、身近に歴史と触れ合えること

市の魅力は、交通の利便性が高い、様々な施設がある、緑のある公園が駅から近くにある

市の魅力は、子どもたちにとって住みやすいところ

市の魅力は、交通安全対策や防犯対策がしっかりしていること

人形のまち、情緒あるまちとしての岩槻区を積極的にアピールするとよい

岩槻区の魅力をアピールするため、歴史ある建物を有効活用するとよい

地下鉄の延伸をすすめてほしい

大宮が北関東や東北の玄関口となっていることと、浦和の住まいとしてのブランド力をアピー

ルするとよい

虐待のないさいたま市であってほしい

花火大会やおまつりが多いことを市の魅力としてアピールするとよい

歩道の幅が狭い道路を整備してほしい

多彩にある市の魅力は、県内や市内に対して発信することが大切

調査・検討を行っている にぎわい交流館いわつきの愛称を募集して、オープンのときに発表するとよい

法律等に定めがある内容や、

本市が所管する内容でないた

め、反映させることができな

い

市内の病院数をもっと増やすべき

防災士の組織化は大変よい取組である

ごみ袋の指定がなく助かる

シティセールスの取組の

参考とする

提案を反映した

簡易な質問や礼状等のため、

反映させる内容ではない


