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令和元年度 さいたま市タウンミーティング【浦和区】 

〈開催概要〉 

日 時：令和元年８月 27 日（火） 19：00～20：30 

会 場：浦和コミュニティセンター 10 階 第 14 集会室 

参 加 者：21 名（傍聴者０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、ここ浦和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40代後半で、さいたま市に住んで丸５年です。引っ越してきた理由は、以前住ん

でいた土地に比べ、さいたま市は地盤が強そうだということがわかったからです。 

 北浦和の魅力をお話します。 

１つ目は、緑が多いです。北浦和公園は、散歩にもよいですし、ペットを連れて行くの

もよいです。 

 ２つ目は、大きい病院や小さいクリニックを含め、病院が近くに多いです。便利だと感

じます。 

 ３つ目、坂がほとんどないです。例えば小さいお子さんがいてベビーカーを利用する場

合は坂があると大変なので、坂がないことはアピールポイントになると思います。 

●参加者 

 私は東京に20年、名古屋市に20年、さいたま市に20年住んでいます。 

 市の魅力の１つ目は、地元愛です。「住みたい街ランキング」で大宮や浦和に投票した

人は地元の人がほとんどだと聞いているので、そういう意味では地元愛が強いと思います。 

 ２つ目は、比較的みんなルールを守っていることです。ルールを守る人が多いので、ま

ちの中にいても住みにくいと感じないのだと思います。 

 ３つ目は、そのルールの中でも特に、交通ルールを守る人が多いことです。東京よりも

駐車違反が多いかと思っていましたが、かなり交通整理されています。逆に少しの駐車で

も許されないくらいの雰囲気があるので、交通ルールへの意識が高いと感じます。 

 ４つ目は、自治会活動が活発です。自治会の看板にいろいろな御案内が貼られているの

を見ますので、地域活動は積極的に行われているのだと思います。これは、１つ目の地元

愛にもつながっていると思います。 

 ５つ目は、治安がよいです。うっかり鍵をあけたまま外出してしまっても近所の目が届

いていると感じます。治安がよいのが住みやすさにつながっていると思います。 

 ６つ目は、自然が多いです。見沼ではさいたマーチも開催されています。文化的で子育

てや教育にもよいと思います。さらに緑が多いので住みやすいまちだと思います。 

●参加者 

私は東京都在住で、市内の大学に通っています。 

 学生の目線での市の魅力は、まず、遊びやすいところです。例えば市内にはさいたま新

都心がありますし、少し行けば都内に出ることができます。交通の便がよいので、遊ぶ場

所の選択肢が多いと思います。 

 ほかにも魅力はいくつかあります。例えば、私の大学は地方から来ている学生も多いで

すが、東京は怖いが、さいたま市はあまり怖くないと言う話を聞きます。また、交通の便

がよいので、東京にも行きやすいですし、地元が関東圏の人たちは実家にも帰りやすいそ

うです。さらに、都内に比べて家賃も安いので、学生や若い人にとって住みやすいと思い

ます。 

●参加者 

 私は神戸出身です。13回住居の移動を伴う転勤をし、単身赴任も２回しました。ここ

30年は浦和に住んでいます。浦和が住みやすいということで、息子夫婦も東京から浦和

に引っ越してくるそうです。 

 さいたま市は地元の神戸と比べると海、山、外人墓地、港の見える丘のような魅力ある

場所がありませんが、住みやすいまちだと思います。それは、空間に余裕があったり、余
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暇を過ごすのによい場所がたくさんあったりするからです。さいたま市には見沼田んぼ、

見沼通船堀、荒川の河川敷があります。昼間の浦和駅は、人通りが少なく、のんびりして

いると感じます。少し歩けばのんびりした見沼田んぼ、荒川の河川敷、秋ヶ瀬公園があり

ます。このようなまちは、全国でも少なくなっています。私たちの生活にとって余裕や余

暇のある生活は必要です。見沼通船堀を作った発想や知恵は十分に世界に誇れると思いま

す。また、見沼代用水の東縁、西縁の桜の美しさは日本一だと思います。 

その一方で、課題もあると思います。 

関西の人は東京に来たときに、荒川を越えることなく、新幹線でとんぼ返りするので埼

玉には来ません。私は浦和に住んでいますが、浦和の話をしてもわかってもらえないとき

もあります。そこで魅力の発信を頑張ってほしいです。私も浦和に来る前は、浦和と言え

ば“ださいたま”を思い浮かべました。しかし、今では“ださい”と感じることはなくな

りました。浦和のことを知らないからそう感じるのだと思います。魅力の発信を頑張って

浦和のことを知ってもらえれば、浦和に来たことがない人にも浦和のよさを知ってもらえ

ると思います。 

●参加者 

私は、昨年子どもが生まれた子育て世帯で、30代です。 

 さいたま市は子育てに最適です。理由はいくつかありますが、１つ目は都内へのアクセ

スがよいことです。池袋から与野に引っ越した友人は、都内へのアクセスが非常によいと

言っていました。横浜や武蔵小杉から都内へのアクセスとほとんど変わらないと思います。 

２つ目は、家賃が安いです。浦和と大宮の家賃は上がっていますが、中央区は比較的安

めです。 

３つ目に自然公園が多いです。さらに人がそこまで多くないことも魅力です。鎌倉や東

京の国立に行くと人が非常に多いので、さいたま市のように人がそこまで多くない環境で

子どもを遊ばせられるのは魅力です。 

魅力発信については、例えば都内自治体のアイディアを参考にしてはいかがでしょうか。

既に視察などをしていると思いますが、東京23区でも各区で切磋琢磨しています。例え

ば墨田区では「すみだストリートジャズフェスティバル」という音楽フェスティバルを開

催し、そこで墨田区産の商品を販売しています。北区では「北区時間」という雑誌をつく

り、無料で病院や公共施設に配布し北区のよさを宣伝しています。都内各区でアイディア

を出して魅力を発信しているので、さいたま市でもこれらを情報収集して、シティセール

スに生かすとよいと思います。 

●参加者 

私はさいたま市に住んで20年ですが、さいたま市の快適さ、楽しさ、便利さに満足し

ています。 

 市の魅力を一言で言うと、ほどよい調和のまちです。具体的には３つあります。 

１つ目は、都市と自然が調和しています。駅周辺に商業施設や公共施設が集積している

一方で、郊外には田園風景や河川、広々とした公園が広がっています。 

 ２つ目は、交通の便が極めてよいことから、暮らしと仕事のバランスがとりやすいこと

です。さいたま市からであれば、県内はもとより、東京、千葉、神奈川に勤務しても暮ら

しと仕事のバランスが保てると思います。 

 ３つ目は、若者もシニアもともに楽しめるまちだと思っています。おまつり、イベント、

スポーツ、教育などの企画が豊富で、若者、シニアが交わる機会も多く用意されています。 

 魅力を誰に発信するかについては、まず市民に魅力を自覚してもらい、市民がみずから

誇りを持って他の人々に紹介できるようになる取組が必要だと思います。それがシティセ

ールスの第一歩になると思います。 
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●参加者 

 私は、70歳で、さいたま市に40年住んでいます。 

市の魅力は交通の利便性の高さだと思います。 

しかし、魅力以外にも目を向けるべきところはあるのではないでしょうか。 

私は以前都内に通っていましたが、都内は非常に混んでいました。今、さいたま市には

建設中のマンションが多く、若い人が引っ越してくると思います。しかし、そこから都内

に通う方がどれくらいいるのだろうかと考えると、あのように混んでいる都内に通う若い

人たちが気の毒になります。それに、市内に若い人が増えたとしても、例えば介護保険料

の負担は変わらないですし、全てプラスになるとは言えないと思います。 

また、私は高齢になり都内に行く機会がなくなったので、交通の利便性が高いこともあ

まり関係なくなっています。利便性が高くてもバスに乗るのも億劫です。 

幸せなことばかりに目を向けるのではなくて、マイナスの面にも少し目を向けてほしい

です。 

●参加者 

 市の魅力は災害への強さです。私は以前、防災ボランティアコーディネーターの養成研

修に参加して勉強しましたが、今はその講座がなくなりました。災害が起きたときは民生

委員の方の役割は大きいと思います。その時に防災ボランティアコーディネーターの講座

での知識が役に立つので、復活させてほしいです。 

●参加者 

私は昭和51年から浦和に住んでいます。 

 市の一番の魅力はさいたまスーパーアリーナだと思います。コンサートやイベントで多

くの人が集まるので、さいたま新都心から情報を発信するとよいと思います。話が飛躍し

ますが、例えば、さいたま新都心駅前に市役所を移転するか、池袋駅にある西武鉄道のダ

イヤゲート池袋のように線路上に大規模ビルを建てるなどして、そこから情報発信をする

とよいと思います。 

また「のびのびシティさいたま市」というキャッチフレーズは具体性がないと思います。

豊島区では、国際アート・カルチャー都市を掲げています。浦和は文教都市と言われてい

ますが、そろそろ新しい取組をした方がよいと思います。 

 ２つ目に、私は安心安全なまちづくり、セーフコミュニティの取組の中で自転車の安全

対策委員会の委員を務めています。先般、ＷＨＯからセーフコミュニティの認定の内定を

受け取り、11月に認定されます。この認定は政令指定都市の中で初めてですので、非常

によい都市だと思います。 

 ３つ目に、見沼通船堀です。８月21日に見沼通船堀閘門開閉実演があったので取材に

行き、ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）にアップしましたので、御覧ください。 

●参加者 

 私はさいたま市の魅力を、“オンとオフ、365日、360度、ベストミックスシティへ

進化するＮＥＷＳな都市”とまとめてみました。 

 私はさいたま市に30年住んでおり、都内に通勤しています。上野東京ラインが開通し

乗換えなしで東京駅まで行けるようになりました。私の勤務地までは１時間弱です。オフ

の日に新幹線に乗って都心と逆方向に行きたくなったら、軽井沢には大宮から約40分、

那須にも48分、越後湯沢は１時間です。ちょうど360度移動しやすいので大変便利なま

ちだと思います。 

そこで、私は定住人口を増やすよりも、首都圏の方々や、東北、北陸、上信越など東日

本の方々の週末移住先としてさいたま市を選んでもらうとよいと思います。さいたま市の

多彩なよさを週末の１日、２日だけ“ちょい居住”で体験してもらうのです。それには私
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たち市民も協力し、民間の力も借りるとよいと思います。例えば、空き家をどのように活

用できるかや、空き家を貸していただける持ち主の有無も調べてはいかがでしょうか。 

 また、さいたま市はベストミックスシティです。ワンストップで全て整います。私はイ

ベントを開催しているのですが、今までは都心に行くイベントだったのが、今ではさいた

ま市に来てもらうイベントが多くなりました。特に、さいたま新都心で多くイベントを開

催しています。さいたまスーパーアリーナへの通勤も自転車で行けるので楽になりました。

日常的に楽しく、住みやすいですし、よいところに住んでいるねと言われる声が多くなり

ました。それが私の愛着にもつながり、誇りにもなっています。 

魅力発信については、シビックプライドからシビックイノベーションへの変化が必要だ

と思います。要は市民による革新です。さいたま市の“たま”をとってTAMAパブ広報

100人委員会をつくってはいかがでしょうか。例えば、定年を迎える市民にはいろいろ

な経験と知識がありますので、それをうまく活用して市民が魅力発信していく仕組みをつ

くるとよいと思います。 

●参加者 

 私はずっとさいたま市に住んでおり、都内の大学に通学しています。 

 私の姉は保育士で、市内の保育所で働いています。姉は最近、千葉の方と結婚し、出産

したのですが、どちらも交通の便がよく、緑もあるということで、さいたま市に住むか千

葉に住むかを悩んでいました。最終的には、さいたま市の「未就学児を持つ保育士に対す

る保育料の一部貸付事業」の制度を受けて、さいたま市に住むことに決めました。これは

さいたま市内の保育所等に新たに勤務する未就学児を持つ保育士や産後休暇、育児休暇か

ら復職する保育士を対象に、保育料の一部を無利子で貸す制度で、２年以上働くと貸付金

の返還が免除されます。 

 交通の便のよさは私もさいたま市に住んでいて感じますが、これは、どこにでも当ては

まると思います。しかし、保育士への支援はさいたま市特有だと思います。保育士の労働

環境が厳しいと言われる中で保育士への支援があるさいたま市は、目のつけどころがよい

と思うので、このまま続けてほしいです。 

また、大学の友人に、さいたま市をばかにされて魅力が伝わりません。交通の利便性の

よさを挙げても東京ではだめなのかと言われると言い返せません。ですので、東京よりも

よいところがあれば、そこをもっと発信してほしいです。 

●参加者 

私は南区で育ちましたが、結婚してさいたま市を離れ、最近、浦和区に戻ってきました。 

 さいたま市に戻ってきて感じたことは、発展したまちだということです。浦和駅も大き

いです。それは人口が多くなったおかげだと思います。発展していても、東京と違ってご

みごみしていないのがよいところです。 

さいたま市の人口はどんどん増えていますが、これ以上増えると逆に不便なことも生じ

てくると思います。 

 南浦和では、昔から住んでいた人たちが亡くなり、今まであった家の土地が何分割もさ

れ小さい家が建てられたり集合住宅が建てられたりしています。魅力あるまちなのでそれ

ほど宣伝しなくても人口は増えていくと思います。人口が増えたときに、さいたま市をど

のようなまちにしたいかを今のうちから考えておいた方がよいと思います。 

某テレビ番組では、日本は先進国の中で住宅の政策が特に遅れていると言っていました。

どのようなまちにしたいかを事前に考え、空間や緑を残したまちとして発展していってほ

しいです。 

●参加者 

 私は、神戸出身で、大阪、栃木、東京と勤務しました。東京勤務になったときの社宅が
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さいたま市だったのがきっかけで市内に住みました。今は社宅を出ましたが市内で暮らし

ています。 

魅力の１つ目は、安全です。私のマンションには阪神地区出身の方が多く、不思議に思

ったのですが、さいたま市は大宮台地に位置しているので自然災害に強そうだという安心

感があるからだと思いました。また、マンションは浦和警察署が近いのでパトカーが頻繁

に巡回しているという面でも安心感があります。 

 ２つ目は、気楽です。都内や横浜ですと格好つけないといけないという気になりますが、

さいたま市内はそんなことはありません。スポーツジムや居酒屋で出会う人も気さくな人

が多いです。アルバイトの学生さんも楽しい人が多いです。人づき合いも楽で、浦和駅に

戻ってくるとホッとします。 

 ３つ目は、文化・スポーツです。北浦和と浦和に美術館があります。また、先日初めて

大宮盆栽美術館に行ったのですが、すごいと思いました。 

 スポーツに関しては、私が聞いたところでは、土日に小学校の校庭でサッカーの試合や

練習をしているのを保護者など関係者以外の方が見に行くのは神戸と浦和だけらしいです。

そういう意味では、皆さんスポーツの楽しみ方をよく知っておられると思いますし、それ

が魅力だと思います。 

●参加者 

 私は南区に住んでいます。南区以外のことはわからないのですが、私の周りのことを言

えば、まち全体がきれいですごく住みやすいです。 

 また、毎月発行される公民館だよりに色々な講座が載っています。居住区以外の区の講

座にも参加できます。最初は自分の趣味がわからず色々な講座に参加しました。参加費が

高いと、合わないと思っても辞めにくいですが、公民館の講座は参加費が安く無料のもの

もあるので、合わない場合は辞めやすいのが魅力です。 

◆市長 

 地盤が強そうだったからさいたま市を選んだというお話がありました。 

 さいたま市のほとんどは大宮台地に位置しているので比較的地震にも強いと言われてい

ます。それ故に、官公庁の関東地方出先機関などが進出しています。また、地震だけでな

く台風などの自然災害も少ないです。 

 そして、緑が多いというお話もありました。私も、これは市の魅力の一つだと思います。 

 さらに、病院が近くに多いというお話がありました。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。病院については、さいたま市も埼玉県も

１人当たりの医者の数は全国でも非常に少ないですが、病院や診療所までの距離の近さは

第１位でした。病院までの距離が近くても、医師の数が十分とは言えませんが、私たちと

しては、近いだけではなく、いざというときに安心感を持ってもらえるような医療面での

整備をしています。 

また、坂が少ないというお話がありました。災害面では高低差が比較的少ないので、他

の政令指定都市と比べて土砂災害警戒区域等が圧倒的に少ないです。平時においても、海

や山があった方がよいと思う方もいると思いますが、平らなので移動のしやすさや生活の

しやすさにつながっていると思います。 

 地元愛が強いというお話がありました。私も「翔んで埼玉」を見て、地元愛が強い方が

多いと改めて思いました。映画を見た人の数も多いですし、映画が終わった後拍手が起こ

ったことも印象的でした。それぞれが過ごしてきた埼玉への思いがあり、また、その思い

が大変強いのだと感じました。 

 また、交通ルールを含めルールを守っているというお話がありました。もちろんまだ課
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題もあるとは思いますが、地域の皆さんの御協力もあり刑法犯認知件数が非常に減ってい

ます。市全体では、交通の要衝である大宮がどうしても犯罪が多いですが、浦和区に限っ

て見ると、政令指定都市でこれだけ犯罪が少ないのは珍しいと思います。そういった部分

が市民の皆さんに浸透していると感じます。 

 それから、自治会が活発だというお話がありました。自分たちの地域を守っていこう、

自分たちの地域をよくしていこうと考えている市民の方が非常に多く、子どもたちの教育

や防災、防犯、環境などいろいろな取組をしてくださっています。住みやすいまちとは、

行政サービスがよいということではありません。市民の皆さんの力によるところが多いと

思います。今回のお話は、まさにその点を魅力だと言ってくださったのだと思います。 

 また、治安がよい、自然が多いというお話もありました。魅力をたくさん言ってくださ

りありがとうございます。 

 学生の視点で、遊びやすい、交通の便がよいというお話がありました。家賃に関しても

そうですが、学生さんたちにとって住みやすい環境にあり、遊ぶにも何かをするにもちょ

うどよい場所だと思います。 

 余裕、余暇があるというお話がありました。ホッとするようなまちという表現は、さい

たま市にふさわしいと思います。田舎的なところもあり都会的なところもあるという、ほ

どよい感じが暮らしやすさや余裕につながっていると思います。見沼田んぼのお話もあり

ましたが、特に郊外には自然もたくさん残っています。私も今年、見沼通船堀閘門開閉実

演を見に行きましたが、本当に魅力がいっぱいの場所だと思いました。 

魅力の発信を頑張ってほしいというお話がありました。いろいろな工夫をしながら取り

組んでいますが、まだ十分でないと思っていますし、さいたま市のよさをもっと伝えたい

と考えています。今回「翔んで埼玉」によって、よい意味でも悪い意味でも埼玉の存在感

がぐっと上がりましたので、今がチャンスだと思います。市のよさを発揮していきたいと

思いますし、発信できるように市民の皆さんのお力も借りながら、工夫して取り組みたい

です。 

 子育てに最適なまちだというお話がありました。 

 さいたま市には、県内からはもちろん都内からも非常に多くの転入者がいらっしゃいま

す。東京に住んでいた方々が結婚し子育て世帯になると、さいたま市に転入してくる傾向

が比較的強いと思います。 

 その中で、私たちは今後もっと魅力発信の方法を工夫していかなければならないと思い

ます。東京都墨田区と北区の取組を御紹介いただきましたが、さいたま市も、見どころや

イベントなどを、写真やエッセイを交えて紹介する「楽楽楽（ららら）」という広報誌を

つくり、市のよいところを紹介しています。 

また、さいたま市には温泉や城など全国的に有名な、集客力のある観光資源に乏しいの

で、イベントなどを開催する必要があると考えています。大きなイベントもそうですし、

それ以外にも市のよさを発信していく工夫の余地があると思います。 

 市の魅力は、ほどよい調和のまちというお話がありました。 

 さいたま市が東京、特に東京駅や新宿駅周辺のようになることはできないと思いますし、

なる必要もないと思います。さいたま市らしい魅力を発信する必要があると思いますので、

ほどよさは重要だと思います。 

また、これを市民の皆さんに自覚してもらうことが重要だと思います。市民の皆さん一

人ひとりによさを知っていただき、それを多くの方々に口コミで伝えていただくことが市

のイメージアップに大きくつながると思います。 
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 よいことだけではなく、十分でないところがたくさんあるので、そこにもしっかり目を

当てるべきだというお話がありました。マイナスの部分にも焦点を当てながらよいまちに

なってほしいというお話だったと思います。 

 障害者の施策で言うと、さいたま市は他の政令指定都市に先駆けて「ノーマライゼーシ

ョン条例」を制定し、取り組んでいます。これは、障害のある人もない人もともに暮らし

ていくための地域づくりをしていこうというものです。障害がある人とない人合わせて約

100人が集まり、十数回にわたり議論してつくった条例です。 

 障害者が社会に参加するお手伝いを少しでも行うことで、社会で暮らしている楽しさを

実感してもらいたいと思っています。移動支援も充実させようとしているところです。ま

だ実際に実施している数は少ないですが、重度障害者が仕事中にヘルパーをつけられるよ

うにする就労支援事業を全国に先駆けて開始しました。しかし、御指摘のとおり十分でな

いところも多いです。私たちもそういったところにも光を当てながら住みやすいまちをつ

くっていきたいと思います。 

 災害ボランティアコーディネーターの勉強会のお話がありました。私が市長に就任して

１期目のときに、地域の防災力を高めようということで地域の皆さんに御協力いただき防

災ボランティアコーディネーターと防災士の養成研修を実施しました。今、養成研修その

ものは実施していませんが、防災ボランティアコーディネーターや防災士の方々に自主防

災組織の中で活躍してもらうための取組を始めています。また、防災士やボランティアの

方々も少し高齢化してきているので、若い方々の参加を増やす取組も重要だと思っていま

す。 

 各地区に、防災についての知識を持った防災ボランティアコーディネーターと防災士が

いることは、いざというときに非常に大きな力になると思います。 

 さいたまスーパーアリーナのお話がありました。この施設は県の所有物ですが、さいた

ま市にとっても財産です。稼働率が高く、市がお金を出さなくても様々なイベントが開催

されることは大変ありがたいです。以前は、さいたまスーパーアリーナは今ほど稼働して

おらず、全国ツアーでも最終公演というよりは最初の方で開催される位置づけでした。し

かし、今はツアーの最終公演の場所として使われたり、日本で１つしかやらない試合を開

催したりと、施設の価値が高まってきたと思います。このような施設があることもさいた

ま市の大きな売りだと思いますので、うまく活用できるよう工夫したいと思います。 

 また、セーフコミュニティのお話がありました。これも広報が十分ではありませんが、

さいたま市は間もなく、政令指定都市全体としては国内で初めて、ＷＨＯが推奨するセー

フコミュニティの認証をいただくことになります。これについても皆さんにお知らせして

いきたいと思います。 

 オンとオフ、360度などいろいろなキーワードを出していただきました。特に360度

という視点は重要だと思います。「翔んで埼玉」でも海への憧れが描かれていましたし、

私も以前は海や山に憧れていました。しかし、さいたま市は海や山はないですが、360

度いろいろな場所へつながっています。交通の要衝あるいは結節点として、東京や東日本

各地とこれだけ多くつながっている都市は全国的にもほとんどないと思います。私は

360度いろいろな場所とつながっていることは、さいたま市にとって大きなプラスだと

思います。 

 その中で、週末移住のお話がありました。現状は、働く場所が東京に集中していますが、

今後の働き方改革の中でオンとオフの、オフの部分、働くだけではなく住むこと、家族と

過ごすことなど、自分自身の人生をどのように楽しむかという考え方に変わってくると思

いますので、これは重要な視点だと思います。働き方が見直されている中で、さいたま市

のやるべき役割は大きく、先進的な都市になれる可能性があると思いますので、これらも
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含めて考えていきたいです。 

 シビックプライドや100人委員会のお話がありました。市民の皆さんと一緒に市の誇

りや魅力を認識しながら取り組み、それをそれぞれに発信してもらうと、市のアピールの

大きな力にもなってくると思いますので、検討してみたいと思います。 

 保育士への支援についてお話がありました。 

さいたま市への転入者は非常に多く全国でもトップクラスですが、未就学児童の数は増

えるというよりは横ばいです。しかし、皆さんのライフスタイルが変わり認可保育所に子

どもを預けて働く方々が増えているため、認可保育所のニーズが高まってきています。

元々さいたま市では未就学児の７割が私立幼稚園に通園していましたが、今は６割以下に

なっています。また、０歳児から２歳児の時期から子どもを預けて働く世帯が増えている

のも事実です。私が市長に就任してから保育所の定員数を約２倍に増やしました。今も、

毎年1,300人から2,000人近く増やしていますが、それでも追いつかず、残念なことに

今年度は393人の待機児童が発生しています。 

また、保育所の数を増やすだけでは運営ができません。保育士の方々がいてはじめて安

心できる保育を提供できます。私たちは、保育士の皆さんにとって住みやすい環境をつく

り、市内の保育所で働いていただき、さいたま市にお力添えいただきたいと思っています。

引き続き、そういった制度の充実を図っていきたいと思います。 

 さいたま市が東京より魅力的な点については、今までいろいろなお話がありましたので、

そこもヒントになると思います。例えば、自然と都会バランスがよいという話がありまし

た。東京よりも魅力的だと思うことを御自身の言葉で発信していただけると嬉しいです。

若い皆さんには私たちとは違うよさが見えると思います。お友達に「さいたまはここが魅

力だ」と言ってもらえるとありがたいです。 

 東京ほどごみごみしていないというお話がありました。しかし、人口が増えすぎるとマ

イナス面も出てくるので住環境を守る視点も持ってほしいという御指摘もありました。 

 さいたま市の場合、６年ほど前から高度地区制限をして、住宅地には高層ビルが建たな

いようにしています。一方、駅の近くは商業地域なので高層マンションが建つ傾向があり

ます。駅周辺に人口が集中することで、保育所や公園など住環境に関する問題も見受けら

れると思っています。 

 公園については一定のエリアに必ず公園をつくる方針で、優先順位をつけて進めていま

す。公園がないエリアに土地が空いたり買える土地が発生したりすれば、その土地を買っ

て公園を整備していますが、まだ十分に整備できていないことも事実です。公園や街路樹

を含めて緑を守っていくことや、いわゆるきれいな環境を残していくことは重要です。さ

いたま市が他の政令指定都市と違うのは、産業都市よりも生活都市としての要素が大きい

ことですので、生活をする都市としての大切な要素をしっかりと残していきたいですし、

つくっていきたいです。 

 市の魅力は、安全、気楽、文化スポーツだというお話がありました。 

市内には地域活動に協力してくれる方、様々な特技や才能を持っている方も多く、東京

にも多くの人材を供給しています。東京で活躍していても、実はさいたま市に住んでいる

という方も結構いらっしゃいます。そういった力をこれからどのように生かしていくかも

大きな課題だと思います。そういった視点も持って取り組んでいきたいです。 

 まちがきれいで住みやすいと言ってくださいました。 

また、公民館の講座に参加しやすいというお話もありました。さいたま市は、生涯にわ

たって学べる地域になるということも一つの目標として進めています。 
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●参加者 

 私は中学２年生のときに長野県から引っ越してきました。さいたま市が文教都市だとい

うことで父が子どもたちの学業を目的として希望転勤したためです。私の兄弟は文教都市

で学んだおかげで一般市民として活躍しており、今はその子どもたちも一緒にお世話にな

っています。 

 さいたま市に住んだ理由の２つ目は、通勤通学に便利だからです。私が15歳だった頃

なので50年前になりますが、50年前でも電車が通勤通学に便利だという魅力がありまし

た。 

私は団塊の世代ですが、今後は、お年寄りに優しい都市をつくってほしいです。 

なぜかと言うと、近くに駒場緑地があるのですが、お年寄りがくつろげるような場所で

はありません。葉っぱが生い茂っていて薄暗闇になっている場所も多く、犯罪が起きそう

です。最近やっと手入れされて木も切っていただきましたが、子どもたちも遊べないよう

な、たくさん木を植えただけの場所のように感じます。 

 また、年金生活で経済的に厳しいので、病院に行くときのバス代を無料にしてほしいで

す。 

●参加者 

 私が通った学校は全て市内でしたが、働いたのは東京都内がほとんどで、さいたま市を

ベッドタウンにしていました。さいたま市をベッドタウンにしている市民にとっても、さ

りげない日常が得られるのが浦和の、そしてさいたま市のよいところだと思います。 

●参加者 

私は浦和で生まれ育ち、86年です。 

 本日、皆さんから浦和についてお褒めの言葉をいただいたことを本当に感謝しています。

浦和の住民として、誇りに思っています。 

 私は50年間、子どもの見守りパトロールをしていますが、犯罪がなく無事に過ごして

います。犯罪の少ないまちなので、これからも浦和を愛していただきたいです。 

 地震災害の面では、地盤が固いために東日本大震災のときも被害はそれほど大きくあり

ませんでした。 

 今後の問題として、自治会では、荒川が氾濫した場合の対策を考えています。荒川が氾

濫すると、南区、桜区から約17万人、さらに、戸田市と蕨市から約28万人が浦和区に避

難してくることが想定されています。そのときに我々自主防災の者たちがどのように避難

してきた人たちを助けていくかが、私の悩んでいるところです。 

●参加者 

 私は大学生です。大学で行われている学生政策提案フォーラムの活動で食品ロスについ

て調べました。その時に、さいたま市にはフードバンク埼玉を通じて余った食材を地域で

シェアするフードドライブや、余った食材を日曜の夜にスープにして食べる「Ｓａｉｔａ

ｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ（サイタマサンデースープ）」という取組があるのを知り、

魅力的だと思いました。 

 こういった細かいことに目を配れるところも、さいたま市の魅力だと思います。 

●参加者 

 市の魅力は、落ち着きがあるところです。私は通学でさいたま新都心駅を利用するので

すが、さいたま新都心にはコクーンシティがあり多くの店が入っていたり、企業が多かっ

たりするのですが、その割には近くに公園が増えていて、芝の公園や遊具がある公園があ

り、平日でも土日でも子どもたちが多くいるのが印象的です。 

 東京に比べても子どもに優しいのが魅力だと思います。コクーンシティの中にも公園が
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いくつかあり、さいたま市には東京にない魅力があると思いました。 

●参加者 

 与野駅の東口にさいたま市子ども家庭総合センター「あいぱれっと」があります。こち

らは他の自治体からも見学が来ており、非常に評判がよいので紹介させていただきます。

ホームページ等で検索してみてください。 

◆市長 

 文教都市なので引っ越してきたというお話がありました。さいたま市のよさの一つが文

教都市であることです。文化や教育の、特に教育の部分は非常に力を入れています。評価

していただきありがとうございます。 

 また、高齢者のための施策について御提案がありました。今後も高齢化率は高くなりま

すので高齢者の方々にとって住みやすいまちをつくることも課題だと思います。これから

もしっかり取り組んでいきたいと思います。 

 さりげない日常が得られるところが魅力だというお話がありました。 

 さいたま市の場合、通勤通学をしている方の半分以上は市外に通っています。ですので、

仕事や学校から帰ってきて心安らかに過ごせるということは重要な意味を持っていると思

います。そういったプラス面もしっかり発信していきたいと思います。 

 子どもの見守りパトロールのお話がありました。50年間パトロールを続けてくださり

ありがとうございます。市民の皆さんが行ってくださっている防犯パトロールが犯罪の減

少につながっていると思います。埼玉県は警察官１人当たりの刑法犯認知件数が非常に多

いのですが、市民の皆さんのサポートが犯罪の抑止に大変効果を上げていると思っていま

す。 

また、荒川の氾濫のお話がありました。荒川の決壊についても十分に警戒しないといけ

ません。平成27年に大雨で鬼怒川の堤防が決壊したときと同じ量の雨がさいたま市に降

ったら、今お話しされたとおりの状況になることが想定されます。私たちも風水害対策に

きちんと取り組んでいきたいと思いますし、洪水によって避難してきた方々への対応もし

っかり取り組まなければならないと思っています。 

 風水害の場合は、地震と違い雨が降ってから災害が発生するまでに少し時間があるので、

その間に何をすればよいかをまとめた行政としてのタイムライン（防災行動計画）をつく

っています。 

また、各地域あるいは個人で「マイ・タイムライン」をつくり避難までの行動などを含

めて啓発する取組も始めています。自治会の皆さんとも意見交換をしながら進めていきた

いと思います。 

さいたま市の食品ロス削減の施策の紹介がありました。 

 市ではごみの量を減らしたり、リサイクル率を高めたりする取組を行っていますが、特

に食品ロスの問題は大きくなっているので、「さいたま市食品ロス削減プロジェクト」を

推進しています。 

例えば、フードドライブ（御家庭で余った食品を回収し、地域の福祉施設などに寄付す

る取組）の一つとして、浦和美園地区では、フードドライブでお預かりした食品の内容量

に応じて、地域の加盟店でのお買い物に使える「地域ポイント」を付与する「フードシェ

ア・マイレージ」を行っています。 

また、お話にあったように冷蔵庫に入っている野菜などの生鮮食材を日曜日にスープに

して、家族団らんで食べつくそうという「Ｓａｉｔａｍａ Ｓｕｎｄａｙ Ｓｏｕｐ」も

行っています。動画をつくりＹｏｕＴｕｂｅでも流していますので是非御覧ください。 
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 環境もさいたま市の売りだと思いますので、もっとよい環境をつくるための取組を強化

していきたいと思います。 

 さいたま新都心駅周辺の商業施設や公園のことを事例として、子どもに優しいまちだと

いうお話がありました。 

 高齢者の問題ももちろんありますが、子どもたちにとって住みやすいまちをつくること

も非常に重要だと思います。教育だけでなく、子育てする側の環境も重要です。さらに、

子ども自身が夢を持ち、どんな環境にあってもその夢をかなえるための最低限の力を持っ

た状態で子どもたちを社会に送り出せるまちでありたいと思います。そして、その子ども

たちが夢に向かって頑張る姿を応援したいと思います。 

さいたま市の歌は「希望（ゆめ）のまち」という名前ですが、子どもたちにとっても市

民の皆さんにとっても、夢と希望が持てるまちにしていきたいです。 

 さいたま市子ども家庭総合センター「あいぱれっと」の紹介がありました。子ども家庭

総合センターは全国的にも注目されている施設です。児童相談所や教育相談室、こころの

健康センター、ひきこもり相談センターなどを１か所に集めてそれぞれの専門家を配置し、

素早く対応できる状況をつくり子どもたちをしっかり支えていこうというものです。 

 さいたま市は住民の皆さんの御協力、御理解のおかげでセンターを建設、運営すること

ができています。普段は一般の子どもたちがたくさん集まり楽しく過ごす場所にもなって

いて、非常によい場所です。是非皆さんも機会があれば見に行ってみてください。 

 本日は、いろいろな御意見をいただきありがとうございました。 

 皆さんからいただいた御意見や御提案をしっかりと受けとめ、参考にさせていただきな

がら、これを形にしていくことが私たちの役割だと思います。これをしっかり進めて、皆

さんがさいたま市民だと胸を張って言えるような、「翔んで埼玉」とは逆の映画ができる

ようなさいたま市になるように私たちも頑張りたいと思います。 

 市民の皆さんからの御意見がこれからのさいたま市の発展にとって重要な力になってく

ると思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとう

ございました。 

■補足説明 

「都内自治体の魅力発信に関する取組を参考にすること」について 

シティセールスを実施するのに際し、東京都を含む全国の他自治体の先進的な取組について調

査研究を行い、有効なものについては積極的に取り入れてまいります。 

（市長公室 シティセールス推進課） 

「市の都市イメージキャッチフレーズ」について 

「のびのびシティさいたま市」は、平成23年３月に策定した「さいたま市ＰＲマスタープラン」

に基づき、都市イメージ戦略を進めるにあたって、平成23年11月、市施行10周年を契機にキャッ

チフレーズを策定しました。「みんなが、のびのび、暮らせるまち。未来に向かって、伸びて伸

びて、いくまち。」をコンセプトとし、「豊かな自然、安心して住める環境とともに、発展、進

化していく」さいたま市の姿を表現したもので、さいたま市の都市イメージの形成と確立を目指

し様々な活用を図っています。 

 策定から８年が経ったところですが、現時点ではさいたま市の都市ブランドにつながるものが

大きく変化していない現状の中で、変更は考えていませんが、今後、こうした計画の改定や、さ

いたま市を取り巻く環境の変化が生じた際には見直しは必要なものと考えます。 
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（市長公室 シティセールス推進課） 

「空間や緑を残したまち」について 

「さいたま市都市計画マスタープラン」において、身近な範囲に公園や緑地など様々な水とみ

どりがあるまちづくりを進めることとしています。 

（都市局 都市計画部 都市計画課） 

「生涯にわたって学べる地域を目指す取組」について 

平成26年３月に「第２次さいたま市生涯学習推進計画」を策定し、「だれもが『学べる・活か

せる・つながる』新たな生涯学習環境の構築」を基本方針として、生涯学習によるまちづくりを

進めています。 

（教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課） 

「駒場緑地の樹木の管理」について 

公園内にある樹木には緑陰による安らぎの空間形成といった役割があり、樹木の剪定について

は適切に行う必要があります。しかしながら、駒場緑地が開設されてから40年が経過し、その間

に樹木も大きく成長していることは認識しています。駒場緑地の樹木については、いただいた御

意見を参考にし、今後適切な管理を行ってまいります。 

（都市局 都市計画部 都市公園課） 

「高齢者のバス利用時の運賃助成等」について 

制度運用にかかる財政負担が大幅に増大することが見込まれるため、財政面も含めて、持続可

能な支援のあり方について、関係部署と引き続き検討してまいります。 

（保健福祉局 長寿応援部 高齢福祉課） 

「フードシェア・マイレージ」について 

令和元年８月から岩槻区本町の「岩槻菓紗里 藤宮本町店」にも「フードシェア・マイレージ」

の受付窓口を新規開設しています。 

（環境局 資源循環推進部 資源循環政策課） 

※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。


