「清水勇人市長と語る」タウンミーティング【岩槻区】
〈開催概要〉
日

時：令和 2 年 9 月 22 日（火・祝）

会

場：岩槻区役所

４階

14：30〜16：00

第１会議室

参 加 者：９名（傍聴者０名）
市 出 席 者：市長、都市経営戦略部
事 務 局：市長公室広聴課
開催テーマ：市民憲章・市民の日について考えよう
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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。
そして本日 は、 ここ岩槻 区に おい てタウンミーティングを開催したところ、皆様に 御参
加いただきましたことに、重ねて御礼申し上げます。
こ の タ ウン ミ ー テ ィ ング は 、 私 が 市長 に 就任し た 平成 21 年から 毎年 実 施 してお り 、 昨
年 度 までに 151 回 、 延 べ 3,121人 の方 に御 参加い た だき 、貴 重な 御 意見を 頂戴 して まい
りました。
さ て 、 平成 13 年に ３ 市 合 併 に より 誕 生 したさい た ま 市は 、来 年、令 和 ３ 年に誕 生 ２ ０
周年の大きな節目 を迎え ます 。こ の節目に、さいたま市に対する市民の皆様の思いを 込め
た市民憲章を制定 し、そ の思 いを 未来に受け継いでいきたいと思っています。また、 皆様
がさいたま市に、 より愛 着や 親し みを持てるような日として、市民の日を定めること も検
討しています。
そのために 今年 は、市民 の皆 様か ら様々な御意見をお聞かせいただき、市民憲章と 市民
の日の内容につい て、検 討を 進め ることとしております。その一つとして、本日のタ ウン
ミーティングを開催することとなりました。
このあと、 まず 私からさ いた ま市 のこれまでの歩みや、市の最も基本的な計画にお ける
さいたま市のビジ ョンな 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。
今、私たちは新 型コロ ナウ イルス 感染症の脅威という、大きな困難に直面していま すが、
私たちは、さいた ま市を 内外 に誇れ る市とし、未来に受け継いでいかなければなりま せん。
本日は、この思い を皆様 と共 有でき るようなタウンミーティングとしたいと思います ので、
よろしくお願いいたします。
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テーマ説明
市民憲章・市民の日について考えよう
◆市長
【スライド１】
今回は、本 市が 誕生２０ 周年 を迎 える令和３年度の制定を目指している市民憲章、 市民
の日について、皆さんの御意見を伺いたいと考えています。
【スライド２】
本日の進行について御説明します。
まずは、私 から 、市民憲 章や 市民 の日とはどのようなものか御紹介し、御意見をい ただ
く参考として、さ いたま 市の これ までの歩みや今後のまちづくりに係る新たな総合振 興計
画、そして、さいたま市の特徴や魅力について、触れてみたいと思います。
そののち、 意見交 換の時 間で は、 まず市民憲章について、御意見を伺いたいと思いま す。
それに対する私か らのコ メン トや お答えをしたのち、最後に市民の日について、御意 見を
伺いたいと思います。
【スライド３】
まず、「市民憲章」とはどのようなものか、御説明します。
市民憲章は 、法 律などで 一律 の定 義があるわけではありませんが、さいたま市が考 える
市民憲章とは、「 郷土へ の愛 着や 大切に受け継いでいきたいもの、住みよいまちにす るた
めに取り組むべき ことな ど、 市民 の皆さんの思いを分かりやすく表現したもの」と言 える
のではないか、と 考えて いま す。 特に形式や長さなどに決まりはなく、市民憲章を制 定す
る市町村ごとに様々な形が存在します。
【スライド４】
政令指定都 市の中 で、比 較的 近年 になって市民憲章を制定したのが静岡県の浜松市で す。
制定された のは 平成２３ 年で 、制 定の契機となったのは、浜松市政１００周年だっ たと
伺っています。
この憲章を 、形 式の面で 見ま すと 、郷土の自然や憲章の意義がうたい込まれた前文 が置
かれています。こ れに続 いて 、「 美しい郷土を未来につなぐこと」に始まる、５つの 項目
が、市民の皆さんによる決意表明の表現として掲げられています。
浜松市の場合は、前文が置かれていますが、前文がない市民憲章ももちろんあります。
また、浜松 市 では 、 5 つ の項 目 で 整理されて いる部分も、自治体に よって様々な表 現 や
内容でまとめられています。
【スライド５】
次に、市民 の日 について お話 をし ます。市民の日につきましても、一律の規定はあ りま
せんが、市民の皆 さんが その 日を 市民の日としてお過ごしいただくことで、さいたま 市に
一層親しみを感じ ていた だき 、さ いたま市に対して愛着や誇りを持っていだだけるも の、
と考えています。
【スライド６】
政令指定都市の 中で、 市民 の日 を制定している例の一部を御紹介します。スライド のと
おり、市政を施行 した日 、市 役所 の開庁した日など、その都市にとって大きな節目と なっ
た日を記念し、定められています。
また、その 日に どのよう な特 例的 な措置があるかについては、公共施設の無料開放 や、
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学校の休校、学校給食で特別メニューを出すなどの事例があります。
さいたま市では 、今御 覧い ただ いたような市民憲章、市民の日を制定することで、 市民
の皆さんのさらなる一体感の醸成につなげていきたいと考えています。
【スライド７】
では、市民 憲章 や市民の 日を 制定 しようとしている今日に至るまでのさいたま市の 歩み
を、皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。
さ い た ま 市 は 平 成 13 年 （ ２ ０ ０ １ 年 ） 5 月 に 、旧 浦 和 市 、 与 野 市 、大 宮 市 の 合 併 で 誕
生しました。スラ イドの 青い 線で 誕生以来の人口の変化を示していますが、誕生した 時の
人口は約１０３万人でした。
その後、平成15年には 、政令 指定都市に移行し、平成17年には旧岩槻市と合併し、 現
在の１０区が形づくられました。
平成３０年 には 人口１３ ０万 人を 突破し、今や人口１３１万人を擁する大都市とし て発
展してきています。
そ し て 、 来 る 令 和 3 年 度 （ ２ ０ ２ １ 年 度 ） が 、 さ い たま 市 に と っ て は 、 誕 生 か ら 20 周
年という大きな節目となります。
【スライド８】
市民の皆さ んと 一緒につ くっ てき たさいたま市の歴史について、もう少し振り返っ てみ
たいと思います。
さいたま市 が誕生 した翌 年の 平成 １４年には市の木、市の花、市の花木を制定しまし た。
また、この年、さ いたま 市の 将来都 市像を盛り込んだ総合振興計画の基本構想が議決 され、
ここから、総合振興計画に基づくさいたま市のまちづくりがスタートしています。
平成１５年には、市の歌「希望（ゆめ）のまち」を発表しました。
平成１７年 には 岩槻市と 合併 し、 岩槻区を含めた１０区の色を制定しました。また 、こ
の年は戦後６０年であり、さいたま市は平和都市宣言を制定しました。
平成２０年 には 「岩槻の 人形 」「 大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」をさいたま市の伝 統産
業に指定しました。
平成２３年 は誕 生１０周 年で あり 、この年、１０区の「区の花」と、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」をそれぞれ決定しました。
そして、い よい よ誕生２ ０周 年と なる来年、この大きな節目の年に向けて、皆さん と一
緒になって市民憲章をつくりたい、そして、市民の日を定めていきたいと考えています。
【スライド９】
来年度の２ ０周 年の節目 の年 に、 さいたま市は、新たな総合振興計画のスタートを 目指
しています。これ は、誕 生以 来の 基本構想にもとづき、基本計画、それに続く後期基 本計
画のもとで進めて きた総 合振 興計画 の計画期間がいよいよ今年度で満了を迎えるから です。
新たな総合 振興 計画の案 では 、本 市は、将来都市像として「東日本の中枢都市」と 「上
質な生活都市」の ２つを 掲げ、令 和３年度から12年度までの10年間の計画期間を予 定し
ています。
【スライド10】
この計画では、大きく２つの視点に立った重点戦略を掲げています。
その１つは 、さ いたま市 の魅 力を さらに伸ばしていこう、という視点です。さいた ま市
には、見沼田圃に 象徴さ れる よう な首都圏有数の自然、文教都市の歴史に裏付けられ た特
色ある学校教育な ど、御 覧い ただ いているような５つの魅力があると考えており、こ れら
の魅力をさらに伸ばしていく取組を進めていきたいと考えています。
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【スライド11】
またもうひ とつ の視点と して は、 迫りくる人口減少の到来や、環境問題の深刻化な ど、
さいたま市が直面している諸課題に対し、しっかりと対応していこう、という視点です。
さいたま市 もあ と１０年 ほど で、 人口のピークを迎えるとの推計があります。社会 経済
の大きな変化が見 込まれ る中 、こ れらの課題を克服し、さいたま市を持続可能なまち にし
ていくため、しっかりと取り組んでいく必要があります。
このような 視 点を も つ 新 しい 総 合 振興計画を スタートさせる令和3 年度は、さいた ま 市
が未来に向かって新たなスタートを切る大変重要な節目となります。
【スライド12】
最後に、先 人の 御努力や 市民 の皆 さんのお力によって、さいたま市がどのような特 徴や
魅力を備えてきたか、触れてみたいと思います。
御覧いただ いて いる２つ のグ ラフ は、さいたま市の教育についてのデータです。画 面左
は中学生のデータ 、画面 右は 小学 生のデータです。学力が高いことはもちろんですが 、右
のグラフにあるよ うに、 さい たま 市では、「自分にはよいところがある」という自己 肯定
感が、全国平均に比べ大変高く、とても素晴らしい結果であると考えています。
【スライド13】
また、民間 のラ ンキング など でも 、さいたま市は高い評価をいただいています。左 の表
は 東 洋 経済 新 報 社 が 実施 し た 幸 福 度ラ ン キング 2018 年 版 で す。 20政 令 指定 都 市中
第２位と高い評価 をいた だきま した。今年９月に発表された最新の 2020年版 では総
合で１位の評価をいただいています。
続いて右の 表は 株式会社 リク ルー ト住まいカンパニーが実施した、住みたい街ラン キン
グです。こちらの ランキ ング でも 大宮が４位、浦和が１０位と高い評価をいただいて いま
す。
【スライド14】
最後に、市民の皆さんによる声です。
毎年実施し てい るさいた ま市 民意 識調査では、さいたま市を住みやすいと感じる市 民の
割合は、調査開始 以来伸 び続 け、 昨年度の時点では過去最高の８４．４％にのぼり、 現在
の場所に住み続け たいと 答え る方 の割合は、８６．２％にのぼり、いずれも過去最高 の水
準に達しています。
こうした評価は 、まさ にさ いた ま市民の皆さんや、さいたま市内で事業活動を行う 皆さ
んが、さいたま市 誕生以 来、 今日 まで、まちづくりやまちの魅力向上に御尽力いただ いた
ことのたまものです。
【スライド15】
令和３年、 ２０ ２１年は 、さ いた ま市が２０周年を迎え、新しい総合振興計画のも とで
まちづくりをスタートさせる、さいたま市の歴史の中でも、大変大きな節目となります。
これまでの ２０ 年の歩み を踏 まえ ながら、新たなさいたま市の創造をしていくため に、
さいたま市にふさ わしい 市民 憲章 を皆さんと一緒に考え、市民の日を定めてまいりた いと
考えています。
本日は、ど のよ うな内容 の市 民憲 章、あるいは市民の日のあり方がふさわしいか、 忌憚
のない御意見をお聞かせいただきたいと思います。
【スライド16】
意見交換では、まずは「市民憲章」について御意見を伺いたいと思います。
皆さんは、 どの ような言 葉や 内容 を盛り込みたいとお考えですか。皆さんのお考え をお
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聞かせください。
【スライド17】
意見交換の後半には、市民の日について御意見を伺いたいと思います。
皆さんはど の よう な 過 ご し方 が で きたら、市 民の日にふさわしい1 日になるとお考 え で
すか。皆さんのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
それではよろしくお願いします。
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参加者との意見交換
●参加者
市民憲章には、 子ども の未 来をつ くる、子育てがしやすい、子育てをサポートする など、
子どもに関することを盛り込むとよいと思います。
今、私は里親を やって いる ので すが、さいたま市は、社会的養護を必要とする子ど もの
中で、児童養護施 設や乳 児院 では なく、里親やファミリーホームに委託されている児 童の
割 合 が 43 ％ を 超 え て い ま す 。 こ の 数字 は 、埼玉 県 や全 国 平均 の 倍ぐ ら い です 。 その 結 果
どうなったかとい うと、 埼玉 県で 里親登録した人がいつまでも委託されないものだか ら、
さいたま市に引っ 越して きま す。 引っ越してきたことで、児童相談所から子どもを紹 介さ
れ、さいたま市に来てよかったというお話も耳にします。
ですから、子育 てに非 常に よい まちだということをアピールすれば、人口も引き続 き増
えますし、イメージ的にもよいと思います。
●参加者
私は教員をずっ として きた ので すが、初めは、子どもたちは自己肯定感が高いわけ では
ありませんでした 。です が、 教員 だけでなく、御家庭や社会の力でどんどん自己肯定 感が
高まっていって、 今の高 さに なり ました。私も教員時代は子どもの自己肯定感をどう やっ
て高めようかと、大変努力をした覚えがあるのですが、今の数値はすごいと思います。
市長は以前、子 育てす るな らさ いたま市と言っていました。私は教員を退いてから ５年
経ちますが、孫が できま して 、近 くに住んでいるものだからよく家に来ます。そんな とき
に、児童館や公園 があっ たり 、周 りの人の温かな目があったりという、そういうとこ ろを
すごく感じます。 そこは 、教 員と しても祖父としても、さいたま市の本当に素晴らし いと
ころの一つだと思うので、市民憲章に盛り込んでいただきたいと思います。
●参加者
市民憲章には、 さいた ま市 がこ れからの日本をリードしていく都市でありたいとい う思
いを盛り込みたいと考えています。
理由は２点 あり まして、 １つ は新 たな総合振興計画をスタートさせるに当たって、 これ
からの課題解決の モデル ケー スと なる都市になるという自負を持って取り組んでいき たい
という思いがあるからです。
またもう一つは 、先ほ どレ ベル の高い教育環境との説明がありましたが、これから 日本
の市区町村のある べき姿 とし てさ いたま市が歩んでいくということを、市民憲章の中 に盛
り込めれば、さい たま市 民が 誇りを 持ち、住みやすさにつながるのではないかと考え ます。
●参加者
全国の耳目を集 めるも のが よい と思います。具体的には、ＳＤＧｓ、それと省エネ ・省
資 源 、 あと は 65歳 以 上 が 約 ３ 分 の １と い う人口 構 成に な って い ます の で 、高 齢 者の パ ワ
ーの活用ということを取り上げると全国の耳目を集めるのではないでしょうか。
まず高齢者のパ ワーの 活用 につ いては、さいたま市で健康長寿日本一を勝ち取り、 医療
費の削減を図ると よいと 思い ます 。そのために、高齢者の活動の中心になるのは公民 館や
市民活動サポート センタ ーが よい と思います。ただ、今は施設があるから来てほしい とい
う姿勢では盛り上 がりま せん 。か つて市民活動サポートセンターは非常に活気があっ たの
ですが、５年前に 市の直 営に なっ てから、席ががらがらになってしまいました。以前 委託
していた業者はノ ウハウ があ った ので、そのノウハウを引き継げば、市民に活気が出 てく
ると思います。
それから、省エ ネ・省 資源 につき ましては、森林を潰さないように、太陽光発電を 行い、
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また、高齢者のパ ワーを 使っ てご みを減量して処理経費の節減日本一を図るとよいと 思い
ます。
●参加者
私は郷土愛とい う視点 で考 えて みました。さいたま市には、岩槻区を始め歴史もか なり
ありますし、名所 旧跡と いう のも 大変多くあります。しかし、意外に知らないところ も多
くあります。そういったものをもっと広めていくことが大切だと思います。
各地域には それ ぞれボラ ンテ ィア のガイドがいますが、それぞれ独立した形で活動 して
いて、地元のガイ ドを探 すの が結 構大変です。ただ、自治体によっては、行政が窓口 にな
って、ガイドを紹 介する 取組 をし ているところもあります。せっかくの豊かな郷土を どん
どん広めるために も、ガ イド にな れるような人たちを育成し、組織化していくとよい と思
います。そうする ことで 、さ いた ま市はよいところだということが改めて実感できる ので
はないでしょうか。
また、そういっ た方々 の存 在が 、気持ちの面での活性化につながるでしょうし、今 後は
さらに広めていけ ば、小 さな お子 さんから我々シニア層にまで、新たな勉強の場にも なる
のではないかと思 います 。こ うし たガイドの組織化や育成によって、歴史をさらに豊 かに
していくのではないかと思いました。
●参加者
私は交通安全保 護者の 会で 日々 活動をしているのですが、活動を通して感じること や、
ま た 住 んで み て 思 っ てい る こ と に つ いて お 話し し ます。 さ いた ま市内 10区 に は 、住 み 方
や地域性など、 10区そ れぞれに よいところがあるのですが、10区ばらばらな印象を持っ
て い ま す。 市 民 憲 章 には 、 さ い た ま 市へ の 郷土 愛 を尊重 し つつ 、10 区 がお 互い 協 力 し 合
い、助け合い、10区をより魅力的にするような言葉があったらよいと思います。
また先ほどのお 話に、 子ど もの 未来をつくるとありました。大人がこのようにタウ ンミ
ーティングで子ど もの未 来の ため に、というのをよく考えますが、子どもの意見も取 り入
れて、子どもが将 来どの よう なま ちに住みたいのかということを表現した言葉を市民 憲章
に盛り込んでほしいと思います。
●参加者
私は高次脳機能 障害を 患っ てい まして、高次脳機能障害を患った方の団体をつくっ て活
動しています。
さいたま市に要 望した いの は、 高次脳機能障害を患う方の中には、運動障害を持っ てい
る方もいるので、 そうい う方 の親 御さんを含めて、高次脳機能障害の支援者を増やし てい
ただきたいという ことで す。 また それに関して、サポートをしてほしいです。例えば 、公
園やスポーツ施設 、娯楽 施設 をよ り多く利用できるようなサポートです。そして、子 ども
の夢をサポートす るため にい ろい ろな方がいると思いますが、サポートをする専門の 人た
ちを増やし、より多くの方をサポートできるような活動をしてほしいと思います。
●参加者
私は、岩槻区に ある大 学に 通っ ています。先ほどの市長のお話を聞いて、さいたま 市は
素晴らしいまちで 、ここ で学 べて 本当によかったと思います。今は子どもたちが学び やす
いまちになってい ると思 いま すが 、だからこそ現状に満足せず、もっとレベルの高い 教育
をできないかとい うこと を常 に考 え続けてほしいです。そして、その子どもたちが成 長し
て大人になったと きに、 さら にも っとレベルの高い教育ができるようになれば、先ほ ど言
っていた日本をリードしていく都市にもなれるのではないかと思いました。
●参加者
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さいたま市の魅 力とい うことで 、住みやすいが約85％、住み続けたいが約86％とあり
ましたが、これは 最高水 準で 、さら なる上積みは難しいのではないかと思います。し かし、
この数字を維持す るため に、 まさ に皆さんがおっしゃいましたように、子どもの未来 を大
切にし、社会的弱 者をサ ポー トす る機能を整備し、差別のない地域づくりが必要だと 思い
ます。
例えば今流行し ている 新型 コロ ナウイルス感染症でも、感染した人をいじめるとい うこ
とがないように、 困った 人に は手 を差し伸べる、そんな社会がさいたま市で構築され てい
ったら素晴らしいと感じました。
●参加者
市内の高校に通 ってい ます 。皆 さんが言っていた、未来の日本のモデルとか子ども たち
の未来という考えがよいと思いました。さいたま市に住み続けたいという人の割合が
86.2％ と い う の は 高 い 数 字 だ と 思 い ま すし、こ う いう ところ をもっ と 伸ばせ てい け た ら
よいと思います。また 、さいたま市を住みやすいと感じる人の割合が75.9％から84.4％
とかなり伸びているので、そこもさらに伸ばしていけたらよいと思います。
●参加者
歴史と文化を大 切にす るこ とも 大事だと思います。先ほどのボランティアガイドの お話
というのは、そのための一つだと思います。
私の知っているお 話をし ます 。慈恩 寺に玄奘三蔵法師のお骨があり、そのお骨はほか には、
奈良の薬師寺にあ ります 。奈 良の 薬師寺に観光に行くと、ここのお骨は埼玉県の岩槻 にあ
る慈恩寺から分け てもら った もの であると説明されました。そこでちゃんとした観光 資源
になっており、な おかつ 薬師 寺で は、日本画の平山画伯にシルクロードの大きな絵を 描い
てもらい、建物が 一面絵 で埋 まるよ うにして、観光資源として集客しています。薬師 寺は、
高田好胤という方 がその 再建 のた めに写経でお金を集めながら建て替えを進め、今の 有名
な薬師寺へとつな がって いま す。 いきなり小手先でできたのではなく、何十年とかけ てい
ます。
私は石川県出身 で、私 が出 た中 学校は金沢の真ん中にあったのですが、今は移転し てし
ま い 、 そこ に は 金 沢 21 世 紀 美 術館 が 建っ てい ま す 。金 沢 城の 中 にあ っ た大学 は 別の 場 所
に移っています。 金沢市 は、まち の中心を風致地区として40年、50年かけながら整備し
てきたのです。で すから 、長 期的 な目標の下に、いろいろな史跡などを整備しながら 、将
来的にはそれが人 に見せ るに 足り るような形でつくり上げるということに取り組んで いた
だきたいです。
◆市長
子どもの未来を つくる 、子 育て しやすいまちといったことを市民憲章に入れてはど うか
というお話があり ました 。そ して 、里親について御紹介いただき、また、取り組んで いた
だいてありがとうございます。
さいたま市は御 紹介の あっ たと おり、里親の委託率が非常に高いです。子どもをで きる
だけ家族に近い状 態で育 てて いく ことが最も望ましいという考えの中で、御協力をし てい
ただいている多くの皆さんのおかげで、大変高い数字を挙げているところです。
先ほど、さいた ま市の 子ど もは 自己肯定感が高いというお話をさせていただきまし た。
学習成績でプラス の面も たく さん ありますが、もう一方で、非常に厳しい経済環境、 家庭
環境の中で育って いる子 ども たち もたくさんいます。そのような中で、厳しい環境に ある
子どもたちに学力 をつけ てい ただ いて、自ら人生を切り開ける人間に育つような環境 をつ
くろうということも、ずっと続けてきました。
さいたま市で育 った子 ども たち には、自ら自分の人生を切り開くための最低限の学 力と
体力、そしてコミ ュニケ ーシ ョン 力をしっかりと身につけてもらい世に送り出してい きた
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いというのが私た ちの願 いで す。 市の歌についても先ほど紹介させていただきました が、
「希望（ゆめ）の まち」 とい う歌 がさいたま市の歌です。まさに子どもたちにとって も市
民にとっても、「 希望（ ゆめ ）の まち」であり続けられるさいたま市であってほしい と私
たちも考えています。
子どもの自己肯 定感が 非常 に高 くなったというお話をいただきました。それは教育 関係
者の皆さんの努力 もあり ます し、 地域の皆さんの力というのも非常に強いと思います 。先
ほどは説明しませんでしたが、チャレンジスクールという事業をさいたま市内小中学校
162校全ての 学 校 で、 行 っ てい た だ いています。令和元年度は延べで約17万人の子 ども
たちが参加をし、約４万７千人を超える方々がボランティアとして支えてくれています。
また、朝、通学 路にた くさ んの 皆さんに立っていただいています。さいたま市の道 路は
まだまだ十分でな いとこ ろも あり ますが、保護者を始めとした多くの皆さんがそれを 支え
てくれて、子どもたちの安全のために活動してくれています。
そして、子ども たちが いろ いろ な形でそういった皆さんと話をしたり、激励しても らっ
たりするということも、自己肯定感の高さにつながっていると感じます。
その環境が残っ ている のが さい たま市であり、これからも、子育てがしやすいまち であ
り続けたいと思います。
日本をリードす るよう な都 市に 、これからの諸課題を解決するモデルとなるような 都市
になってほしい、というお話がありました。
これからの超高 齢社会 、少 子社 会をどう乗り越えていくのか、地球温暖化の問題を どう
解決をしていくの か、先 がは っき りまだ見えているわけではありませんが、それを解 決す
るために、先進的な取組にチャレンジしていく、そんな都市でありたいと思います。
全国のモデルに なるた めに 、キー ワードは３つあるというお話でした。１つはＳＤ Ｇｓ、
１つは省エネ・省 資源、 そし て３ つ目が高齢者のパワーの活用という御提案をいただ きま
した。
新 し い総 合 振 興 計 画の お 話 を し ま した が 、Ｓ Ｄ Ｇｓの 17の ゴ ール を そ れぞ れ 総合 振 興
計 画 の 中に 当 て は め て、 17 の ゴ ー ルが そ れぞれ こ の計 画 のど こ に対 応 し てい る のか と い
うことを、わかり やすく 表記し ようとしています。新しい総合振興計画の満了が2030年
までですので、Ｓ ＤＧｓ の目 標と 同じ期間ということになります。私たちとしても、 誰一
人取り残さない、そういった地域社会をしっかりとつくっていきたいと思います。
また省エネ・省 資源と いう ことに ついても、地球温暖化や気候変動が激しい時代に なり、
昨 年 も 台風 19 号 で さ い た ま 市 は 大 きな 被 害を受 け まし た 。そ う いっ た 時 代の 中 で、 ど う
すれば地球全体の 問題に 貢献 がで きるのかというのは、とても大きなテーマであると 思い
ま す 。 さい た ま 市 は 自家 用 車 か ら の 二酸 化 炭素 の 排出量 が 、他 の都市 と 比 べると 10 ％ ぐ
らい高いという状 況にな って いま す。そのため今、次世代自動車ということで電気自 動車
や水素自動車、ハ イブリ ッド カー といった自動車の活用や、太陽光発電の普及などに 取り
組んでいます。ま た、メ ガソ ーラ ーをさいたま市にも２か所、公有地をお貸ししてつ くっ
ています。
さいたま市も先 般、ゼロ カーボ ンシティの宣言をしました。これは2050年には二 酸 化
炭素の排出量をゼ ロにし ようと いう取組でして、そこから遡って、2030年にはどういう
目標を達成するか 、その ため にど ういう政策をやっていくのかということをさいたま 市の
地球温暖化対策実行計画の中で作成しているところです。
また、高齢者の パワー の活 用と いうことでしたが、さいたま市は高齢者の皆さんの パワ
ーに支えていただ いてい る面 があ ります。先ほどお話をしましたチャレンジスクール もそ
うです。様々なノ ウハウ や経 験を 持った皆さんが、地域への愛着や情熱を持って、取 り組
んでいただいてい ます。 子ど もた ちの教育や子育てのサポートもそういった皆さんが 行っ
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てくださっていますので、こういった面からも健康長寿日本一にできればと思います。
よく健康長寿の 秘訣は 、「 きょ うよう」と「きょういく」と「ちょきん」と言われ てい
ます。「きょうよ う」は 「今 日用 事があること」、「きょういく」は「今日行くとこ ろが
あること」、また 「ちょ きん 」は 「運動して筋力を高めること」ということですが、 いろ
いろな社会的な活 動をす るこ とが 長生きにもつながり、幸福感にも自己肯定感にもつ なが
っていると考えて います 。一 人で も多くの方が第二の人生を豊かに生きていくために 、市
民活動サポートセンターを含めて、活躍の場をいろいろつくっていきたいと思います。
郷土愛というこ とで、 郷土 の歴 史を知ることが非常に大切だということ、またその ため
にボランティアの ガイド を組 織化 し、人材を育成していくことが必要だというお話を いた
だきました。地域 の歴史 を知 るこ とは郷土愛や郷土への誇りにつながっていくことだ と思
います。
特に岩槻の場合 は、先 ほど の三 蔵法師のお話もありましたし、縄文土器やミミズク 土偶
が発掘された真福 寺貝塚 であ った り、城下町として発展をした歴史もあったり、また さい
たま市全体として も大宮 の氷 川神 社であったり、本当に様々な歴史や地域の文化が根 付い
ている市であると思います。
ただ、それをま だ多く の方 が知 らないという状況もありますので、それを知ってい ただ
く機会をつくって いくこ とも とて も重要ですし、市民憲章をつくる上でも参考になる と思
います。
10 区 そ れ ぞ れ よ い と こ ろ が あ る が、 ば らばら な 感じ が する と いう お 話 があ り まし た 。
合 併 し て20年 た っ た か ら 、 もう 一 つ の まちに な っ たと は、 私 自身も まだ 思っ てい ま せ ん 。
た だ 、 違っ た 歴 史 や 文化 を 持 っ て い た市 が 合併 を して、 20年 と いう 歴 史 を通 じ て様 々 な
課題に一緒に取り 組みな がら 、少 しずつ同じ市民としての意識を共有しつつあるので はな
いかと思います。 もっと 力を 合わ せられるようになれば、さらに素晴らしいまちにな ると
思 い ま す。 そ う い っ た旧 ４ 市 と い う より は 、10 区 の 皆 さ んの 力 を合 わ せ られ る よう な 、
市民憲章であるこ とが望 まし いと 思いますので、皆さんの願いを形に表していければ と思
います。
それから、子ど もの未 来を つく るということを是非入れてほしい、また、子どもた ちの
意見も入れてほし いとい う御 意見 もありました。私どももこれからできるだけ多くの 市民
の皆さんから御意 見をい ただ きな がら、市民憲章をつくりたいと思います。今アンケ ート
も行っていますが 、子ど もた ちか らもいろいろな意見を聞きながら、子どもたちが持 って
いる夢や希望が実現するまちにしていきたいと思います。
公園やスポーツ 施設な ど、 多く の方が利用できる環境をつくってほしい、また子ど もた
ちの夢をサポート してい ただ くた めの専門家を育成してほしいというようなお話をい ただ
きました。全国学 力・学 習状 況調 査で「将来の夢や希望を持っている」と答えたさい たま
市の子どもたちの 割合は 非常 に高 いのですが、夢や希望というのは、幸福を感じるの に重
要なことの一つで はない かと 思いま す。夢や希望を持つことがエネルギーになり力に なり、
生きていけるのだ ろうと 思い ます 。私たちもそういった子どもたちの夢、また市民の 皆さ
んの夢をきっちり サポー トし て形 にできる、応援してあげられるような、そんなまち にし
ていきたいと思います。
さいたま市で学 んでよ かっ たと 言っていただきました。また未来に向けて、日本を リー
ドする都市になる ことを 感じ させ るような市民憲章にしてほしいという御意見をいた だき
ました。
さいたま市を住 みやす いと 感じる 市民の割合が非常に高い数字であるということで すが、
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子どもの未来、弱 者をサ ポー トす る機能のある都市、差別のない地域づくりが必要で はな
いか、そういった視点も入れてほしいという御意見をいただきました。
そしてあわせて 、新型 コロ ナウ イルス感染症について、感染した人たちが差別され たり
する場面が見られ るとい うお 話が ありました。差別のない地域づくりということは重 要だ
と思います。新型 コロナ ウイ ルス に感染することは、その人の責任ではありません。 これ
は風邪やインフル エンザ にか かる のと同じようなことですから、かかった人に責任が ある
ということではあ りませ ん。 その 中で私たちは、できるだけ新型コロナウイルスにか から
ないための取組を してい かな くて はならないし、コロナ禍でも安心できる環境をつく らな
ければいけません 。是非 皆さ んから もそういった視点でいろいろ見ていただきたいで すし、
周りの方々にもお話ししていただければ有り難いと思います。
未来の日本のモ デルに なる よう な、また子どもたちの未来につながるような市民憲 章に
してほしいとお話 をいた だき まし た。私たちも、若い皆さんや子どもたちが読んで元 気に
なるような市民憲章になったらよいと思います。
歴史ということ につい て、 また 長期的な視点を持ってまちづくりをしていくことの 大切
さについてお話をいただきました。
本当にさいたま 市もい ろい ろな 歴史がある中で、だんだん歴史を感じるものが見え にく
くなってしまった り、な くな って しまったりという状況もありますので、そういった とこ
ろについては、し っかり 私ど もも 残していく、継承していくこともあわせて取り組ん でい
きたいと思います。
それでは次 に、 市民の日 につ いて お伺いします。どんな日にしたらよいのか、どん な日
がよいのか、御意見をいただきたいと思います。
●参加者
私はスポーツが 大好き で、 特に サッカーが好きです。そのため、市民の日には、浦 和レ
ッズ対大宮アルディージャのさいたまダービーが見られたら面白いと考えています。
市民の日において、みんなが知らないというのが一番もったいないと思います。私は
小・中とさいたま 市で育 って 、見 沼代用水のことなど、それなりにさいたま市につい ては
学校で学んだので すが、 高校 以降 はあまり学ぶ機会がなく、まだまだ知らないことも 多い
です。同じように 市民の 日が あっ ても、知らない人がいるということがとてももった いな
いと感じます。市 長から の説 明に あった、さいたま市の特徴や魅力に関連した数値の 高さ
についても、この 資料を 見る まで 知りませんでしたし、現在東京都内の大学に通って いる
のですが、さいた ま市か ら離 れて しまうと、市民の日があったとしても、実感がわか ない
ということもある ので、 その あた りも、さいたま市に在住しているからこそ感じられ る何
かがあったら嬉しいです。
●参加者
今のさいたま市 を支え てい るシ ニア層の方々と、今素晴らしい環境で育ててもらっ て、
これからの未来を 支えて いく だろ う私たち学生層が、あまり交流を図れていない、隔 絶さ
れた関係であると 思いま す。 市民 の日には、そういう両層の交流が図れるようなイベ ント
が開かれる日にな ったら よい ので はないかと思いました。また、障害を抱えた方々な ども
一緒に交流し、よ り一丸 とな れる ようなイベントがあったら積極的に参加したいと思 う人
が多いと思うので、よいのではないでしょうか。
それと、私もス ポーツ が好 きで 、バレーボールをよくやるのですが、千葉市の市民 の日
では、公共施設や 体育館 など を無 料で開放しているという記事を見たので、さいたま 市で
もあったらよいと思いました。
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●参加者
今新型コロナウ イルス 感染 症の 拡大で、いろいろな集客施設の客が減って大変だと 思う
のですが、市民の 日は、 市民 の皆 さんが外に出るような日にしたらよいのではないか と思
います。
先ほどの市長の 御説明 の中 に、 公共施設の無料開放というのがありましたが、鉄道 博物
館や埼玉スタジア ム２○ ○２ 、映 画館のような民間の集客施設についても、賛同いた だけ
るところは無料と か、安 くし ていた だくとよいと思います。また、商店街にも声をか けて、
催しを一緒にして もらう など 、市民 が外に出かけられるような日にしたらどうでしょ うか。
日にちは、外出 しやす い秋 の第 何金曜日という形で、三連休の初日になるように設 定さ
れてはどうでしょ うか。 そう する と催しが、金、土、日と３日間連続でできるように もな
るので、考えてはどうかと思いました。
●参加者
先ほどもお話し したよ うに 、以 前教員をしていて、大宮で校長をしていた時はとに かく
地域を回り、地域 をよく 知る ことが できました。ところが、退職して岩槻に戻ったと たん、
岩槻について何も 知らな いこ とに 気がつきました。それで何かできないかということ で、
演奏活動などいろ いろな こと をし ているのですが、岩槻のまちを見たときに、本当に 素晴
らしい人たちがい るし、 すご いお 店もたくさんあることに気づきました。そういう人 やお
店と、音楽をやり たい人 をマ ッチン グできないかと思って、マップづくりを考えてい ます。
それだけではつ まらな いの で、 「つきの駅」のマップというものをつくってみまし た。
行政ではできない と思う ので すが 、個人の商店もたくさん載っています。我々が考え たの
は、住んでいる人 間にし かつ くれ ないものをつくりたいということです。住んでいな いと
わからない、そん な情報 が入 って いるものはほかにはないだろうと思ってつくったの がこ
のマップでした。 マップ をつ くっ てみて、知らないことがまだあまりに多くて、今も この
マップを見ながら 岩槻を ずっ と歩 き続けています。歴史的なもの、それから歴史だけ では
なくて、現在の素 敵なお 店な ども 含めて見ることができて、私も岩槻に関する考えが また
変わってきました。
ですから、市民 の日は 、市 民が外 に出て歩ける、そういう日にできたらよいと思い ます。
そのときにこのようなマップも、使ってもらえたらよいと考えているところです。
●参加者
市民の日は市民 憲章と 同じ よう に、全国の耳目が集まるようなイベントを開催する のが
よいと思います。 イベン トの 条件 は、さいたま市に関係があること、市民全員が参加 でき
ること、費用はあ まりか けな いこ とが挙げられると思いますが、そうなると、コンク ール
形式などがよいかと思います。
先進例として、 福井県 丸岡 町に 「一筆啓上賞 日本一短い手紙コンクール」という もの
があります。こう いうの を考 えて みたのですが、さいたま市の伝統産業として、岩槻 の人
形と大宮の盆栽、 浦和の うな ぎが あります。うなぎは絶滅危惧種ですから蒲焼き日本 一の
ようなイベントは できま せん ので 、代わりに漫画会館を入れまして、四コマ漫画コン クー
ル。大宮盆栽美術 館があ りま すの で、日本一の野草盆栽コンクール。岩槻人形博物館 があ
りますので、折り 紙人形 づく りコ ンクール。このようにさいたま市に関係のある伝統 産業
や文化に注目して 、それ をコ ンク ール形式にすると市民誰でも参加することができ、 全国
的に発信することもできるのでよいと思いました。
●参加者
さ い たま 市 に は 10 区 あ り ま す が 、意 外 と他の 区 のこ と を知 ら なか っ た りす る こと が あ
ると思います。で すから 、例 えば 各区ごとに拠点を決めて、他の区から来た場合には 割引
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するとか、何か特 典をつ ける など して、なるべく違う区に出向くような形のイベント があ
るとよいと思います。
また、先ほどサ ッカー の話 もあ りましたが、サッカーの試合を無料で見られるよう な形
にするなど、市が一体となるようなイベントが必要だと思いました。
●参加者
普段から、私た ち大人 が何 気な い生活の中で交通ルールを守らない姿が多々見受け られ
ます。岩槻駅の東 口もロ ータ リー ができましたが、ロータリーの真ん中を歩いていっ てし
まう大人もすごく たくさ んい ます 。市民の日は、そういう姿を子どもにも見られてい ると
いうのを意識しな がら、 交通 安全 の意識を大人がより考えられる日になるとよいと思 いま
す。また、自治会 やシニ ア層 の方 が地域の目として子どもたちを支えてくださってい るの
ですが、私を含め 保護者 の意 識が とても低いと感じています。なので、先ほどもお話 があ
りましたが、市民 の日に は、 シニ ア層と学生や子ども、保護者全員が一緒にできるイ ベン
トができる日であるとよいと思います。
●参加者
毎月市報さいた まが配 られ ていま すが、そこに毎月１つキーワードを盛り込んでお いて、
最終的に全体のキ ーワー ドが わか ると、市民の日に何か特典が得られるようなことが あれ
ばよいと思います 。毎年 市民 の日 だけにさいたま市に触れるというよりは、毎月継続 的に
触れた結果、市民 の日に 何か 特典 が得られるという方が、年間を通してさいたま市と 触れ
合うことができ、さいたま市について知るきっかけになるのではないかと思いました。
●参加者
サッカーの 試合 のような 大々 的な イベントなどもよいと思うのですが、先ほど意見 があ
ったシニアの方と 我々学 生の 交流 などがあればよいと思います。また博物館などの施 設の
無料開放や割引などでさいたま市を知れるようなイベントがあればよいと思いました。
●参加者
市民の日につい てでは ない ので すが、ノーマライゼーション条例が策定されたこと が、
高次脳機能障害を 患って いる 私や 、私を支えてくれた知人、友人、親、親戚の方にと って
よかったと思いま した。 ただ 、先 ほど交通ルールを守らない人がいるというお話もあ りま
したが、高次脳機 能障害 は交 通事 故のけがの後遺症としても発症するということが最 近わ
かってきたので、 そうい うこ とを 考えて、もう少し皆さん御自身の体を大事にした方 がよ
いと思いました。 また、 市民 憲章 にノーマライゼーション条例の要旨を生かしていた だき
たいと思いました。
◆市長
市民の日につい ては、 さい たま 市でサッカーが盛んということで、さいたまダービ ーを
開催したらどうか という お話 をい ただきました。また、市民の日にさいたま市のこと が実
感できるような、わかるような日にしてほしいというお話がありました。
市民の日には、 シニア の方 と若 い世代との世代間交流が図れるようなイベントが行 われ
るとよいのではな いかと いう よう なお話をいただきました。また、できれば社会的弱 者の
方々も含めて、み んなで 参加 でき るイベントがよいというお話でした。さらに、公共 施設
を無料開放し、スポーツがしやすい環境ができるとよいというお話もいただきました。
市民の日は、外 に出る よう な日 にしたらどうかということで、公共施設、民間の施 設、
また商店街なども 含めて みん なで 協力して、無料開放であったり割引であったり、み んな
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で楽しめて、盛り 上げら れる 日に したらよいのではないかというお話をいただきまし た。
また三連休の初日 を市民 の日 にす ることで、市外に働きに行っている方々も含めて、 一緒
に楽しめるという 意味だ ろう と思 いますが、そういう日にしたらよいのではないかと いう
御意見でした。
市民の日は外に 出て、 歩け る日 ということで、御自身で今取り組んでいらっしゃい ます
岩槻のマップのお 話をし てい ただ きました。歩いてまちを巡っていると、普段車で何 気な
く通り過ぎてしま う場所 もい ろい ろ見えてきたり、ちょっとした石碑があったり、気 付き
がたくさんありま すので 、そ れも 歩くことのよさだと思います。また、そうした気付 きに
より、改めて市内 にある たく さん の歴史的なものを知り、歴史を感じることができる のも
良さの一つだろう と思い ます 。ま た、素晴らしいお店がたくさんあるという御案内を いた
だきました。その 地域の 今も 昔も あわせて、よさを感じていただける、そんな日にな れば
ということだと思います。
全国の耳目が集 まるよ うな こと をしてはということで、さいたま市にゆかりのある 文化
を題材にして、具 体的に は四 コマ 漫画であったり、野草盆栽であったり、折り紙人形 であ
ったりを全国から募集をして、それを発信してはどうかというお話でした。
さいたま市の文 化であ る、 盆栽 も漫画も鉄道も、かなりコアなファンがたくさんい る分
野でもありますので、全国的に呼びかけると広がりが出てくると思います。
他の区のことを 知らな いこ とが 多いので、他の区との交流が図れるように割引をし て、
行ったことのない 区に行 って みた らどうだろうかという御提案をいただきました。そ れは
私も同感です。
ちょうどま ちか ど雛めぐ りの とき だったでしょうか。私も回っていましたら、浦和 区か
ら来ている方から たまた ま声 をか けられたのですが、「今まで岩槻に来たことがなか った
けれど、歩いてみて、岩槻はよいまちですね」と、お話ししていました。
４つの市が合併 してで きた 市で すので、旧市内を全部回ったことがある人もそうは たく
さんいらっしゃら ないと 思い ます が、他の区を回るということも、さいたま市のよさ を知
る意味ではすごく重要なことだと思います。
交通ルールを守 らない 方は 、大 人にもたくさんいるので、交通安全への意識を高め る日
であったり、自治 会の皆 さん や地 域の皆さん、保護者等で世代間交流をして一緒に何 かに
取組み、保護者の 意識を 高め るイ ベントがあったらよいのではないかという御提案を いた
だきました。
市民の日を１年 に１回 だけ では なく、毎月できることを継続していき、年に１回の 市民
の日につなげてい く、例 えば 市報 にキーワードを載せていくという御提案をいただき まし
た。１年に１回だ けです と、 確か にわからないこともあるかもしれません。毎月続け てい
ったものが１年に １回の 市民 の日 につなげられるというのは、すごく重要な発想だと 思い
ました。
市民の日にシニ アの方 と学 生が 交流をするということが重要ではないか、また博物 館等
を割引していただ くと、 市の 文化 や歴史のこともわかるのではないかという御提案を いた
だきました。
ノーマライゼー ション 条例 のよ さを市民憲章に是非入れてほしいという御意見をい ただ
きました。
ノーマライゼー ション 条例 は、 障害のある人もない人も一緒につくろうということ で、
−15−

平 成 23 年 に 100 人 委 員 会 を つ く っ て 、 10回 以 上 に わ た っ て 議 論を し て 、 そ の 上 で 出 来
上がった条例です 。障害 のあ る方 々も、私たちがつくった条例だという意識を持って いた
だいて、平成23年にノーマライゼーション条例をつくることができました。
条例ができて終 わりと いう こと ではなくて、その後も市民会議などで、継続的な検 証を
させていただいて います 。ノ ーマ ライゼーション条例は、障害のある人もない人も地 域の
中でともに助け合 いなが ら生 きて いける地域社会をつくっていこうという趣旨でつく った
条例です。この視点は市民憲章にも参考になるのではないでしょうか。
長時間にわたり まして 、皆 さん からたくさん御意見をいただき、ありがとうござい まし
た。皆さんから寄 せられ た一 人ひ とりの思いが形になった市民憲章にしていきたいと 思い
ます。市民憲章が できた ら、 ここ にいらっしゃる皆さんは参画した一員であるという こと
を是非忘れないで いただ きた いと 思いますし、今日いただいた御意見も、これから始 まる
審議会などにも提 出をさ せて いた だいて、議論をしていただきたいと思っているとこ ろで
す。
さいたま市はま だまだ 様々 な可 能性や発展する力を持っている市だと思います。そ れを
さらに一体化し、 力を合 わせ て発 展に導くためには、自分たちも市のことを知ったり 、区
を越えて、また年 代を越 えて 、ま た様々な障害のあるなしを越えて、みんなが力を合 わせ
ていくことが不可欠だと思います。市民憲章がそのきっかけになればよいと思います。
これからまた、 パブリ ック コメ ント等いろいろ御意見いただく機会があるかと思い ます
が、市民憲章に御 注目を いた だき 、そしてよりよい市民憲章になるように取り組んで いき
たいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
本日は本当に長時間にわたりまして、ありがとうございました。

■ 補足 説 明
「 第二 の 人 生を 豊 か にす る こと 」 に つい て
本市では、定年退職後や子育てを終えた後の人生「セカンドライフ」をいきいきとすごすため
に、ボランティア、就労、地域活動等に関する相談・情報提供を行う窓口「セカンドライフ支援
セ ンタ ー （ 愛称 「 り ・と ら いふ 」 ） 」を 浦 和 駅東 口 コム ナ ー レ９ 階 に 開設 し てい ま す 。
50歳以上のさいたま市民ならどなたでも利用できます。
ま ずは 気 軽 にお 立 ち 寄り く ださ い 。
（ 保健 福 祉 局 長 寿 応援 部 高 齢 福 祉課 ）
「 市内 ボ ラ ンテ ィ ア ガイ ド 会に つ い て」 に つ いて
市内には、岩槻観光ボランティアガイド会、大宮観光ボランティアガイド会、さいたま市観光
ボランティア浦和ガイド会があり、それぞれ各地域での歴史資源などの紹介を行っています。各
ガイド会へは、本市の外郭団体である公益社団法人さいたま観光国際協会を通じて、活動に対し
支 援を し て いま す 。
（ 経済 局 商工 観 光 部 観 光国 際 課 ）
「 高次 脳 機 能障 害 者 のサ ポ ート 体 制 」に つ い て
さいたま市高次脳機能障害者支援センターでは、高次脳機能障害の基礎的な知識を正しく理解
し、高次脳機能障害者（児）やその家族に寄り添いながら支援を行うサポーターの養成を目的と
し た講 座 を 実施 す る 予定 で す。
（ 保健 福 祉 局 福 祉 部 障 害者 更 生 相談 セ ン ター ）
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※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 。

−17−

