「清水勇人市長と語る」タウンミーティング【見沼区】
〈開催概要〉
日

時：令和２年９月１９日（土）

会

場：見沼区役所

２階

１５：００〜１６：３０

大会議室

参 加 者：14 名（傍聴者２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、 ここ見沼 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
さいたま市は、 ケヤキ やサ クラ ソウなど自然豊かなので、豊かな自然を守っていく とい
う内容を入れるとよいと思います。
また、岩槻 の人形 や大宮 の盆 栽な ど伝統工芸が盛んということで、伝統をつないでい く、
受け継いでいくと いった 内容 を取 り入れた方がよいと思います。また、伝統をつない でい
くだけでなく、新 しいこ とに も積 極的に挑戦し、取り入れるといった内容を入れると よい
と思います。
最後に、さいた ま市は 、住 みや すいまちとして有名なので、市民がまちに誇りを持 ち、
住み続けたいとい う気持 ちを 維持 していくためにも、私たち市民が全力でまちづくり に参
加するといった内容を盛り込めるとよいと思います。
●参加者
数年前に、都内 からさ いた ま市 に引っ越してきました。その当時は本当に緑が豊か で、
ほっとするまちに 来たと 感じ てい たのですが、ここ数年、その緑がどんどん失われて いま
す。私の最寄り駅 は七里 なの です が、駅近くの大きな林も全部更地になってしまいま した
し、駅のホームの すぐ近 くの 桜も 切られようとしています。さいたま市の魅力は、首 都圏
でありながら、自 然が豊 かだ とい うことです。ですから、それを是非憲章に盛り込ん でい
ただいて、今ある 自然を 大切 に残 して、次世代に受け継いでいきたいと思います。こ の夏
も大変な暑さで、 地球温 暖化 が叫 ばれていますが、さいたま市の緑を大切にして、ヒ ート
アイランド現象が起こらないようにお願いしたいと思います。
それから、芸術 と文化 の育 成に ついても盛り込んでいただきたいです。さいたま市 は音
楽、演劇、絵画な ど、様 々な 芸術 や文化に取り組んでいる方が多いと思うのですが、 残念
なことに、それを 発表す る場 が少 ないと思います。七里駅のそばには、そういう市民 が集
える場がありませ ん。小 さな 場で よいので、音響のよい小さなホールとか、絵画を発 表で
きる小さなギャラ リーを つく って いただくと、市民の生活に潤いが出てくるのではな いか
と思います。
●参加者
私は、人生のほ とんど を旧 与野 、大宮、浦和で過ごしてきました。特に大宮が大好 きで
す。それが吉祥寺 の次に 、住 みた い街ランキング４位になったということで、本当に 嬉し
く、誇りに思っています。
七里という地区 は見沼 田ん ぼと 、日本一長い桜回廊が素晴らしく、以前は森がいっ ぱい
ありました。この 森が好 きで 、何と か残ってほしいと思っていましたが、少しずつ消 えて、
20〜30軒の 建て売り 住宅があっ という間に建ってしまいました。地球もますます異常気
象になっていくと いうこ とを わか っていながら、世界中でどんどん緑が破壊されてい くこ
とが、すごく私は切ないです。
自然を守る一環 として 、七 里駅 前の桜を何とかして残していただきたいと思います 。そ
こにはお金がかか ると思 いま す。 発展するということも大事ですが、緑を残すという 計画
も、大事なのではないでしょうか。
●参加者
私は、５年前に さいた ま市 に引 っ越してきました。大宮武道館で挨拶運動が行われ てい
て、このまちは素 晴らし いと 思っ て、大変喜んでいましたが、実際には朝、散歩をし なが
ら声をかけても、 最初は 返事 が返 ってこない状態でした。でも、住んでいる人がお互 いに
にこやかにして楽 しい気 持ち にな れば、最高のまちになると思いまして、返事が返っ てこ
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なくても、必死で 声をか けて いる うちに、挨拶が返ってくるようになりました。それ から
５年近く経ち、ま た返事 が返 って こない状態にもなりましたが、武道館の前にある立 て看
板の「挨拶で楽し い１日 始め よう 」という言葉を胸に皆さんに声をかけ続け、今また とて
もよい雰囲気となりました。この状態を、努力して続けていきたいと思います。
さいたま市を日 本一素 晴ら しい まちにしたいと思っていますので、足りないながら も頑
張りたいと思います。
●参加者
大 宮 に生 ま れ 育 っ て8 2 年 経 ち ま す 。見 沼田ん ぼ 沿い に芝川 が流れ て おり、 昔は そ こで
泳ぐことができま した。 一旦 、下水 道と同じくらいまで汚れてしまいましたが、今は また、
コイがスイスイ泳 ぐほど きれ いに なってきました。ですから見沼田んぼ沿いに、桜を 楽し
みながら回れるよ うな、 自転 車の コースをつくっていただきたいです。それから、大 宮氷
川神社、中山神社 、氷川 女体 神社 の三社を回る人が結構いますが、特に桜の時期はそ のル
ートを歩きたいと いう人 が多 くい るので、このあたりの歩道の整備も協力していただ ける
と、非常に有り難いと思います。
●参加者
さ い たま 市 に 住 ん で1 0 年 に な り ま す。 他県の 出 身に なりま すので 、 それと 比較 し てよ
いところという観点から、お話ししたいと思います。
まず、市民憲章 には、 市民 の皆 様が誇りに思えることを盛り込んだ方がよいと考え てい
ます。
第一に浮かぶの が、ス ポー ツが 非常に盛んなまちであることです。私の地元では、 浦和
レッズや大宮アル ディー ジャ 、さ いたまブロンコスのようなプロのチームが身近にな かっ
たので、プロのチ ームが 身近 にあ るというのは非常に素晴らしいことだと日々感じて おり
ます。これは非常 に誇れ る点 では ないかと思いますので、スポーツが盛んなことを市 民憲
章に盛り込んでいただくとよいのではないかなと考えています。
もう１つ感じる のが、 住み やす さです。自然が豊かというのもありますし、物価の 安さ
も感じています。 物価が 安い イコ ール商業が盛んであるということでもあるので、価 格競
争も生まれて、結 果的に 消費 しや すい価格帯になっているのかと思います。そういっ た自
然が豊か、かつ、 商業も 盛ん なま ちというのも、誇りとして挙げられる点ではないか と考
えています。
●参加者
郷土への愛着に ついて お話 しし ます。周りがあまりにも変化していってしまったら 愛着
が湧かないと思う ので、 ある 程度 昔のものが残っていることが大切だと思います。私 の近
所は新興住宅地となっ ていて、住 宅が増え、広さは大体30坪から40坪程度です。この広
さだと、３世代が 一緒に 住む のは 難しいと思います。ということは、２世代住んだら 、高
齢者ばかりとなっ てしま いま す。 ですので、どうしたら住んでいる人に郷土への愛着 が湧
くのかと、つくづく考えさせられました。
市民憲章をつくるには、郷土への愛着がなければならないと思います。
●参加者
私は以前、「誰 もが共 に暮 らす ための市民会議」に出席させていただきました。そ の中
で、障害者や高齢 者への 差別 が、 さいたま市の中でもよく見られるというお話を聞き まし
た。私も、傾聴ボ ランテ ィア で高 齢者の施設へ行くのですが、家族は誰も来ず、周り には
話せる人も多くな く、な かな か大 変であるというお話を聞きました。ですので、浜松 市の
市民憲章の中に書 いてあ る「 ひと を思い、助け合い、共に生きる」ということが非常 に大
事だと思います。 私たち も、 周り を見ていて大変そうな人、例えば杖をついて歩いて いる
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人がいたら、助け てあげ ると いう ことが大事だと思います。私も何回かそういう方に 遭遇
してお手伝いさせ ていた だい たこ とがありますが、皆さんも障害者や高齢者を助けて あげ
てほしいと思います。
●参加者
浜松市の市 民憲 章のよう に、 前文 を設け、そこにさいたま市の目的を定めて、その あと
に実現項目をいくつか並べるという形がよいと思います。
小中学校、 高校 にはそれ ぞれ 校歌 がありますが、校歌の中には、市民として、学校 とし
ての使命が盛り込 まれて いる と思 います。校歌の歌詞の中から学校ごとにキーワード を選
んでもらって、そ れを分 類し て市 民憲章をつくれば、子どもたちも自分たちがつくっ た市
民憲章だと実感できるのではないでしょうか。
若いエネル ギー はすごく 貴重 なも のですし、市民全員が参加して市民憲章をつくら ない
と、完成しても何 年かで 忘れ 去ら れてしまいます。そうならないためにも、学校を活 用す
るとよいと思います。入学式や体育祭で、市民憲章を皆で読むこともよいと思います。
●参加者
タウンミー ティ ングの募 集の 案内 を見て、この「市民憲章・市民の日について」が タウ
ンミーティングの テーマ とな るこ とに違和感を覚えました。この「市民憲章・市民の 日に
つ い て 」は 、 政 令 指 定都 市 1 0 周 年 の とき や、さ ら にそ の前か らも議 論 がされ て、 残 念な
がら制定されなか ったと いう 経緯 があるということも承知していましたので、なぜ今 この
タイミングでつく るのか とい う思 いもありました。もう既に都市経営戦略部の方でア ンケ
ート調査もなさっ ていま すよ ね。 それから、ワークショップや、審議会が設置されて いる
ということからす ると、 ここ でタ ウンミーティングのテーマとして扱うにはなじまな いの
ではないか、結果 として タウ ンヒ アリングになってしまうだけでは困ると思って来た ので
すが、担当の都市経営戦略部の方が見えているので一安心しました。
そ れ から 、 市 民 憲 章・ 市 民 の 日 とい う ことです が 、 1 0周年の とき に は議決 が必 要 な、
議案として上げる ものと 、そ うで ないものをどうするのかという話があったようです が、
今回、どうなさる のでし ょう か。 条例でどういう形で提出されるのか。個人的には、 市民
の多くの意見を聴 取して とい うこ とであれば、もちろん市長提出議案でもよいのです が、
幅広く市民の意見 を聞く とい う意 味では、議員提出議案という考え方もあると思いま す。
つまり、条例とし て上げ る、 我々 の意見を聴取したものを条例としてまとめ上げて、 それ
を議会にかける。 それを 、我 々の 代表である市議会議員が審議をするということだと 、違
和感を感じます。
そ れ から 、 今 回 、 審 議 会 設 置 に つ い て 、 補 正 予算 6 0 0 万 円近 く が あ っ た と 思 うの で す
が 、 ホ ーム ペ ー ジ な ど を 見 て も 、 中 身 が わ か り ま せ ん 。 前 提 とし て 予 算 が 1 , 3 0 0 万 円 あ
っ て 、 補正 で 6 0 0 万 円 追 加 と い う こ と の よ う で す の で 、 で きれ ば 少 し そ の 内 容 につ い て
お聞かせいただきたいです。
●参加者
県 外 の出 身 で す が 、約 5 0 年 さ い た ま市 に住ん で いま す。こ こを選 ん で非常 によ か った
と思っていて、子どもたちが３人、孫が５人いますが、全員さいたま市に住んでいます。
桜の季節に なる と、友人 を見 沼田 んぼの桜回廊に招待しています。さいたま市には 海が
ないということは 残念で すが 、見 沼田んぼという自然があります。私は、都会のすぐ そば
にこんなに広い田 んぼや 桜並 木が あるということに驚きました。このような現在ある 自然
は、当時の大宮市 長や、 市民 の皆 さんの努力で維持されていると思います。これは誇 れる
ことです。
市民憲章に 盛り 込んでほ しい こと がいくつかあります。まずは、浜松市の市民憲章 の前
文にもある「市民 一人ひ とり の幸 せ」という文言です。そして、「安全安心」や「未 来に
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続く」というワードや、世界の平和を願うような文言も入ると嬉しく思います。
◆市長
ケヤキ、サクラ ソウな どの 豊か な自然がさいたま市にとって誇りとなるものであり 、ま
た、岩槻の人形や 大宮の 盆栽 とい った伝統的なものを受け継いでいき、さらに、受け 継い
でいくだけではな くて、 新し いも のにも挑戦をしていく、そんな思いが入った市民憲 章に
してほしいという お話を いた だき ました。また、誇りをみんなが持つということを訴 えて
ほしいというお話をいただきました。
お話のあったと おり、 さい たま 市には、他の都市と比べても自慢できることがたく さん
あります。ケヤキ やサク ラソ ウ、 見沼田んぼ、岩槻の人形、大宮の盆栽、本当にたく さん
誇れるものがある と思い ます 。そ のようなことも市民憲章の中に入れられたら、さい たま
市らしくなると思います。
緑豊かでほっと するま ちと いう のがさいたま市の魅力だが、緑が少しずつ失われつ つあ
るというお話をい ただき まし た。 そして、首都圏でありながら、さいたま市に残って いる
素晴らしい自然を、しっかり次世代につないでほしいというお話もいただきました。
また、文化・芸 術の育 成と いう お話もいただきました。そういった内容が盛り込ま れる
とよいと思います。
見沼田んぼや桜 並木が 素晴 らし いというお話がありました。また、最近緑がだんだ ん少
なくなってきていることに不安を感じていらっしゃるというお話もありました。
本当に今、地球 温暖化 がす ごい 勢いで進んでいて、ここ数年は私たちにも目に見え てわ
かるようになって きてい ます ので 、さいたま市に残っているこの自然の大切さを、私 たち
は改めて見直して いかな くて はな らないと思いますし、そういったことを市民憲章に つな
げていきたいと思います。
毎朝散歩をしな がらあ いさ つ運 動をしていただいているということで、誰かがこう いっ
た活動を始めてい ただけ ると 、よ い循環が生まれてくると思いました。また、自然も 大切
ですが、人間関係は大変重要だというお話をされました。私も本当に共感します。
先ほど、さいた ま市を 住み やす いと感じる市民の割合が高いというお話をさせてい ただ
きましたが、その 一番の ポイ ント は何といっても、多くの方々が人間関係や地域のこ とを
大切に思って、活 動して くだ さっ ているということです。それが、住みやすいまちと いう
評価につながっていると思います。
一方で、少しず つ挨拶 が減 って いるところもありますが、また引き続きお力添えを よろ
しくお願いします 。人と 人と のつな がりの大切さということは、重要な視点だと思い ます。
昔は芝川で泳げ たとい う話 を、 私もよく聞きます。その後芝川は県内でも汚い川と して
有 名 に なっ た と き も あり ま し た が 、こ こ 1 5年ほ ど の周 辺の皆 さんの 努 力のお かげ で 、き
れいになってきた と感じ ます 。川は 人間と自然が共生しているバロメーターだと思い ます。
そしてまた、大 宮氷川 神社 、中 川の中山神社、それから、氷川女体神社のような素 晴ら
しい場所を守るということも必要だと思います。
他の県と比較を しての お話 をい ただきました。市民が誇りに思えることを市民憲章 の中
に入れた方がよい のでは ない かと いうことで、スポーツが盛んである、住みやすいと いう
ことを盛り込んだらどうかというお話でした。
本当にさいたま 市はス ポー ツが 盛んで、もちろんサッカーは非常に盛んですが、サ ッカ
ーだけでなく、子 どもか ら高 齢者 の方まで、皆さんいろいろなスポーツで一生懸命汗 を流
しています。そういうことも大きな誇りであるかと思います。
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また、住みやす さの理 由と して 、自然の豊かさと、商業が盛んであるというお話も 頂き
ました。さいたま 市は交 通の 要衝 ということもあり、多くの方にお越しいただき、商 業が
盛んなまちになっ ている と思 いま す。そういったことを踏まえて市民憲章をつくって いき
たいと思います。
郷土への愛 着を 感じても らえ るよ うな市民憲章が必要だというお話をいただきまし た。
昔のものを残して いくこ とが 重要 になるのではないかというお話がありました。確か に、
30坪、40坪 ぐらいの 家が次第に 増えてきて、なかなか多世代にわたって住み続けるとい
うことがしづらい 環境も ある とは 思いますが、一緒に３世代で住めないケースがあっ たと
しても、近くに住み続けていただけるような、そんなまちを目指していきたいです。
さいたま市 では 、 平成23年 にノ ーマライゼーション条例を制定しました。100人 委員
会をつくって、障 害があ る方 もな い方も一緒になって御協議いただきながら、つくっ た条
例です。
条例ができたか ら、そ うい う社 会になれるということではありません。誰もが地域 で共
に暮らしていける 社会と なる ため に、一歩でも前に進めていこうという条例です。ま だま
だ差別があり、障 害のあ る方 にと って生きづらいことや暮らしづらいことがたくさん 残っ
ていると思います 。地域 の皆 さん にサポートしていただいていますが、行政としても 、ノ
ーマライゼーションの社会を実現するために努めていきたいと思います。
こういった観点も市民憲章に反映できるとよいと思います。
前文を設け目的 を定め て、 そのあ と実現項目を入れてはどうかというお話がありま した。
また、大変おも しろい と思 った のは、校歌の中には、その学校や市民の使命などが 散り
ばめられているの で、そ こを 各学校 で議論していただきながら出していただいたらど うか、
それが全員参加に なるの では ない かということです。これは大変素晴らしい御提案だ と思
います。
市民憲章は本来 できる だけ 多く の皆さんに参加いただいて、御意見をいただきなが らつ
くるのがベストだ と思い ます が、 今回は新型コロナウイルス感染症の拡大という状況 の中
で、いかにいろい ろな形 で皆 さん の御意見をお伺いしながらつくっていくかが課題と なっ
ています。その中 で、ア ンケ ート を始め、いろいろな意見を聞く手段や機会を増やし なが
ら進めています。 できる だけ 多く の方が参加した市民憲章となるように、さらに工夫 して
いきたいと思います。
今のところ 、市 民憲章に つい て、 条例として出すか、議会で議決をしていただくか どう
かは、はっきりと 決まっ てい ない 状況です。今後、どういう形で決定していくかとい うこ
とについて、議会とも相談をしながら進めていきたいと思います。
また、予算につ いてで すが 、市 民憲章制定に伴う費用として本年６月に補正予算を 提出
しました。本来は 当初予 算に 出す べきでしたが、当初予算の中には盛り込めなかった もの
ですから、６月に補正予算という形で提出しました。
●参加者
市民憲章の制定に反対したグループがいたのですか。
◆市長
そういうことで はあり ませ ん。 市民憲章の制定は、合併協定書に残された課題の一 つで
し た 。 何と し て も 2 0周 年 と い う 節 目 の 年に制定 し たい という 思いが あ って、 提案 し たも
のですので、市民 憲章の 制定 その ものについて反対をしているという方々は、おそら くい
らっしゃらないと思います。
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さいたま愛にあふれるお話をたくさんいただきました。
さいたま市には 誇れる もの がた くさんあって、それをどのようにこの市民憲章の中 に取
り入れて、市民と して誇 りに 思え るようなものにするかということが重要なのだと思 いま
す。また、一人ひ とりの 幸せ であ ったり、安全安心というお言葉もいただきました。 重要
な視点だと思います。
私自身も、 市政 の運営を して いる 中で、２つの文字を大切にしています。１つは絆 、も
う１つは誇りです。
絆は、人と 人が どうつな がっ てい くか、そして、その地域にどう関わっていくか。 これ
は幸せを決める上 で、と ても 重要 な要素だと思います。これからの時代は、行政だけ で何
でもできるという 時代で はな く、 行政と市民の皆さんや事業者の皆さんが力を合わせ てい
かないと、いろい ろな課 題を 乗り 越えることができないと思います。そういった人と のつ
ながりであったり 、絆で あっ たり 、一人ひとりの存在感であったり、そういったこと を私
は大切にしていきたいと思っています。
もう１つは、誇 りです 。さ いた ま市に住んでよかった、さいたま市に住んでいるこ とが
誇りに思える とい う 市 民 を1人 で も多くした いと思います。先ほど、いろいろなラン キン
グを見ていただき ました 。幸 福度 ランキングでは、さいたま市が１位ですが、必ずし も私
はこうした統計的 な資料 を持 ち出 して、よい評価をされているからと満足しているわ けで
はありません。た だ、外 から 見て さいたま市は非常によいところをたくさん持ってい ると
評価されたので、 それを 市民 の皆 さんに気づいてほしいという思いもありますし、気 付い
ている人たちがも っと勇 気を 出し て、たくさん発信してほしいと思っています。特に 、住
みやすいと感じて いる市 民が ８割 を超えているのは、とても誇りになると思います。 それ
は先ほど申し上げ たよう に、 行政 がよい、誰かがよいなどではなく、住みやすいとい うの
は、市民みんなで つくっ てい る、 それによって成り立っている指標だからです。この 数値
を90％以上にしよう ということ で、ＣＳ90運動をずっと行ってきて、もう間もなく その
結果が出てまいり ます。 なか なか高 いハードルですので、超えられないかもしれませ んが、
目標に向かってみ んなで 力を 合わ せて努力をしていくことが大切だと思い、取り組ん でき
ました。私も、誇 りに思 って もら える市民が１人でも増えてほしいという思いです。 市民
憲章も、さらにその市民の誇りを発信できるものになってほしいと思います。
次は、市民の日について、御意見をいただきたいと思います。
また、市民憲章について言えなかったことがあれば、言っていただいて結構です。
●参加者
市民憲章につい て、皆 さん それ ぞれ自然、住みやすさ、誇りなど様々な意見が出て いま
すが、それを統合 して、 一つ にま とめていくというのは大変な作業だと思います。ど うし
てもそれらの意見 を総合 的に 組み 合わせた、抽象的な市民憲章にならざるを得ません 。そ
うすると、どこの 市でも 通用 して しまうような市民憲章になりがちなので、そうでは ない
形の市民憲章を新たに模索していただきたいと思います。
市民憲章というぐ らいで すか ら、 長期間にわたって普遍のものである必要があります が、
こ う い う時 代 で す か ら、 時 代 に 即 した 内 容とする 必 要も あり、 例えば 1 0年 た った ら市 民
憲章の一部を見直 すとい うよ うな 形であってもおもしろいと思います。今の時代に即 した
ものとなると、格 差や差 別、LG BTなどが盛んに言われていますから、そのようなも のを
含めていただきたいと思っています。
市民の日に つい ては、３ 市が 合併 した日や、政令指定都市へと移行した日がよいの では
ないかと思ってい るので すが 、そ の後に岩槻市が合併したということで、岩槻の人に はあ
まり御理解はいた だけな いの では ないでしょうか。そうすると、これらの日を記念日 に設
定するのはなかな か難し いの で、 今回の制定に間に合いませんが、新市庁舎の開庁日 がふ
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さわしいと思います。
●参加者
市民の日は、さ いたま 市民 とし て、市を活性化させることをするべきだと思います 。区
をまたいで市内の 商店街 や飲 食店 に出かけて食事や買い物をすることで、地域の人と 交流
をしたり、岩槻の 人形博 物館 や大 宮の鉄道博物館などといった博物館や美術館などで 、さ
いたま市の文化や 歴史に つい て学 んで、さいたま市について理解を深めることも必要 だと
思います。
また、さいたま 市はヨ ーロ ッパ 野菜の普及に力を入れているので、それを食べて地 産地
消に取り組んだり 、浦和 レッ ズや 大宮アルディージャなどの試合観戦で、市内の人だ けで
なく市外の人とも 交流を 深め 、お 互いの文化のよさを伝え合うことができたらよいと 思い
ます。
●参加者
私は、小さいときか ら、12月 10日は大宮氷川神社の十日市だから氷川神社へ行く日だ
と育てられ、今で もその 日だ けは 、何とか都合をつけて氷川神社に行っています。市 民の
日に適当かどうかとい うのはまた 別だとは思いますが、大宮の人間としては、12月10日
が一番適当かと思います。
●参加者
市民の日につき まして は、 もう 一度さいたま市の誇りに感じるところを再確認して もら
って、より市民の 皆様が さい たま 市に対して愛着を持てるような過ごし方ができるの が一
番よいのではない かと考 えて いま す。例えば、学校をお休みにして、お子さんを対象 に市
内の施設の入園料 を無料 にす るな どして、積極的に外に出てもらい、さいたま市内の 施設
に触れて学んでい ただく とよ いと 思います。また、スポーツのイベントを通して、小 さい
お子さんにさいた ま市に 愛着 を持 ってもらい、誇りを感じながら素晴らしい人生を歩 んで
もらえるような形に導くというのがよいのではないかと考えます。
●参加者
市民の日を10区交 流の日にし たらどうかと思います。10区それぞれにいろいろな 特徴
があるので、それを十分に生かしながら、交流してもらいたいです。
例えば、見 沼区 を例にし ます と、 確かに桜は多いですが、桜を見に行ったとしても 、近
くにトイレがなか ったり 、飲 食店 がないなどの問題があります。また、他の区から来 る場
合は、路面電車のような交通機関があるとよいのではないかと思います。
それから、見沼 区で取 れる よう な梨や柿などを生かして、１日中、また年間を通し て楽
しんでもらえるも のがあ ると よい と思います。竹やぶなどもうまく活用すれば、いろ いろ
な世代の方に楽し んでも らえ ると 思います。そのような、見沼区なら見沼区らしさを 生か
す方法がまだまだあるのではないかと感じています。
●参加者
市民の日につい てです が、 岩槻 市が最後に合併して今の形になったのだから、その 岩槻
が合併した日とす るのが よい と思 います。市民の日当日は、学校を休みにして、親も 一緒
に仕事を休み、さ らに公 共交 通機 関の乗り放題パスポートを発行するとよいと思いま す。
それで市内のいろ いろな とこ ろに バスや電車で行き、先ほどお話のあったようないろ いろ
な催し物に参加を して自 分た ちの まちを知る。そして、こんな立派なまちなんだと、 郷土
愛を育てる土台を作ってあげたらどうかと思います。
●参加者
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埼 玉 に4 0年 以 上 住 ん で い ま す が 、 森 林公園や 大 宮公 園など 、桜の 季 節が素 晴ら し いで
す。春は心が明る くなる よう な自 然の恵みが感じられ、それにより健やかな心と体、 思い
や り の 気持 ち が 生 ま れま す 。 さ ら に、 夫 婦豊かと い うこ とで４ 月 22 日 がよ いの では な い
かと思いました。
●参加者
市民の日といっても 、さいたま 市に住んでいる20代から50代の多くは、都内に通勤し
ています。市民の 日のあ り方 につ いて、原点から考えるべきだと思います。市民の日 だか
ら何かをするので はなく 、全 員が 休める方がよいです。もう少し市民の日というもの を大
事にしてもらいた いです 。市 民の 日に何をやったらいいのかを我々市民がここで考え るよ
り、もう少し行政の方から具体的な提案をしてもらった方が進めやすいと思います。
●参加者
市民の日に関し てお願 いが あり まして、１つ目は、先ほど、公共施設の無料開放と いう
お話があったので すが、 公共 施設 に限らず、市民の日ということで、無料のところは ある
かもしれないので すが、 県民 の日 で無料開放の施設に行きましたら、小中学生は無料 なの
ですが、付添いは お金が かか ると いうことで入場までに長い行列ができていました。 です
から、もし施設を 無料開 放す るの であれば、できるだけスムーズに入場できるような 工夫
をお願いしたいと思います。
２ つ 目は 、 先 ほ ど お 話 が あ っ た よ う に 、 人 口 が1 3 0 万 人 以上 と 非 常 に 多 い の で、 万 人
向けの催事は難し いと思 いま す。 若い人を対象にして、催事のテーマは限られたもの でよ
いと思うので、少ない参加者でも強烈な印象が残るようなものにしていただきたいです。
●参加者
市民の日につい ていろ いろ 考え まして、赤ちゃんからお年寄りまで、家族でお祝い でき
る日が望ましいと 思いま す。 そこ から発想されるような年代別のイベントを、市の担 当の
方にお考えいただいて、家族でお祝いできる市民の日にしてほしいです。
◆市長
市民憲章につい て、確 かに さいた ま市の魅力を表す言葉がたくさん出てくると思い ます。
おっしゃるとおり 、どこ の市 でも通 用するような市民憲章にはしたくないと思ってい ます。
その中で、変わら ずに市 民憲 章に 残していくべきものと、時代によって変えてもよい もの
と、あわせて考え てよい ので はな いかというお話がありました。そういったことも含 めま
して、検討していきたいと思います。
また、新庁舎に ついて も御 意見 をいただきましたが、今期中にその方針を示すとい うこ
とで、進めているところです。
市内の飲食 店で 買い物が でき たり 、また市内の岩槻人形博物館などを訪れてさいた ま市
の文化を理解した り魅力 を再 認識 できるような日ということで御提案いただきました 。市
外の人とも交流したらよいのではないかという御提案でした。
十日市への思いを聞かせていただきました。
大宮の皆さんの 多くは 、氷 川神 社の十日市に行くと思いますけれども、なかなか難 しい
ところは、浦和に は十二 日ま ちと いうものがありまして、地域によって、記念すべき 日が
変わってしまうというところです。
市民により愛着 を感じ てい ただ けるような日ということで、スポーツイベントを行 った
り、市の施設を大 いに活 用し たら どうかということでした。特に、子どもたちに感じ ても
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らうことが重要で はない かと いう ことで、学校の休校を検討をしたらどうかというお 話が
ありました。
市民の日を、 10区 の特徴を十 分生かしながら10区の交流の日にしてはどうかとい うお
話がありました。
さいたま市は、 ４市が 合併 して できたわけですが、例えば大宮の方が浦和や与野、 岩槻
に 行 っ てい る か と い うと 、 意 外 に 行っ て いないで す 。こ の 10区 のよ さ をお互 いに 知 り合
うということも、重要な考えかもしれません。素晴らしい御提案でした。
また、年間を通 した事 業を 行っ たらどうかという御提案もありました。来年がちょ うど
20周年ということで 、20周年事 業の実施を検討していきます。基本的には新型コロ ナウ
イルス感染症の関 係もあ りま すの で、あまり大々的に人をたくさん集めるようなイベ ント
はしにくい状況で はあり ます が、年 間を通じてさいたま市のよさを知っていただくよ うな、
そんな記念すべき 年にし たい と私 も感じており、そういったことも検討していきたい と思
います。
市民の日には、 公共交 通機 関を 使って、市内どこでも行けるようにするのがよいの では
ないか、また、岩 槻が合 併を した 日を市民の日に設定するとよいのではないかという お話
をいただきました 。自分 たち のま ちを知る、自分たちのことを知る日にしたらどうか とい
う御提案でした。
さいたま市のイ メージ は春 だと いうことで、市民の日は春ごろがよいのではないか 、４
月22日、よい夫婦の日にしたらどうかという御提案をいただきました。
みんなが休める 日にし ては どう か、そのために工夫をしたらどうかというお話があ りま
した。
家族みんなが休 める日 が望 ましい と、私たちも思っていますので、それも意識しな がら、
市民の日を制定したいと思います。
施設の無料開放 の話が あり まし た。官民挙げてこの日を祝う、さいたま市のよさを みん
なで感じ合う、そして発信する、こういったことも重要だと思います。
赤ちゃんからお 年寄り まで 家族 でお祝いができる日にしたらどうかという御提案を 頂き
ました。家族みん なでさ いた ま市 に住んでよかった、みんなが幸せでよかった、そん なこ
とが言い合える日になってほしいと思います。
本日は、大変長 時間に わた って 、皆さんからいろいろな御意見を頂きまして、あり がと
うございました。
これから市民憲 章の審 議会 が始 まります。アンケート結果や、また今日行ったこの タウ
ンミーティングの ことに つい ても 審議会に報告させていただいて、形にしていくこと にな
っています。でき るだけ 多く の市 民の皆さんに参画をいただいて、自分たちが参加を して
つくり上げた、そ ういっ た市 民憲 章だと思っていただくのが大変重要だと思っていま す。
できるだけそうい う機会 をた くさ んつくっていきながら、さいたま市らしく、皆さん が覚
えやすく、理解しやすい市民憲章にしていきたいと思います。
それから、市民 の日に つい ても 、いろいろなお話をいただきました。市全体で官民 挙げ
て、さいたま市を 改めて 見直 した り、知ったりする中で、誇りを感じられるような日 にし
たいというのが皆 さんの 御意 見だ と思います。そんな日に私たちもしたいですし、そ れが
できるだけしやすい環境をつくっていきたいと思います。
最後になります が、本 日は 皆さ んから非常に積極的な、また建設的な、大変素晴ら しい
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御意見をたくさん 頂戴し まし た。 本当にありがとうございます。本日でタウンミーテ ィン
グは３か所目にな ります が、 この テーマでお話を皆さんから聞かせて頂くと、皆さん さい
たま愛が非常に強 いと感 じま す。 去年、「翔んで埼玉」という映画が大ヒットしまし て、
映画の後、なぜか みんな で大 拍手 をするという極めて変わった映画でありましたが、 その
中でさいたま市や 埼玉県 がい ろい ろな形で揶揄される場面もありましたが、それもさ いた
ま市のよさを、改めて知る機会になったかもしれないと思っています。
さいたま市のよ さを、 まだ みん なが共有できていない、また対外的にも発信ができ てい
ないというもどか しさは 、私 自身 も強く感じています。このさいたま市がどんなに素 晴ら
しいまちなのか、 そして それ をど う発信していくのかということを、皆さんに御協力 いた
だきながら、考え ていき たい と思 います。また引き続き、よりよいまち、一人ひとり が幸
せになれるような まちに して いく ために、私たち行政もしっかり取り組んでいきます し、
また市民の皆さん や事業 者の 皆さ んにもお力添えをいただきながら、一緒に頑張って いき
たいと思います。本日はどうもありがとうございました。

■ 補足 説 明
「 見沼 田 ん ぼ沿 い の 自転 車 コー ス 」 につ い て
令和元年度に見沼田んぼの周辺において桜をはじめとした自然や歴史を楽しみにながら周るこ
とができるコースのサイクリングマップを作成し、各区役所の情報公開コーナーにて配布してい
る 他、 市 ホ ーム ペ ー ジに も 掲載 し て おり ま す ので 是 非ご 活 用 くだ さ い 。
（ 都市 局 都市 計 画 部 自 転車 ま ち づく り 推 進課 ）
「 大宮 氷 川 神社 、 中 山神 社 、氷 川 女 体神 社 間 の歩 道 の整 備 」 につ い て
どのルートを通られるかによりますが、地域の方々のご意見を踏まえながら、必要に応じて安
全 対策 等 を 検討 し て まい り たい と 考 えて お り 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 。
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