「清水勇人市長と語る」タウンミーティング【桜区】
〈開催概要〉
日

時：令和 2 年 9 月 12 日（土）

会

場：桜区役所

４階

14：30〜16：00

大会議室 A・B・C

参 加 者：13 名（傍聴者１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、 ここ桜区 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
私は自治会の活 動を行 って いま して、地域の活動から感じることや、市民憲章にど うい
うことを盛り込ん でいた だき たい かについてお話しします。自治会活動を通じて、地 域の
協力、協働、共助 や地域 のコ ミュ ニティの大切さが非常によくわかってきました。そ れと
ともに行政には、 防犯・ 防災 、交 通ルールの問題、市民生活のさらなる向上を目指す ため
の教育・文化の拡 充、地 域特 性を 生かした調和と活力のあるまちづくりをお願いした いと
感じています。
実際に市民憲章 をつく ると 、簡 単に変えるわけにはいかないので、内容としては非 常に
普遍的なものにな ります 。で すが 、市民を鼓舞するようなインパクトのある言葉も市 民憲
章には盛り込んで いただ きた いと いう思いもあり、この辺りの兼ね合いが非常に難し いと
思います。
今回のこの新型 コロナ ウイ ルス 感染症の拡大が人々の健康や経済活動に大変大きな 打撃
を与えていますが 、この ウイ ルス の最も恐ろしいところは、人と人とを分断してしま うと
ころにあります。 このよ うな 時代 だからこそ、相手を思いやる気持ちや、お互いに助 け合
うことが大変重要なことではないかと思います。
ですから、市民 憲章の 中に は、 一番身近な家族や御近所を大切にする、その絆の大 切さ
を是非盛り込んでいただきたいと思います。
●参加者
私は、文化を大 事にす るこ と、 新しい挑戦を止めないこと、豊かな心身を育てるこ と、
この３つを大事にしていきたいと思っています。
まず、文化を大 事にす るこ とに ついてですが、私は大学のゼミで、さいたま市の文 化と
して４つ、漫画、 浦和の うな ぎ、 岩槻の人形、大宮の盆栽があることを知りました。 しか
し、周囲の人でこ の４つ の文 化の ことを知らないという人がたくさんいます。国際的 な都
市を目指すために 、イン バウ ンド の獲得が大事だと思うのですが、さいたま市で観光 とな
ると、東京都と比 較する と、 魅力 の面で劣ってしまうと思います。そこで、このよう な４
つの文化を大事に する市 であ ると アピールしていくことは、外国人受けもよいと思い ます
し、市民がこの文化を知ることが大きな宣伝につながるのではないかと思います。
また、新しい挑 戦をし てい くこ とですが、さいたま市は比較的財政も健全で、人口 も増
え続けています。 なので 、さ いた ま市が新しい挑戦をしていき、政策をつくる上で大 切な
先例をつくってい くこと が、 東日 本のリーダーシップを発揮していく中で大事だと思 いま
す。
また、心身を育 ててい くこ とで すが、私が体育館を利用しようと思ったときに、利 用予
約がしづらかった という 経験 があ ります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止で運 動不
足も問題になって きてい ます ので 、心身を育てていくことをこの市民憲章に盛り込ん で、
体育館を利用しやすくし、市民の交流の場にしていただけると嬉しいです。
●参加者
自治会の環境衛 生の担 当と して 活動している中で多いのがごみの分別の問題です。 地域
の方々が、ごみの 分別の 細か いこ とがわからなかったり、また、外国人が増えていて 、そ
の方たちにどう伝 えるの かと いう 課題もあります。ですので、環境に関して市民憲章 に盛
り込んでほしいと思います。
また、私は神田 地区で 交通 指導 員をしています。子どもたちの朝の通学を見守って いる
のですが、挨拶を しない 子ど もた ちが大分増えてきてしまっているので、子どもたち の笑
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顔を絶やさないということを、市民憲章に取り入れてもらうことも大事だと思います。
あと、神田で「 神田の 祭り ばや し」というのがありまして、神田地区の方々がずっ と昔
から受け継いでき た文化 なの で、 残してほしいという思いもあります。ただ、古くて 今の
時代にそぐわない ものも ある ので 、そういうものを新しい形に少し変えていくという こと
も大事だと思います。
●参加者
さいたま市に引 っ越し てき てま だ２年半ぐらいなのであまり詳しくはないのですが 、住
んでみて日本一のベッドタウンだと感じています。
今までは関西や 都内に 住ん でいた のですが、さいたま市は子育てがとてもしやすい です。
ただ、タウンミー ティン グの よう に幅広く市民の声を聞ける会では、託児ありきでお 願い
したいです。
市民憲章につい てです が、 さい たま市は自然もたくさんありますし、もっと子ども が増
えるとよいと思う のです が、 全国 に比べて出生率が高くない状態のようなので、是非 ３つ
の項目を載せていただきたいです。
まず１つ目が、 「一人 ひと りの 声が生かされるまち」です。ＳＮＳを活用したり、 学校
などに市長へ質問 ができ るよ うな ポストを設置していただいたりして、みんなの声が 生き
るまちになってほしいと思います。
２つ目が、「地 域で子 育て でき るまち」です。核家族化が進んでいますが、家族だ けで
子育てをするには 限界が 来て いま す。私が今４人目を妊娠中なのですが、いろいろ困 るこ
とが多いので、市でバックアップしていただきたいと思います。
そして３つ目が 、「家 族と の時 間が持てるまち」です。家族持ちの方も単身の方も 、家
族、友人との時間 を持て るよ う、 ワーク・ライフ・バランスを取れるように、市でバ ック
アップしていただきたいと思います。
さいたま市に子 どもを 増や すた めには、例えば今、新型コロナウイルス感染症の拡 大で
学校にも行けず、 孤立し てし まっ ている学生を市が助けることで、この世代が子育て をす
る年代になったと きに、 市に お返 ししようということに繋がってくるのではないかと 思い
ます。
●参加者
私 は 、い き い き 長 寿応 援 ポ イ ン ト を利 用 しな が ら10 人 ぐら い のメ ン バ ーの 代 表と し て
活動しています。 平日は 毎朝 ラジ オ体操をして、その後に、桜区役所の近くの土手を ウォ
ーキングしている のです が、 すご くその上からの眺めがよくて、メンバーと、さいた ま新
都心のビルが一望 できる 自然 がある のがよいねと話しています。ただ、歩いていると きに、
高齢者も歩きやすいように整備していただけたらよいねとも話しています。
それから、 土手 から降り ると 、田 園風景がまたすごくよいんですよね。珍しい野鳥 が見
られる場所でもあ ります 。さ いた ま市にも見沼や秋ヶ瀬など、素晴らしいところがた くさ
んありますので、是非ともそういうところを残していただきたいと思います。
●参加者
私 は 、30 年 間 浦 和 区 に 住 ん で い ます 。 さいた ま 市は 、 都市 で もあ り な がら 緑 豊か で 、
とても住みやすいまちなので、今後もずっと住んでいきたいと考えています。
ただ一方で、他 の地域 、特 に都 心から見たときに、知名度の低さであったり、「ダ サイ
たま」のようなネ ガティ ブな イメ ージもあったりします。そこで市民憲章に入れてい ただ
きたいのは、「誇 り」で す。 まず は自分たちが誇れるまちだということをアピールで きる
まちにしていきたいと思います。
●参加者
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最初のスライド の、さ いた ま市 の魅力の説明で、小・中学生の「失敗を恐れないで 挑戦
している」、「自 分には よい とこ ろがある」という自己肯定感は本当に大切なものだ と思
っています。その 数値が 全国 平均 と比べてかなり高いのは本当に素晴らしいことなの で、
是非このことを市 民憲章 に盛 り込 んでいただきたいと思います。一人ひとりが輝ける とい
うことと、自分を 認める こと によ り相手を尊重できて、さらにみんなが成長できると いう
ことは市民憲章としてもよいと思います。
大学のゼミの活 動の中 で、 埼玉 県の外国人児童数がどんどん増えている現状を知り まし
た。自己肯定感が 上がる こと によ って、自分を認め、相手を認めることができ、多文 化共
生が進んでいくのではないかと考えています。
先ほど自治会の 方もお っし ゃっ ていましたが、地域で子育てをするというのは本当 に大
切なことだと思い ます。 地域 で教 育と文化と伝統を調和していくという内容を、市民 憲章
に盛り込んでいただけるとよいと思います。
●参加者
先ほど、市 長か ら御説明 があ った 中に、さいたま市の特徴・魅力というところで、 さい
たま市を住みやす いと思 う人 、さ いたま市に住み続けたいと思う人の割合が高く、大 変素
晴らしいと思うの ですが 、こ れは各 地域における活動が数字に表れているのだと思い ます。
越谷のある 民間 企業は、 四国 の阿 波踊りを地域に紹介し、それが定着してきていま す。
地域と連携を取る ことが 、結 果と して住みやすいとか住み続けたいということにつな がる
のだろうと思います。
桜区の大久 保地 域では、 いろ いろ な活動を、自治会等含めて一体化してやろうとい う考
え方で活動してい ます。 体育 祭や 夏祭りをやれば、たくさんの人が集まってきます。 この
地域では、そうい う努力 をし てきて いるのです。住みやすい、住み続けたいという結 果は、
その地域の方の努 力によ って なっ ているのだということを、市長さんに御理解いただ きた
いです。
ど の よ うな 形 の 市 民 憲章 に す る か とい う ことに つ いて です が 、 10年 ぐ ら い前に 市 民 憲
章ができるであろ うと期 待す る時 期もありました。実際にはできていませんが、旧４ 市に
は市民憲章があり ました 。そ れぞ れの地域に住んでいる方々は、その旧市のものが市 民憲
章だというような 気持ち で、 現在 まで継続しているのです。したがって、それらをう まく
つなげていき、地域に根差す市民憲章をつくっていただきたいと思います。
●参加者
私は、幼い頃か らさい たま 市に 住んでいて、さいたま市の英語教育がすごく素晴ら しい
と実感しました。 私が中 学生 の頃 の話になるのですが、姉妹都市や姉妹校と連携をし たホ
ームステイ事業あ り、そ れに 参加 した際とても貴重な経験をさせていただいたので、 さい
たま市の英語教育の分野は素晴らしいと思っています。
今回この市民憲 章に、 国際 化や グローバル化への対応という言葉を入れることで、 さら
に英語教育を盛り 上げて いた だけ れば、実際に恩恵を受けていた者としてはすごく嬉 しい
です。
●参加者
市民憲章、市民 の日に つい て、 私なりにいろいろ調べてみました。市民憲章は、そ のま
ちの美しさや、育 んでき た文 化等 を肯定的にとらえ、それを発展させていこうという もの
だと思います。さ いたま 市は 特徴 のある市だと思うので、そういうものもベースに市 民憲
章を考えたらどうかと思います。
その特徴の１つ が、さ いた ま市 というのが交通の要衝、東北への玄関口として大き く発
展してきたということだと思います。
先 ほ ど、 市 長 の 説 明に も あ り ま し たが 、 さい た ま市の 人 口は 10 年 ぐ ら いま だ 伸び る と
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いうことです。東 京の存 在感 は、 今後も大きく変わるわけではないので、さいたま市 の重
要度というのは増していくのだろうと思います。
そう考えると、 市民憲 章に は、 交通の要衝であること、文化・芸術を育んで高い教 養を
保ってきたこと、 そして それ らを 今後いかに発展させるかということについても言及 して
ほしいと思います。
●参加者
市内の企業に勤めています。
私は、さいたま 市民で はな いの ですが、他の市から見たさいたま市という視点が、 市民
憲章をつくる参考になればと思いまして、お話しさせていただきます。
さいたま市は、 ４つの 市が １つ になったということで、個々の市にはそれぞれの歴 史が
当然あると思うの ですが 、他 の市 から見ますと、さいたま市は若くて活気があるまち とい
うイメージがあります。
さいたま市には 、経済 、文 化、 自然、スポーツなど全てがそろっているというイメ ージ
を抱いていまして、他市の市民からすれば憧れの市であるという印象です。
私は、さいたま 市はリ ーデ ィン グシティと言えると思います。先ほど他の方の御意 見に
もありましたが、 このこ とに 対す る誇りを持つということを、市民憲章に入れられた らよ
いと感じています。
また同時に、非 常に変 化の 激し い時代ですので、こういった時代においても持続的 な成
長を続けていくた めには 、常 にチ ャレンジを続ける市民であることを市民憲章に盛り 込ん
でもよいと感じました。
●参加者
私は、さいたま 市内の 小中 学校 で学んで育ちました。高校、大学、それから仕事は 県外
なのですが、これ までに 接し た県 外の方と、それから私の地元であるさいたま市の皆 さん
との交流や、小学 校時代 にな じみ のあった浦和市の市民憲章ですとか、小中学校の校 歌な
どを思い返しながら考えてみました。
さいたま市のよ いとこ ろは 、１ つ目に、暮らしやすいところです。都市の便利さと 自然
の豊かさのバラン スがち ょう どよ く、特に自然は、そこに暮らす人にとってより親し みや
すいものへと改善されていったように思います。
２つ目に、スポ ーツ、 文化 、芸 術、環境問題など、いわゆる不要不急と見られがち なこ
とへの関心が高い ところ です 。そ れが、市民にごく当たり前のように根付いていて、 素晴
らしいと思います。
３つ目に、教育 に対し て非 常に 関心が高いところです。このことと関係するのかも しれ
ませんが、子育て 世代に 限ら ず、 ごく普通の市民の幼児、児童、生徒たちへの目配り 、気
配り、心配りが素晴らしいと思います。
そういうことを 踏まえ て、 市民 憲章に盛り込みたいのは、「「お帰りなさいが似合 うま
ち」。いわゆる観 光地で はな いけ れども、大きな災害もなく住みやすい。「ダサイた ま」
と呼ばれても笑っ て受け 入れ る懐 の深さ。東日本の玄関で都会を目指す人、地方に羽 ばた
く人の志も応援す れば、 都会 や日 々の生活に疲れた人にさりげなく寄り添う。そんな 誰に
とってもふるさとになれるまち。」
今回、桜区とい うこと で、 その 桜区から発信することとして、「ケヤキ並木のよう なま
ち、さりげなく豊 かな木 陰を つくる 、鳥たちのねぐらになる、旅人の道案内であり休 憩所、
来し方行く末を指 し示す 、サ クラ ソウのようなまち、荒川の自然と調和、水害など厳 しい
試練と辛抱強く向 き合っ て誠 実に 生きる、派手ではないけれども、ここにしかない花 を咲
かせる、シラサギ のよう なま ち、 川・沼そこに住む生物などに生かされてともに生き る、
ここでしっかり力を蓄え、時が来たら世界へと飛び立っていく。」
すみません、皆 さんが 具体 的な ことをおっしゃる中で、非常に抽象的なことになり まし
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た。
◆市長
地域の協力・協 働・共 助、 また 、コミュニティの大切さを引き続き継承してほしい とい
うお話がありました。
さいたま市は、 こうい った 地域 のコミュニティが残っているまちだと思っています 。自
治会活動だけでな く、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 も 、令 和 元 年 度 は延 べ 約 17万 人の 子 どもた ち が参 加 をし 、 延べ 約 ４ 万７ 千 人を 超 え
る地域のボランテ ィアが サポ ート して成り立っています。このようなことが地域の文 化と
して、ずっと根付いてきているまちであると私も感じます。
新型コロナウイ ルス感 染症 が拡 大することで、人と人が分断されてしまう可能性も ある
時代の中だからこ そ、そ うい った 人と人とのつながりが改めて大切だと感じるのだろ うと
思います。
文化を大切にし ていく 、新 しい ものにチャレンジをしていく、それから豊かな心と 体を
育てていくというお話をいただきました。
地域の文化は、 漫画で あっ たり うなぎであったり、人形であったり盆栽であったり 、ど
ちらかと言うとコ アなフ ァン が根 強い文化だと言えると思っていますが、漫画は今や 、世
界中に人気が広が ってい ます し、ま た人形も、多くの方に根付いた文化にもなってい ます。
盆栽も、３年前に 世界盆 栽大 会が 行われましたが、こんなにも世界中の人たちが盆栽 に注
目をしているのか と、改 めて 私た ちもびっくりしました。また、うなぎについては、 かば
焼きの発祥の地と 浦和は 言わ れて います。一方で、地域に根付いているこの文化を知 らな
い人も多いのも事実だと思います。
そういった、さ いたま 市が 培っ てきた文化にももう１回焦点を当てながら発信をし て、
知っていただくことが必要だと思います。
また、新しいも のにチ ャレ ンジ をしていくというお話もありました。さいたま市は 、古
いものもたくさん あるの です が、 新しい方々がたくさんいらっしゃるので、新しいも のが
次々と生まれるチ ャンス があ る都 市だと思います。そういったところもさいたま市の 魅力
になるのだろうと思います。
また、心身を育 てると いう お話 もありました。さいたま市も、スポーツについては 積極
的に振興に努めて います が、 施設 を使いやすくなるよう改善しながら、市民の皆さん が、
いつでも、どこで も、誰 でも 、い つまでも運動ができる、そんな環境づくりをしてい きた
いと思います。
環境問題やごみの問題についてお話をいただきました。
「さいたま市民 意識調 査」 の中 では、ごみの処理やリサイクルについては、満足度 が高
い項目となってい ます。 これ は、 皆さんが分別や、いろいろな取組をしてくださって いる
結果だろうと思います。
一方で今、ごみ 置場の 問題 など 、いろいろなことがコミュニティの中では課題にも なっ
ているところです。
環境問題という のは、 人と 自然 との関わりの問題でもあると思いますが、自然を大 切に
していくことを次の時代に継承していくこともすごく大事なことだと思っています。
また、交通指導 員もさ れて いる とのことで、ありがとうございます。その中で、子 ども
たちの笑顔を絶や さない まち であ ってほしいというお話や、最近、挨拶が少なくなっ てき
たというお話もあ りまし た。 私は さいたま市内の全ての学校を、２周以上訪問してき まし
た。朝の挨拶運動 にも行 きま した が、小学校低学年ぐらいだと元気いっぱいに挨拶し てく
れますが、だんだ ん年齢 が上 がって いくにつれて挨拶が少なくなってきていると感じ ます。
挨拶はコミュニケ ーショ ンの 基本 であり、人と人とのつながりを大切にするさいたま 市と
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しては本当に大切 なこと だと 思い ます。これからも挨拶をしっかりできる子どもたち であ
ってほしいと私も思います。
あと、神田のお はやし の話 もあ りました。さいたま市は、旧浦和市も旧大宮市も、 それ
ぞれの地域でおは やしが 残っ てい て、皆さん御苦労されながら一生懸命、地域の夏祭 りを
盛り上げてくださ ってい ます 。こ ういった地域の文化を大切にしていくことが、さい たま
市を大切にし、人を大切にしていくことにつながるのではないかと思います。
さいたま市は日本一のベッドタウンだと思うという言葉をいただきました。
さいたま市は、 転入者 が転 出者 を上回った転入超過の数が、２年連続で全国第３位 とな
っ て い て、 特 に 15歳 以 下 の 年 代 層 でい う と、２ 年 連続 全 国第 １ 位と な っ てい ま す。 合 計
特殊出生率でいう と、さ いた ま市 は低い状況ですが、他の地域から子どもと一緒にさ いた
ま市に引っ越して きてく ださ って いる方がいます。さいたま市は若い世代の方に住ん でい
ただいているまちだと思っています。
それは地域で、 いろい ろな 形で 皆さんが子育てに関わっていただいて、子どもたち を育
てやすい環境があ るから だと 思っ ています。私たち行政や地域の皆さんで、子どもを より
育てやすい環境を つくっ てい くこ とは、合計特殊出生率をあげることや、若い皆さん がさ
いたま市で子育てをしたいと思っていただけるまちへとつながっていくと思います。
また、家族で時 間を持 てる まち 、という御提案をいただきました。さいたま市は、 東京
へ通勤されている 方は、 どう して も通勤通学で一定の時間が取られてしまいますので 、家
族で過ごす時間が 取りに くい とい う環境もあるかと思います。でもそういった家族の 絆を
深めていくということもすごく重要だと思います。
新型コロナウイ ルス感 染症 が拡 大したことで、家族のつながりというのは、すごく 重要
だと私自身も感じます。家族や地域を大切にする、そういう市でありたいと思います。
「シルバーポイ ント事 業」 を活 用していただいてありがとうございます。高齢者の 皆さ
んが健康で元気になっていただくというのも、さいたま市の強い願いです。
ラジオ体操やウ ォーキ ング をし た後の素晴らしい眺めのお話もいただきました。さ いた
ま市は、都会と自 然が本 当に うま く共存した都市だと思います。その魅力をどう次に 生か
していくのか、継承していくのかは本当に重要なことだと思います。
私もこの新型コ ロナウ イル ス感 染症の流行が始まった頃から８月ぐらいまで、仕事 以外
ではほとんど外に 出るこ とが あり ませんでした。私は見沼区の自然豊かな場所に住ん でい
て、10分か15分歩 くと、見沼田 んぼが近くに見えるのですが、先日久しぶりに朝早 く起
きて、空の青さと か、自 然と か、 田んぼで稲が伸びている光景を見てすごくほっとし まし
た。コロナの時代 になっ て改 めて 皆さんもこの自然の素晴らしさを認識されているよ うな
気がします。自然を大切にしていくまちであり続けたいと思います。
都市と自然が共存して住みやすいまちというお話をいただきました。
一方で、少しネ ガティ ブな イメ ージがあるので、自分たちにもっと誇りを持ったら よい
のではないかというお話をいただきました。私もその通りだと思います。
私は、これから のまち づく りの テーマは、「絆」と「誇り」の２つではないかと思 って
います。
「絆」は、人と 人とが どう 関わ って、どうつながってそのまちを形成していくか。 「誇
り」は、自分たち の地域 や歴 史や 文化に対して誇りを持ち、自分たちもそれらに関わ りな
がらまちをつくっていくということだと思います。
最近は、シビッ クプラ イド とい う言い方もしますが、市民の皆さんから、さいたま 市は
こんなに素晴らし いんだ とい うこ とが、いっぱい出てくるようなまちになるとよいと 思い
ます。非常に素晴らしい言葉だと思います。

−12−

失敗を恐れずに チャレ ンジ をす る、自己肯定感が高いという、今のさいたま市の子 ども
たちの状況についてお話をいただきました。
学校の成績もさ いたま 市は よい のですが、一番自慢に思うのはこの部分です。自分 には
よいところがある 、学校 に行 くの が楽しい、こう言ってくれる子どもたちがたくさん いる
というのは誇りで す。日 本人 の子 どもたちの自己肯定感は低いと言われていますが、 さい
たま市は、「自分 には、 よい とこ ろがある」と答える子どもたちの割合が結構高いで す。
小学校はテー マ説 明 でもお 話 し し ましたとおり全国平均よりも8.7ポイント高いのです が、
中学校はさらに高 い数字 とな って います。その要因は何かと考えた時、もちろん家庭 の中
で、子どもたちが すくす く生 き生き と育てられているというのもあると思います。で すが、
一番の要因は地域 だと思 って いま す。もちろん学校の先生方も頑張ってくれていると 思い
ますが、親とか学 校の先 生以 外の 人たちが、いろいろ応援をしてくれたり、ほめてく れた
り、声をかけたり してく れて いる という関係性がさいたま市にはあるから、子どもた ちに
とって上下関係だ けでは ない いろ いろな関係が生まれてきて、そして自己肯定感につ なが
っているのではないかと考えています。
そういう子ども たちが 多い こと は、学校の成績が高いことよりも嬉しいものだと思 いま
す。それを支えて いただ いて いる地 域の皆さんや市民の皆さんに、私も感謝をしてい ます。
自分を認め相手を 尊重で きる 、そ ういった社会になるように、さいたま市が率先して 努め
ていきたいと思います。
越谷の民間企業 が地域 に阿 波踊 りを紹介したというお話がありました。その企業の 創業
者の方がふるさと の阿波 踊り を紹 介して、南越谷地区に根付かせたそうです。本当に 多く
の費用がかかり、 また多 くの 人が 関わる大変な事業だったと思いますが、年々大きく なっ
て、関東でも屈指のお祭りの一つになっていると思います。
お話にあったと おり、 地域 で一 体となっていろいろな行事が行われています。私も 大久
保地域の運動会に 何回か お邪 魔し ましたが、本当にたくさんの方が集まって一緒に汗 をか
き、一緒に楽しみ 、一緒 に喜 んで 悔しがったりしています。こういう共通の体験をす るこ
とはすごく大切だ と思い ます 。だ んだんとそういったことがしにくくなったり、面倒 くさ
くなったりという ような 方も いら っしゃるのかもしれません。でも、これが続いてい るか
らこそ、子育ても しやす くな る、 犯罪も少なくなるといったプラスの面につながって くる
と思っています。
そして、４つの 市民憲 章が それ ぞれの市民の心のベースにあったのではないか、そ れを
うまく活用してほ しいと いう お話 がありました。たしかに、この４つの市の市民憲章 にヒ
ントが隠されてい る部分 もあ ると思 いますので、それをしっかりと見つけていきたい です。
で す が 、違 う 歴 史 、 違う 地 域 で あ っ た４ つ の市 が 合併し 、 １つ の市と し て この20 年 間 を
ともに歩んできた 歴史は すご く重 いと思います。そして、その一つ一つの市が合併す るこ
とによって、これまでとは違う魅力も備えたまちになったと思っています。
そういう意味で は、そ れぞ れの 市を大切にしながら、また今度はさいたま市として の一
体感を強めながら、さらに求心力を持てるような市民憲章ができたらよいと思います。
英語教育につい てお話 をい ただ きました。また、国際化、グローバル化といった言 葉も
入れたらどうかという御提案をいただきました。
さいたま市は今 、「グ ロー バル スタディ」という英語教育を小学校１年生から始め てい
て、英語教育の時 間数で は全 国で ナンバーワンになっています。昨年度の全国学力・ 学習
状況調査の結果で も、政 令指 定都 市の中で中学校英語は第１位でした。全国で見ても 第１
位 に な って い ま す 。 英検 ３ 級 相 当 の 英語 力 を持 つ 中学３ 年 生の 割合も 、 77％ 近 くあ り ま
す。これは、さいたま市の英語教育がそのベースにあるのだと思います。
旧４つの市で、 一生懸 命そ れぞ れ取り組んできてくださった教育が、今は地域の文 化と
して根付いている と思い ます 。こ れはさいたま市にとっては最も誇るべきことの一つ だと
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思います。ですの で、こ れか らの グローバル化時代、国際化時代に対応した視点を大 切に
していきたいと思います。
さいたま市は交 通の要 衝で ある というお話をいただきました。まさにその通りだろ うと
思 い ま す 。 人 口 も 、 昨 年 と 比 べ て １ 万 1,000 人 以 上 増 え て いま す 。 本 当 に 有 り 難 い こ と
にたくさんの方に 、さい たま 市を 選んで住んでいただいていると思っています。その 最大
の理由は、先ほど 申し上 げた 教育 もありますし、また利便性が高いということもある と思
います。都市部に も行け るし 、東 北などの地方にも行ける、そういった交通の利便性 があ
るということも、 さいた ま市 の大 きな特徴です。その中で、文化・芸術、そしてお話 があ
りました教育、教 養とい った 魅力 のあるまちになっていると思います。こういったと ころ
を私たちもこれから後世に継承していき、地域の誇りとしていきたいと思います。
外から見たさい たま市 とい うこ とで、憧れの地であり、また、県内のリーディング シテ
ィであると評価をいただきました。
その中で、誇り を持つ とい うこ とが重要で、それを市民憲章に盛り込んだらどうか とい
うお話がありまし た。さ いた ま市 のよさを市民にもっと知っていただくことが、誇り につ
ながっていくと思います。この誇りを持つということはすごく大切なことだと思います。
それから、変化 の激し い時 代の 中でチャレンジし続ける市であってほしいというお 話も
ありました。これ も本当 にそ の通 りだと思います。交通の要衝ということもあって、 人や
物や情報が行き交 うまち です から 、古いものも大切にしながら、変わらなくてはなら ない
こと、変えなけれ ばなら ない こと 、また新しい価値を生み出し続けられる、そんなま ちで
ありたいと思います。
もうそのまま市 民憲章 にも 使え そうな素晴らしい御提案をいただきました。表現し てい
ただいたとおりで あると 思い ます 。本当に暮らしやすいまちで、自然と便利さがバラ ンス
よくあるまちだと私も思います。
その中で、児童 や生徒 たち への 心配りが素晴らしいというお褒めの言葉をいただい たの
も、これも本当に嬉しいです。
さらに、具体的 な御提 案も いた だきました。そういった言葉なども参考にさせてい ただ
ければと思います。
それでは、「市 民の日 」が こうい う日になってほしい、こんなことをやってほしい など、
是非また皆さんから御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。
●参加者
私は北海道から 大学進 学に 伴い さいたま市に来たのですが、こちらの人は少し忙し いと
いうか、何かに普 段から 追わ れて いるという印象が強いです。私も、せっかくの休日 であ
るのに勉強しないと、せっかくだから遊ばないと、みたいな気持ちがあります。
なので、市民の 日は、 一段 落し ていただく、特に何もしないという日にしてほしい と思
います。学校を休 みにし たり 、休 業に協力してくれる企業とかは、難しいとは思うの です
が休みにするとよいと思います。
ただ、それだけ だと少 し寂 しい 気もします。私は散歩が趣味なのですが、散歩をし てい
ると、普段通学し ている ルー トば かり歩いていると気付けなかった景色などに気付く こと
があります。です ので、 市民 の日に は、是非普段とは違うことを少しだけしていただ いて、
気付いたことがあ ったら 写真 を撮 っていただいて、ＳＮＳにハッシュタグをつけて投 稿す
ることで、皆さん で共有 でき るよ うなイベントができるとよいと思います。写真は、 景色
でもよいですし、 高層ビ ルの 美し さでもよいですし、友達の顔でもよいですし、お気 に入
りのお店の料理で も何で もよ いの ですが、そういうものを上げていただくと、さいた ま市
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のよさを再発見することにもなりますし、郷土愛を感じることもできると思います。
投稿するだけだ と、イ ンセ ンテ ィブがなく、やる人も限られてくると思いますので 、抽
せんでもよいです し、コ ンテ スト でもよいのですが、うなぎの食事券とか、商店街で 使え
るお金とか、バスの利用券とか、さいたま市に関連した景品があると嬉しいです。
●参加者
市民の日を設定 するの は、 非常 によいことだと思います。ただ何をするかについて は、
公共施設の無料化 、学校 を休 校に する、給食で特別メニューを出す、というのは、あ まり
ぱっとしないと思います。
さいたま市とい うのは 、国 際都 市、未来につながるようなものを生み出していくこ との
できるまち、とい う位置 にあ ると 思います。したがって、この市民の日には、国際都 市や
未来都市というも のに関 連付 ける ような催しをしてほしいと思います。市長や市が音 頭を
とって、姉妹都市 もある わけ です から、海外からも人を呼び、市内の小中学生と交流 する
ようなことをしていただきたいと思います。そういう日であれば大賛成です。
●参加者
秋ヶ瀬公園で花火大会をしてほしいです。
●参加者
今 、 10 区 そ れ ぞ れ で 区 民 ま つ り を開 催 してい ま すよ ね 。区 ご とに 特 徴 を持 っ たイ ベ ン
トをやっているの だろう と思 いま す。それを市全体で行うというのは、なかなか難し いの
ではないでしょうか。
したがって、こ の市民 の日 の目 的をきちんと定めていただいた上で、意見を求めた 方が
よいと感じています。
●参加者
埼玉県民の日は 学校は 休み です が、大人は休みではないので、県民の日自体も忘れ てし
まいます。なので 、学校 を休 みに するというよりは、他市の例にもありますが、特別 な給
食が出るとよいと 思いま す。 私は 市外の出身なのですが、小学校のころに特別な給食 が出
るという日があり、嬉しかったのを覚えています。
また、学校が休 みにな ると 、共 働きの家庭では、保護者の方が子どもを預けるとこ ろを
探さなければいけ なかっ たり 、ど ちらかが休まなければいけなくなったり、どこかに 連れ
ていってあげなけ ればい けな かっ たり、といった負担もあります。大人からみると、 さい
たま市内のスーパ ーなど で割 引が あったり、ポイントを増やすといったものがあった ら面
白いと思います。
●参加者
先ほどお話しいただいた方の、割引をするという意見は面白いと思います。
例えば、さいた ま市の もの を割 引にすると、さいたま市を知る機会にもなるので、 「さ
いたまを食べる」というのもよいと思いました。
●参加者
子どもは休みで あって も両 親が 休みではない場合もあります。私はこの市民の日の 前後
１週間を「さいた ま市民 の日 週間 」として、例えば鉄道博物館や美術館、映画館等の 割引
券がいただけるとか、市民が楽しめる日になってもらいたいと思います。
◆市長
市民の日につい ては、 休み にな ってほしいということでした。その休みを通じて散 歩し
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ていただいて、景 色を見 て、 さい たま市のよさを再認識してほしいということでした 。そ
ういった中で、Ｓ ＮＳで ハッ シュ タグをつけた写真を集めたり、コンテストをしたら よい
のではないか、と いうお 話を いた だきました。また、その商品もうなぎとか、さいた ま市
にちなんだものということで、非常に具体的な御提案をいただきました。
市民の日は、さ いたま 市を 意識 する日にしてほしいというお話でした。国際都市、 未来
へつながる都市と いうコ ンセ プト や、そこから連想されるいろいろな事業や行事をし たら
どうかというお話をいただきました。これも素晴らしい御提案だと思います。
さいたま市も、 ４つの 市が 合併 しましたので、海外の姉妹都市も６つあります。国 内の
友好都市もありま すが、 市民 の日 に改めて集まっていただいたり、交流を深めるとい うよ
うなことも必要かもしれません。面白い御提案でした。
秋ヶ瀬で花 火大 会を開催 して ほし いというお話がありました。現在は、５年に１回 は荒
川で花火大会を行 ってい ます が、 花火大会も非常に思い出に残るイベントではないか と思
います。
市民の日を設定 するの であ れば 、きちんと目的をしっかり決めて、その上で行った 方が
よいというお話が ありま した 。その とおりだと思います。なぜ、何をするために行う のか、
こういったことをより考えていく必要があると思います。
通常の祝日でな いと、 子ど もが休 みになったとしても大人が休みではないというこ とで、
忘れられてしまうのではないかというお話がありました。
むしろ、休みと いうよ りは 、特 別な給食にしたり、地域の商店街と連動した企画を した
りするとよいのではないかという御提案をいただきました。
それも面白いで すね。 行政 とし て行事を行うだけではなくて、市民の皆さんや地域 の皆
さんも参加して考えていただいて、一緒に楽しい事業をするというのもよいと思います。
さいたま市に関 連する もの を割 引して買ってもらうことで、さいたま市のよさを知 って
もらうことになるというお話でした。
市民の日の前後１週間を「市民の日週間」としたらどうかというお話がありました。
休みの日をつく るかど うか は別 として、家族全員一緒に過ごすということを考える と、
なかなか１日だけ だと難 しい 部分 があるかもしれません。そういった意味では、１週 間で
盛り上げていくという発想も非常に面白いと思いました。
本日はお休みの ところ を御 参加 いただきましてありがとうございました。改めて、 皆さ
んから頂いたいろ いろな 御意 見は 、私たちにとって大変嬉しいこと、有り難いことが たく
さんありました。
本日参加いただ いた方 の中 には 、実際に地域の中でいろいろな活動をしている方も たく
さんいます。本当 に多く の市 民が 一緒に汗をかいて、子どもたちや市民のために活動 して
くださっているの がこの さい たま 市です。市民の力が何よりも素晴らしいのがさいた ま市
だと思います。
ただ、足りない ことが 幾つ かあ るというお話もありました。その中で、マイナスイ メー
ジがあったりする ので、 誇り を持て るまちへという言葉も出ました。去年は「翔んで 埼玉」
という映画が大ヒ ットし て、 私も 見に行きました。散々埼玉のことを揶揄されながら 、映
画が終わるとなぜ かみん なで 拍手す るという珍しい光景でありました。映画が終わっ た後、
みんなが拍手をし ている 映画 とい うのは初めて見ましたが、それだけさいたま市や埼 玉県
民の皆さんの温か い心を 感じ たと ころでもありましたし、さいたま市や埼玉県民だっ ても
−16−

っと自信を持ってよいのではないかと思います。
私は、さいたま 市民意 識調 査で 「住みやすい」という数字が８割を超えるようにな った
ころから、そのこ とを挨 拶で 度々 言うようにしました。なぜかと言うと、８割を超え る市
民の皆さんが「住 みやす い」 、「 住み続けたい」と言ってくれているということを私 は実
を言うと知らなか ったか らで す。 住んでみると本当に住みやすいし、便利なところも ある
し、便利なところ だけで はな くて 自然もあるし、周りに住んでいる人たちもすごくよ い人
ばかりです。さら に、子 育て がし やすい、いろいろな人間関係がある中でもよい環境 にあ
る、さいたま市は そうい うま ちだ と私は思っていて、その中で「住みやすい」という 数字
が高いというのは、もっと誇りにしてよいと思います。
今 年 、さ い た ま 市 は「 Ｃ Ｓ 90運 動 」 の最終 年 で 、 2020年ま でに こ の「住 みや す い 」
と い う 数字 に つ い て 90 ％ 以 上 を目 指 すと いう 大 き な目 標 を掲 げ て、 市 役所一 丸 とな り 、
事業者の皆さんの御協力もいただいて行ってきましたが、いよいよその結果が出ます。
84.4％から90％にい くまでは、か なり高いハードルですから、それを達成できたかどう
かはわかりません 。また 、新 型コ ロナウイルス感染症の拡大もありましたから、むし ろ下
がってしまうかも しれま せん 。私 はそれでもよいと思っています。市役所にもいろい ろな
仕事があります。 病院で 働く 人、 ごみの回収をしている人など、いろいろな仕事をし てい
る 職 員 1人 1人 が 、 さ い た ま 市 は 住 み や すいまち だ と思 っても らえる よ うに同 じ目 標 を持
って、日々考えな がら仕 事を して いこうというのがこの運動の大きな狙いでもありま す。
目標を立てて、み んなで 頑張 って こられてよかったと思いますし、これからもまた、 引き
続き住みやすいまちを目指していきたいと改めて思いました。
冒頭でも申し上 げまし たが 、さ いたま市は４つの市が合併してできた市です。旧何 々市
だとか、いろいろ なこと が言 われ た部分もあります。今もそういったところが全くな いわ
けではないかもしれません。
し か しこ の 20年 間 、 そ れ ま で は 別々 だ った市 が 一緒 に なっ て 、市 民 が 一緒 に なっ て い
ろいろな活動をし てきま した 。同 じ目標に向かって頑張ってきました。一緒に汗をか きな
がらいろいろな経 験をし てき まし た。政令指定都市という、日本をリードするような 市に
さ い た ま市 は な り ま した 。 私 は こ の 20 年 という の を契 機 にし て 、も う 一 度こ の さい た ま
市のよさをみんな で振り 返り なが ら、それから、未来へつながる、チャレンジし続け る、
そういう市として 、そし て自 分の 市だけではなくていろいろな市にも貢献ができる、 東日
本にも貢献できるような市として発展させたいと思っています。
皆さんには、引 き続き この 市民 憲章についていろいろな御意見を頂戴し、一緒にこ のま
ちづくりに御協力をいただければと思います。
今日は本当にありがとうございました。

■ 補足 説 明
「 ごみ の 分 別」 に つ いて
ごみの分別の課題については、「家庭ごみの出し方マニュアル」の配布に加えて、ごみ分別ア
プリを提供しています。こちらのアプリは検索性が高く、英語や中国語、韓国語など５か国語に
も 対応 し て いま す の で、 是 非ご 活 用 いた だ け れば と 思い ま す 。
（ 環境 局 資源 循 環 推進 部 資 源 循 環政 策 課 ）
「 桜区 役 所 近く の 土 手の 整 備」 に つ いて
桜区役所周辺の河川については、国が管理する一級河川荒川、埼玉県が管理する一級河川鴨川
があります。整備状況の確認、および土手の整備に関する提案事項については、それぞれ下記の
連 絡先 ま で よろ し く お願 い しま す 。
【荒 川 】 （国 土 交 通省 荒 川上 流 河 川事 務 所 ）
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T E L ： 04 9 - 2 46 - 6 37 1 FA X ： 0 49 - 2 4 6- 7 2 82
【鴨 川 】 （埼 玉 県 さい た ま県 土 整 備事 務 所 ）
T E L ： 04 8 - 8 61 - 2 49 5 FA X ： 0 48 - 8 6 6- 9 7 13
また、別の河川の土手に関する提案事項については、一度さいたま市の河川課までご連絡くだ
さ い。
（さ い た ま市 建 設 局土 木 部河 川 課 ）
T E L ： 04 8 - 8 29 - 1 58 5 FA X ： 0 48 - 8 2 9- 1 9 88
m a i l ： k a s en @ c it y . s ai t a m a .l g . j p
（ 建設 局 土木 部 河川 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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