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新しい市本庁舎整備等の
検討を進めています
これまでの検討等を踏まえ、令和3年2月に「本庁舎整備等に係る
基本的な考え方」を公表し、本庁舎整備と庁舎移転後の現庁舎地
利活用の基本的な考え方をまとめました。

検討の経緯

合併協定書調印（平成12年9月）
さいたま市誕生（平成13年5月）

本庁舎の整備は、旧浦和市・旧大宮市・旧与野市の３市に

平成14

おける合併協定書で将来の新市の事務所の位置について

新市庁舎庁内検討会議

平成20

検討するものとされ、本市誕生以来、重要事項として、 平成23
庁内検討会議や学識経験者、市民代表者などからなる 平成24
審議会での検討等を進めてきました。また、建築後45

さいたま市庁舎整備検討委員会
さいたま市本庁舎整備審議会（平成30年5月答申）

平成30

年が経過した現在の本庁舎は、令和元年度に実施した

令和1
令和2

建物の劣化状況等の調査の結果、本庁舎の目標使用年

答申を満たす3つの適地を選定
本庁舎整備等に係る基本的な考え方公表（令和3年2月）

（年度）

数は60年（令和18年まで）と確認されました。

本庁舎整備

現庁舎地利活用

新庁舎の整備場所は、

庁舎移転後の現庁舎地利活用に
ついては、消防署、区役 所 機能

岩槻駅周辺地区

さいたま新都心
バスターミナルほか街区

を残すことを前提とし、

日進・宮原地区

とし、

本市合併30周年（令和13年）
を目途に新庁舎を供用開始

大宮駅周辺・
さいたま新都心
周辺地区

することを目指します。

美園地区

さいたま新都心駅

さいたま
スーパーアリーナ
コクーンシティ

浦和駅
周辺地区

武蔵浦和地区

本庁舎整備場所

本市が目指す将来都市構造における位置付け
都心

副都心

を目指すべき方向性とします。
具体的には、

⃝文化芸術拠点
⃝教育・先進研究拠点
⃝市民交流拠点

浦和駅

さいたま新都心駅

（ さいたま新都心
バスターミナルほか街区 ）

多様な世代に愛され、
県都・文教都市にふさわしい
感性豊かな場所とすること

中心市街地

などを想定しており、これらを基
本に浦和駅周辺地区のまちづくり
ビジョンの検討（10ページ）を踏
まえながら進めます。

2つの都心の機能を充実させ、一体性を高めた、全市的な観点からのまちづくりを推進します

具体化に向けて

今後、パブリック・コメントやタウンミーティング
などで、市民の皆さんからご意見を伺いながら基
本構想の策定等を進めていきます。タウンミーティ
ングについては、17ページをご覧ください。

右の二次元コードの
「ご意見入力フォーム」
からご意見をお寄せ
いただけます。

詳しくは、都市経営戦略部(Ｔ829・1033、Ｆ829・1997)へ。
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は12ページに記載しています。

つなぐ
に
来
未
道しるべ

さいたま市民憲章を制定しました

市誕生20周年を迎え、皆さんから寄せられたさまざまなご意見をもとに、郷土への思いや、
市民としての誇りなどが込められたさいたま市民憲章を制定しました。

さいたま市民 憲 章
おおらかな荒川の流れと、見沼田んぼが豊かに広がる武蔵野のみどりにいだかれたさいたま市は、街

道や鉄道のかなめとしてにぎわい、歴史をかさねてきました。先人たちはここに集い、学び、祈り、美
しさと深い味わいをたたえた独自の文化を育て、教育やスポーツのさかんな風土を培ってきました。この

まちを誇りとし、ともに時をかさねる私たちさいたま市民は、だれもが自分らしく生きてゆける社会を築
きたいと願い、このまちを未来につなぐ確かな道しるべとして、ここにさいたま市民憲章を刻みます。

私たちは、
まちの歴史や伝統を受け継ぎ豊かにはぐくんで、明日の世代に伝えます。
小さないのちの大きな未来を信じて、子どもをみんなで支えてゆきます。
みずから学び言葉をみがき、新たな挑戦を志し、自分を耕しつづけます。
深く思いやり、広く理 解し手をとりあって、ちがいを力にしてゆきます。
空も水も、草木も花も里山も、ともにある美しい都市を創ってゆきます。
市制施行20周年記念
令和３年７月１日制定

憲章の制定までの経緯や、憲章文に込められた意味などについては、市ホームページでご覧になれます。

詳しくは、都市経営戦略部(Ｔ829・1035、Ｆ829・1997)へ。

をつなぐ
安全で、感動的なオリンピック・パラリンピックに
7月23日に、東京2020オリンピックが開幕し、8

す。だからこそ新型

月24日には東京2020パラリンピックが開幕しま

コロナウイルス感染

す。本市では、埼玉スタジアム2002でサッカー、さ

拡大につながらない

いたまスーパーアリーナでバスケットボールのオリ

よう、市民、関係者

ンピック競技が行われ、連日、熱戦が繰り広げられ

の皆さんにもご協力

ています。また、本大会には、本市ゆかりの選手も

いただきながら安

多く出場しています。

全な大会にしていきましょう。そして、世界中の皆

東京でオリンピック·パラリンピックが開催され
るのは57年ぶりであり、市民、選手、関係者の皆さ
んにとって、さまざまな想いが込められた大会で
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さんへ勇気と希望を届けるオリンピック·パラリン
ピックにしていきましょう！
さいたま市長

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。

クローズアップ

さいたま市 Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

浦和駅周辺地区の将来を考えよう！
歴史文化資源や「県都」
、
「文教都市」といったイ
メージを生かした“洗練された伝統と感性豊かな
文化が息づく、風格で魅了する都心地区”に向け
て、まちづくりビジョンの策定を目指しています。

お店も多くて、
生活しやすい！

都内に近くて、
通勤も便利！

伝統があるまちだね

（仮称）浦和駅周辺まちづくりビジョン有識者懇話会

▲

■申込期間

８月28日㈯ 13時30分〜15時
青少年宇宙科学館（浦和区駒場）
150人程度（抽選）
市ホームページ
ファクス…行事名、住所、氏名、電話・ファクス番号を、都心整備課へ。
※結果は全員に連絡します。
8月2日㈪〜13日㈮

▲

■日
時
■会
場
■定
員
■申込方法

会議の様子は、後日YouTubeで配信します。詳しくは、市ホームページへ。

詳しくは、都心整備課(Ｔ829・1577、Ｆ829・1937)へ。

楽しく走ろう！

さいたまランフェス2021-22
ランニングイベントへの参加を目標にして、運動習慣を身につけてみませんか。

オンラインの部

埼玉スタジアムの部

参加方法 スマートフォン専用アプリ
「DISTRICT（ディストリクト）
」を使用
募集開始 ９月上旬(予定)
種目 / 内容

期間

バーチャル・マラソンチャレ
ンジ / 自宅周辺などを走り、 11/12 ㈮〜 30 ㈫
獲得ポイントを競う
プレイグラウンド・チャレ
ンジ / 市内 4 つのコースを
走り、獲得ポイントを競う

参加料

期
日 ①令和４年１月15日㈯ ②１月16日㈰
会
場 埼玉スタジアム2002（緑区美園）※周回コース
募集開始 8月4日㈬ 12時
No.

種目
ハーフマラソンの部

① ５km の部
550 円

12/1 ㈬〜 27 ㈪

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大人数
で集まることや人が密集している状況での走行は控
えてください。また、道路交通法を遵守し、周囲の
迷惑となる行為はしないでください。

いずれも参加者には抽選で素敵なプレゼントがあります。

10km の部
車いすの部
（１km）
親子ランの部

対象

15 歳以上の方
（中学生は除く）
小学生以上で、
車いすを常用
している方
小学生と
その保護者
小学３〜６年生

定員
参加料
1,000 人 4,950 円
500 人 3,300 円
1,000 人 3,850 円
30 人 1,650 円

800 組
１組
1,600 人 3,300 円
1,650 円
各 200 人
３km の部
中学生
2,200 円
４時間
小学３年生以上の方
１人
200 チーム
チームランの部 （１チーム２〜12 人）
3,300 円

② （1.5km）
1.5km の部

※いずれも先着順です。なお、参加料には大会記念Ｔシャツと
オンラインの部への参加権が含まれます。

大会内容や参加方法など、詳しくは、大会
公式サイトをご確認ください。
Ｈhttps://saitamarun.jp/

詳しくは、大会事務局（(一社)さいたまスポーツコミッション内）(Ｔ762・8349、Ｆ762・8474)、
又はスポーツイベント課(Ｔ829・1730、Ｆ829・1996)へ。
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8 月 2 日㈪スタート

24 時
間
いつで
も
どこで
も

市税 の 納付がスマホアプリでもできます
納付方法

対象の税目

Step1

Step2

Step3

● 市・県民税(普通徴収)

利用できるスマートフォン
アプリをインストールし、
納付書を用意します。

アプリで納付書のバー
コードを読み取ります。

画面の表示に従って操
作を進め、納付を行いま
す。

● 固定資産税(償却資産)

● 固定資産税・都市計画税
● 軽自動車税(種別割)
● 国民健康保険税

利用できるスマートフォンアプリ

利用方法などは、
市ホームページへ

詳しくは、各市税事務所納税課、又は収納対策課(Ｔ829・1167、Ｆ829・1962)へ。

オンラインショップ

オープン

障害のある方が作る製品のオンラインショップ「サデコMONOがたり」が6月にオープンしました！
デザイナーや職人の指導を受けて製作した雑貨類、シェフの監修による商品、素材にこだわった商品などを取りそろえています。
商品例
春里どんぐりの家

ねこばさみ

ゆうの樹

ぱらだいすかふぇ

可愛いらしいフォルムの苔玉

埼玉福祉事業協会

コスタリカぷらびだ村コーヒー

たっぷりロスパン詰め合わせ

クオ・ヴァディス

さをり織りx本革の小物入れ

ふくふく

コーヒービターな夜 甘い余韻を

その他の商品など詳しくは、
「サデコMONOがたり」ホームページへ。

すてあーず

ステンドグラスの小物入れ

アトリエ・モモ

大宮ゆめの園

ブールドネージュ

サデコ MONO がたり

リッチギフト

検索

詳しくは、障害者総合支援センター(Ｔ859・7255、Ｆ852・3272)へ。
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※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。

