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「新庁舎整備等基本構想(素案)」に
ご意見をお寄せください！

パブリック・コメント制度

新庁舎整備と庁舎移転後の現庁舎地利活用について、本市の未来を
見据えた全市的なまちづくりの観点を踏まえながら検討を進め、基本
構想（素案）をまとめました。

■構想の名称
新庁舎整備等基本構想

■募集期限
11月22日㈪

■公表場所
市役所 都市経営戦略部、各区情報公開コーナーなど
※市ホームページでもご覧になれます。
　なお、原則、意見への個別回答はしません。

詳しくは、都市経営戦略部(Ｔ829・1033、Ｆ829・1997)へ。

本庁舎のあり方は、浦和市・大宮市・与野市の旧3市における合併協定
書で将来の新市の事務所の位置について検討するものとされ、本市
誕生以来、重要な課題として庁内検討会議や学識経験者、市民代表
者などからなる審議会での検討等を進めてきました。
これまでの検討状況の詳細は、市ホームページでご覧
になれます。

本庁舎整備等の検討状況

新庁舎の整備場所は「さいたま新都心バス
ターミナルほか街区(大宮区北袋町１丁目603
番地１、２)」とし、10年後(令和13年度)を目
途に新庁舎を供用開始することを目指します。
※本庁舎の移転には「さいたま市役所の位置に関
する条例」の改正が必要です。

庁舎移転後の現庁舎地利活用については、
市民サービスの拠点である浦和区役所や浦
和消防署の機能を残しつつ、「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」を目指すべき方向性とし
ます。

●新庁舎整備

●現庁舎地利活用

市内で行われている清掃活動を見える化するWEBサイト「さいたまごみゼロ３６５」を開設しました。
SNSアプリを通じて、いつでもどこでも楽しみながら清掃活動に参加することができます。

清掃活動の輪を広げよう！
SNSアプリを使って 楽しく

コロナ禍での清掃活動の注意点 ごみ分別アプリをご利用ください
新型コロナウイルスの感染防止対策として、
以下の点に注意しましょう。

☑  日時や場所を分散させ、密集を避ける
☑  ２ｍ以上離れて行う
☑  トングでごみを拾い、直接触れないようにする
☑  マスク・手袋を着用する
☑  終了後は手指の消毒や手洗いを徹底する

※ごみ袋の配布やトングの貸し出しを行っています。

拾ったごみの分別や出し方が分か
らないときは「さいたま市ごみ分別
アプリ」を活用しましょう。

テレビ広報番組でも紹介します
11月7日㈰放送のテレビ広報番組
「のびのびシティさいたま市」でも、
アプリの使い方などを紹介します。
詳細は33ページへ。

どうやって参加するの？

STEP 1

「ピリカ」
ホームページから

アプリをダウンロード

※登録が必要です。

STEP 2

拾ったごみの
写真を投稿

STEP 3

活動の記録を
入力

STEP 4

ユーザー同士で 
「ありがとう」やコメントを 

送り合おう！

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

詳しくは、資源循環政策課(Ｔ829・1337、Ｆ829・1991)へ。

「さいたまごみゼロ365」って何？
ごみ拾いを楽しむためのSNSアプリ「ピリカ」を使い、市内で行われ
ている清掃活動を地図上に表示し、他のユーザーと共有することがで
きるWEBサイトです。拾ったごみの写真を投稿し、「ありがとう」やコ
メントを送り合い、楽しみながら清掃活動の輪を広げていきませんか？

登録いただいた方の中から抽選でエコバッグを
プレゼント！また、投稿数が上位の方にも特典
を用意しています！
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をつなぐ

さいたま市誕生20周年を迎えて

　21世紀の幕開けの年、2001年5月1日に浦和市・大
宮市・与野市が合併し、本市が誕生しました。その
後、政令指定都市への移行や岩槻市との合併を経て、
今や日本を代表する都市に成長しました。
　誕生から20年、地震や災害、不況など、これまでさ
まざまな出来事や課題に直面してきましたが、皆さん
と力を合わせ、乗り越えてまいりました。
　また、政令指定都市の幸福度ランキング2020で1
位、SDGs先進度調査2021でも全国1位となるなど、
高い評価をいただくことができました。

　今年成人となった本市
では、「ありがとう20周年
ともに未来へ」をテーマと
し、これまでの感謝と希
望を胸に、「市民憲章」「市
民の日」を制定し、新しい
総合振興計画をスタートさせました。新型コロナウイ
ルスや今後直面する少子超高齢社会に立ち向かい、
輝く未来と希望のまちさいたまをともに作っていきま
しょう。

「新庁舎整備等基本構想(素案)」に
ご意見をお寄せください！

パブリック・コメント制度
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見据えた全市的なまちづくりの観点を踏まえながら検討を進め、基本
構想（素案）をまとめました。

■構想の名称
新庁舎整備等基本構想

■募集期限
11月22日㈪

■公表場所
市役所 都市経営戦略部、各区情報公開コーナーなど
※市ホームページでもご覧になれます。
　なお、原則、意見への個別回答はしません。

詳しくは、都市経営戦略部(Ｔ829・1033、Ｆ829・1997)へ。

本庁舎のあり方は、浦和市・大宮市・与野市の旧3市における合併協定
書で将来の新市の事務所の位置について検討するものとされ、本市
誕生以来、重要な課題として庁内検討会議や学識経験者、市民代表
者などからなる審議会での検討等を進めてきました。
これまでの検討状況の詳細は、市ホームページでご覧
になれます。

本庁舎整備等の検討状況

新庁舎の整備場所は「さいたま新都心バス
ターミナルほか街区(大宮区北袋町１丁目603
番地１、２)」とし、10年後(令和13年度)を目
途に新庁舎を供用開始することを目指します。
※本庁舎の移転には「さいたま市役所の位置に関
する条例」の改正が必要です。

庁舎移転後の現庁舎地利活用については、
市民サービスの拠点である浦和区役所や浦
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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」を目指すべき方向性とし
ます。

●新庁舎整備

●現庁舎地利活用

さいたま市長

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。

※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。
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さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

詳しくは、岩槻人形博物館(Ｔ749・0222、Ｆ749・0225)へ。

詳しくは、動物愛護ふれあいセンター(Ｔ840・4150、Ｆ840・4159)へ。

関連するイベントについては、20ページをご覧ください。
公式サイト Ｈhttps://ningyo-muse.jp/

▲松竹梅 西澤笛畝
　大正15年
　東京国立近代
　美術館蔵

▲

土人形 花笠踊
　江戸～明治時代
　岩槻人形博物館蔵

西澤笛
てき

畝
ほ

は日本画家・人形研究家・人形収集家として、人形文化の発展
に尽力した人物で、集めた人形の多くが岩槻人形博物館の所蔵品と
なっています。笛畝の絵画作品やコレクションなどを通じ、その人物
像や仕事の軌跡を紹介しています。

市誕生20周年事業

猫は繁殖力の強い動物です。無責任なエサやりは繁殖を促し、近隣住民に迷惑をかけたり
不幸な命を増やしたりすることにつながります。

エサを求めてオス猫とメス猫が
集まると繁殖します

猫の数が増えると排泄物の量も増
え、近隣住民に迷惑がかかります

生まれた子猫の多くは、事故や病気、
カラスなどの外敵に襲われ、大人に
なる前に死んでしまいます

飼い猫は近隣に迷惑
をかけないよう室内
で飼いましょう

市内に生息する飼い主のいない猫の増加を抑えるため、去勢手術又は不妊手術を行う場合の
費用の一部を助成します。※耳に切れこみ(Vカット)がある野良猫は去勢・不妊手術済みです。

去勢・不妊手術費等の一部助成事業を実施しています

不適切なエサやりはやめましょう野良猫
への

特別展

11月28日㈰まで
 9時～17時(入館は16時30分まで)
 岩槻区本町6-1-1
 岩槻駅東口から徒歩約10分
 月曜日(祝・休日を除く)
 一般…400円
 高校生・大学生・65歳以上…200円
 小・中学生…150円

期　間

住　所

交　通

休館日

観覧料

開館時間

詳しくは、人権政策・男女共同参画課（Ｔ642・8107、Ｆ643・5801）へ。

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー
行為など女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。これらはそ
の対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。

詳しくは、子ども家庭総合センター総務課（Ｔ711･1798、Ｆ711･8904）へ。

虐待では？と思ったら
　　　迷わず電話を！

女性に対する暴力の問題
 について考えましょう

「子ども虐待のない
社会の実現」の
シンボル

オレンジリボン

虐待のサイン
●不自然なあざや傷がある
● いつもお腹を空かせていて、発育が極端に悪い
●身なりがいつも汚れている
●表情が乏しい
●家に帰りたがらない
●言葉が著しく乱暴である
● 大人の怒鳴り声や子どもをたたく音、
　子どもの不自然な泣き声がしばしば聞こえる

子育ての悩みを相談できる場所があります
子育てにいきづまりを感じたり、心配や悩みがあるときは
●子育て不安電話相談　Ｔ881･0922
月～金曜日　10時～16時(祝・休日、年末年始を除く)

子どもに関する相談について、なんでもお話を聞きます

●なんでも子ども相談窓口　Ｔ762･7757
月・火・木・金曜日　10時30分～18時30分
土・日曜日、祝・休日　9時～16時30分　※年末年始を除きます。

※各区の家庭児童相談室や保健センター、児童相談所でも相談できます。

○24時間虐待通告電話　Ｔ711･6824
○児童相談所虐待対応ダイヤル　Ｔ1

いちはやく

89
○北部児童相談所（西・北・大宮・見沼・岩槻区）
　Ｔ711･3917　Ｆ711･8904
○南部児童相談所（中央・桜・浦和・南・緑区）
　Ｔ711･2489　Ｆ711･8904
○各区支援課
※相談した方の秘密は必ず守られます。
　また、虐待の相談･連絡に関する誤報に罰則はありません。

連絡窓口

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」

期間です！

デートDV防止出前講座を実施しています 無料相談をご利用ください

若年層における交際相手からの暴力を考える機
会として、専門の講師を無料で派遣します。
※ 対象や申込みなど詳しくは、人権政策・男女共同参画課へ。

DV相談＋（プラス）
配偶者やパートナーから受けている様々な暴力につい
て、専門の相談員が一緒に考えます。

 0120・2
つ
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や

9
く

（24時間）

※メールやチャットでも相談できます。
詳しくは、公式ホームページ（Ｈhttps://soudanplus.
jp/）をご覧ください。

　その他の相談は31ページをご覧ください。

男女共同参画推進センターで
は、年間を通して様々な講座を
実施しています。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
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