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県民公論の 

マスコット 

コロンちゃんが 

解説します。 

＊１．「プレミアム付商品券」＝

「がんばろう さいたま！商品

券 第２弾」、額面１３，０００円の

商品券を１０，０００円で販売

（プレミアム率30％）。 

専用コールセンター 

TEL.０３-６７４３-２７３３  

＊２.「ＷＥＢ形式」＝インター

ネット上での間接的開催。 

＊３.「フラワーウォール」＝草

花で作成したモニュメント。 

＊４.「未曾有（みぞう）」＝今

までに一度もなかったこと。 

＊５.「リノベーション」＝既存

の建物を清掃・改装し、新しい

機能や設備を加えて、その価

値を向上させること。 

 前号で本紙が指摘した、本市「インターネット議会中継」の根本的改革

提言に、多くの市民・議員・職員から「よく言ってくてた！」「いまこそ議会

中継リニューアルのとき！」等々、共感の声が寄せられています。 

 今号では、新庁舎建設に伴う、新市議会設置に向けての参考事例とな

るよう、１０項目の議会改革提言を行います（下表）。 

 本市市議会には早期に、「新市議会整備検討特別委員会」を設置し、

新しいさいたま市議会が、全国地方議会の最先端を行くモデルケースに

なるような、市議会のグランドデザイン着手に入るよう提言します。（臣） 

１ 本会議場議席・執行部席に感染防止アクリル版の設置 

 演壇マイク発言ごと消毒のムダを止め、議席にアクリル板を。 

２ 議場映写スクリーンの液晶画面化 

 不鮮明なプロジェクター方式から視認性抜群の液晶画面に。 

３ 押しボタン式投票による電子表決の導入 

 ネット中継連携で各議員の賛否を一目瞭然に。 

４ 関係文書のペーパーレス化 

 ほとんど読まれない膨大な文書資料は、全面電子化に。 

５ 議会ＨPに「議員登退庁表示板」の表示 

 議員登退庁表示は「議会ホームページ」に連動表示を。 

６ 議会HPの議員名簿にHPとメールアドレス、所属政党明示 

 議員名簿には、諸項目明示で、開かれた議会と議員に。 

７ インターネット議会中継に手話通訳場面の導入 

 埼玉県議会中継同様、中継画面に手話通訳表示を。 

８ 議会棟廊下展示絵画（１３点）の一般公開 

 議会棟３階廊下に展示の絵画一般公開と議会HPで紹介を。 

９ 議会紹介パンフレットの作成 

 市議会傍聴（見学）者向け議会説明パンフの復活、再発行を。 

１０ 「議場傍聴席階段入り口」の廃止 ＊ここは「非常階段」 

 市民軽視！「非常階段」の「傍聴席入り口」は運用終了に。 

■３回目ワクチン接種券発送準備進行中 

 はじめに、新型コロナウイルス感染症につきまし

て、緊急事態宣言が解除され、間もなく２か月が経

とうとしております。 

 本市の新規陽性者の数は、８月下旬から減少傾

向を維持し、今のところ落ち着いた状況が続いてい

ます。  

 こうした中、ワクチン接種については、当初の目標

よりおよそ１か月前倒しとなる１０月２３日に、接種

対象者の７割の方への２回の接種を終えることがで

きました。 

 １１月９日時点で接種対象者における１回目ワク

チンの接種済みの割合は８３．３％となっており、１

１月末までには、希望する全ての方への接種を終

えられるよう、引き続き全力を挙げて取り組んでま

いります。 

 国から方針が示されました３回目のワクチン接種

につきましても、速やかに開始できるよう接種券の

配送準備を進めているところであります。  

■一刻も早い市内経済の回復に取り組む 

 感染拡大によって傷んだ市内経済への対策につ

いては、１０月から小規模企業者・個人事業主への

給付金の申請を開始しているほか、１２月からは消

費活性化キャンペーンの実施や、プレミアム付商品

券*1の購入希望者の募集を予定しております。 

 感染状況が落ち着きを見せている今こそ、感染の

再拡大への備えを着実に行うとともに、市内経済の

一刻も早い回復に市民・事業者の皆様と力を合わ

せて取り組んでまいりたいと考えております。 

■市誕生２０周年を盛り上げる 

 次に、１０月２６日に開催を予定していたさいたま

市制施行２０周年記念式典につきましては、感染症

による影響を考慮し、ＷＥＢ形式*2での開催とさせ

ていただきました。 

 来賓の方や本市にゆかりのある皆様からの心あ

たたまるメッセ―ジ映像や、２０年の歴史を振り返る

記念映像など、１１月１日よりホームページで公開さ

せていただいております。  

 また、市役所本庁舎や各区役所には、市民の皆

様や市内事業者の皆様と一緒に育てた花による 

フラワーウォール*3を設置したほか、大宮駅と

さいたま新都心駅には、「未来に残したいさいたま

市の２０ 年」をテーマに御応募いただいた１，４００

枚以上にのぼる写真で制作したモザイクアートを設

置しております。 

 この他にも、包括連 携企業をはじめとする市内事

業者の皆様と連携した取組や２０周年を祝う都市装

飾などを市内各所で実施いたしました。  

 未曽有
みぞう

*4の状況下での誕生２０周年となりました

が、またとない好機を逸することなく、市民の皆様一

人ひとりが本市の歴史や未来を考え、住むことを一

層誇りに思っていただけるよう努めるとともに、成人

を迎えたさいたま市が、更なる飛躍に向けた絶好の

スタートを切れるよう、祝祭の一年を盛り上げてま

いりたいと考えております。  

■Ｂｉｂｌｉ（ビブリ）の誕生 

 次に、１９７２年に開設され、およそ半世紀にわ

たって親しまれてきた旧大宮図書館の建物が民間

事業者の手でリノベーション*5され、新たに複合施

設「Ｂｉｂｌｉ（ビブリ） 」として本年１２月に生まれ変わり

ます。 

  「Ｂｉｂｌｉ（ビブリ）」の誕生は、本市にとりまして公共

施設リノベーションの先駆けとなる事例であり、観

光、地域ビジネス、大宮ブランド発信の拠点として、

民間の力によって再び地域の中で役割を果たして

いくこととなります。  

 本市としましては今後も、時代に即した公民連携

のあり方を絶えず模索しながら、取組をさらに深化

させてまいりたいと考えております。  

 

令和３年１１月２４日 さいたま市議会本会議場 

＊写真＝市報さいたま１０月号より 

県民公論社は、さいたま市と共に、市民満足度

の向上とＳＤＧｓの達成に向けて取り組む「ＣＳ・ 

ＳＤＧｓパートナーズ共同宣言」を締結しました。 

本紙はSDGs推進の環境適正印刷方式で作成されています 

「議員はエレベー

ター、傍聴者は急

階段か！」「傍聴に

行くのはこりごり」と

不評の浦和市議会

時代から存在する

「傍聴席入り口」。 

執行部や議員・職

員の皆さんも一度

は体験してみたら

いかが。 

■浦和市議会時代の負の遺産 

 市庁舎裏側に、人知れず設置された

謎の入口。これが３階まで“心臓破り”

の８０階段を上る「議会傍聴席入り口」。 

今後、パンやバッグを扱う店舗、 

高齢者向けの「 ｅ 」、
企業のオフィスなども順次入居する予定です。 

    さいたま市長清水勇人Facebookより 

多くの市民の 

皆さんに観て 

もらいたいわ 
  田中実 画「希」 



Q【吉田一郎】 大門町２丁目中地区再開発

ビルの駐車場進入路について。 

（１）旧中山道の渋滞悪化を防ぐ措置。 

（２）氷川緑道西通り線の拡幅時期。 

A【都市局長】 （１）ビル地下駐車場の出口に

おいて、旧中山道側への出庫を禁止して氷川

緑道西通線に車両を誘導、旧中山道の渋滞緩和に配慮する。 

（２）氷川緑道西通線の北区間拡幅は、令和１８年度を目途。 

Q 大門町２丁目中地区再開発ビル駐車場進入路について、中

山道に右折レーンを設けるべき。 

A 今後の状況を見て検討する。 

 NISHI KITA OMIYA MINUMA CHUO SAKURA URAWA MINAMI MIDORI IWATSUKI 

Q【照喜納弘志】 ストリートピアノは、市民が

参加できる文化芸術活動として全国的にも定

着しつつある。市内各区に最低１箇所の常設

のため、ピアノの貸し出し事業を提案する。 

A【スポーツ文化局長】 来年度においては、

いただいたご意見や、今年度中に実施予定

の実証実験の結果を踏まえた上で、各区で実施される市や地域

のイベントとの連携などにより、市内複数の場所でストリートピア

ノ事業を実施できるよう検討する。議員ご提案のストリートピアノ

の貸し出し事業については、市の文化施設等で不要となったピア

ノの活用が考えられる。今後、事例調査なども含めて研究する。 

 ストリートピアノの全区展開 

Q【川村準】 学校給食での有機農産物の使

用の現状と、有機農産物購入について。 

A【副教育長】 学校給食に使用する食品は、

各学校において選定を行い、購入している。 

 学校給食では、安定した供給と価格が重要

な要素。有機農産物の使用については、供給

量が少なく、高額であるので現状では使用している学校はない。 

 しかしながら、教育委員会としても、有機農産物の活用は、食育

のうえで有効な教材となり得ると考える。 

 今後、流通量や価格等、状況を踏まえながら、使用食品の選択

肢の一つとして研究し、推進計画についても、同じく研究する。 

Q【浜口健司】 市庁舎移転後の跡地に、「行

政スペシャリスト学部」など、さいたま市ならで

はの学部のある、市民が誇りに思える大学を

作ってもらいたい。 

A【都市戦略本部長】 新庁舎整備等基本構

想において、現庁舎地の利活用について「文

教都市を象徴するもの」、「地域経済の活性化等に資するもの」と

して基本理念の中に位置付けている。 

 市民からも、現庁舎地には大学などの高等教育機関やリカレン

ト教育に資する施設の誘致又は設置など教育分野に関するご意

見をいただいている。議員の提案を踏まえ引き続き検討する。 

さいたま市立大学 学校給食での有機農産物

Q【関ひろみ】 小学校には、古くて臭いのす

るトイレが残っている。改修しないのか。 

A【教育長】 学校のトイレについては、今年

度、小学校２０校の改修工事を実施。 

 令和３年３月末の小学校トイレ洋式化率は

７０.３％。令和７年度には９０％達成したい。 

 日進北小学校では来年度、トイレ洋式化を推進する。 

Q 学校トイレの手洗い場に水道の非接触型蛇口を導入すべき。 

A 市立学校のトイレ洋式化工事の際には、トイレの手洗い場に

非接触型蛇口を全面的に導入している。 

 今後も、学校トイレへの非接触型蛇口の導入を進める。 

学校のトイレ洋式化 

Q【川崎照正】 幹線道路の、点検・診断と、

舗装修繕の実施について。 

A【建設局長】 本市では国道・県道・幹線市

道等を対象に、５年に１回のペースで点検を

実施し、舗装の状態を把握している。 

 令和２年度末の点検結果については、補修

が必要な区間は対象路線の約１５％となっており、それらに優先

順位を決めて計画的に修繕をおこなっている。 

Q Ｕ字溝の蓋（ふた）掛けについて。 

A 市民からの申請を基に進めるスマイルロード整備事業等によ

り、路線で蓋付きの側溝を敷設する等の整備を進めている。 

 良好で安全な道路環境 

Q【出雲圭子】 青葉園～文化センター通りに

コミュニティーバスや乗合タクシー導入を。 

A【都市局長】 三橋６丁目の一部には交通

空白区が存在するので、コミュニティーバス等

の導入を検討、市は積極的に支援する。 

Q 西大宮駅などから出ているアマゾン上尾

フルフィルメントセンター（物流拠点）への企業輸送バスを、地域

住民が使えるようにならないのか。 

A 特定の方が利用できる個別輸送については、地域の実情に

合わせた公共交通として位置付けることが可能。 

 ルート途中での自由乗降区間設定は、個別に協議する。 

Q【帆足和之】 憲法改正について伺う。 

A【市長】 憲法改正は、最終的には国民の

投票によって主権者である国民が決めるもの

であり、私の見解を述べることは差し控える

が、幅広い観点からの議論は歓迎すべき。 

Q 拉致被害者救出のシンボル、ブルーリボ

ンバッジ着用は他市議会で拡がっている。本市でも取組むべき。 

A 本市では、毎年「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わ

せ、市報や市・区役所での啓発看板やポスター掲示などで啓

発に努めている。議員ご提案の、ブルーリボンバッジの着用

による救出の意思を示すことにつきましても、今後検討を進める。 

 ブルーリボンバッジ着用 

Q【新井森夫】 旧岩槻給食センター解体後

の跡地利用として、「生涯学習施設・地区公

民館の建設要望」について。 

A【副教育長】 ご要望の旧岩槻学校給食セ

ンター跡地や同地区内の地区公民館の整備

につきましては、岩槻区全体の公民館の配置

バランス、及び他施設との複合化等を勘案し、関係者も含めまし

て研究を進める。 

 議員から平林寺グランド、河合小学校リフレッシュ計画というご

提案もございました。 

 そういったことも含め、今後研究を進める。 

 旧岩槻給食センター跡地  桜環境センター燃料切替 

 大門町２丁目再開発ビル 

Q【松本翔】 岩槻城主であった太田資正（お

おた すけまさ）＊１をテーマに設定して各地を

巡る案内板を設置することで、周遊を促す取

り組みにしてはどうか。 

A【経済局長】 本市の歴史や文化にゆかり

のある方々については「半日観光ルート」の

観光スポットとして紹介している。 

 今後も、議員ご提案の太田資正の案内板も含め、本市にゆかり

のある方々についても、観光資源としての活用を研究する。 

＊１＝太田資正（大永2年・１５２２年生）、 とは、戦国時代に活躍した武蔵国

岩付城（岩槻区）主。 令和４年には太田資正公生誕500年を迎える。  

 太田資正の観光活用 

Q【新藤信夫】 大宮バスターミナル周辺整備

について。（仮称）バスタ大宮の位置はＪＲ操

車場跡地か桜木駐車場しか考えられない。 

 新都心西I.Cへのアクセスをどう考えている

か。（仮称）バスタ大宮の周辺整備をどのよう

に進めていくのか。 

A【都市局長】 （仮称）バスタ大宮のアクセス道路につきまして

は、新都心西I.Cとのアクセス向上を基本に、周辺の交通量に配

慮したルート選定をするとともに、大宮駅周辺とさいたま新都心の

有機的な連携、にぎわいの創出などのまちづくりにも寄与できる

よう、国土交通省や関係部局と積極的に調整を図る。 

 バスタ大宮と周辺整備 

Q【久保美樹】 北与野駅北口駅前広場にお

いて、北浦和行きのバス停にベンチが設置さ

れておらず、バス本数が少なく高齢者の方が

長時間立って待っている。ベンチを設置する

スペースは充分にあり、このようなバス停に

は市がベンチを設置すべきだ。 

A【建設局長】 北与野駅北口駅前広場につきましては、現在、改

築の予定はないが、バリアフリー基本構想で位置付けられている

重点整備地区におけるバリアフリー経路であることから、地域の

方々の声を踏まえつつ、現地の状況を確認し、ベンチの設置につ

いて検討する。 

 バス停のベンチ設置 

Q【阪本克己】 田島産業集積拠点整備につ

いて、物流施設のような工業団地に限定せ

ず、地元住民にとって目に見える形でメリット

を感じることができるようなスポーツ産業など

の産業の集積について検討してほしい。 

A【経済局長】  当該地区は、西浦和駅、ま

た、国道１７号バイパスや首都高速道路に至近であるなど、交通

利便性が高いことから、様々な産業の企業立地ニーズが高い地

区である。引き続き、西浦和駅周辺のまちづくり事業の動向を注

視しながら、スポーツ産業を含めた発展可能性の高い企業を誘

致できるよう、産業集積拠点の整備に取り組む。 

 田島産業集積拠点整備 

Q【桶本大輔】 武蔵浦和駅第７-１街区＊１

は、残された土地が少なく、現時点で面的整

備を実施することは難しいと認識しているが、

今後の方向性について伺う。  

A【都市局長】 議員ご指摘のとおり、７-１街

区の現況は、土地活用が行われつつあり、活

用できる土地も限られている。 

 今後、市の土地の利活用の検討を含め、まちづくりの方針の作

成に向け、引き続き、地権者との協働によるまちづくりを進める。 

＊１：「武蔵浦和駅第７-１街区」は、さいたま市南区白幡5丁目地内外。 

面積は約５．２ヘクタール。 

武蔵浦和のまちづくり 

Q【服部剛】 新都心周辺のケヤキ並木にお

いて、ムクドリの被害に近隣住民が悩んでい

る。今後の対策について、短期的・長期的視

点からどのように考えているか、見解を伺う。 

A【建設局長】 今後、短期的な対策として、

引き続きムクドリが集中的に集まるケヤキの

せん定などによる対策を進めるとともに、議員ご提案の光による

対策を利用することを含め、新技術を活用した対策について、他

都市の事例も参考にして検討する。長期的な対策については、埼

玉県や周辺自治体とムクドリ対策について情報共有を図っている

環境局と連携し、広域的、効果的な防除対策を研究する。 

 ムクドリ対策 

Q【神田義行】 温室効果ガス排出量削減の

妨げとなる桜環境センター＊１のコークス＊２

利用について見直しを行わないのか。 

A【環境局長】 桜環境センターでのシャフト

式ガス化溶融炉は、焼却の過程でコークスを

使用して安定的に溶融スラグを生成し、残渣

類の有効活用を図っている。今後、コークスの効率的な使用と施

設の安定稼働により、最終処分量の軽減に努め、環境負荷の低

減を図る。 ＊１：「桜環境センター」（桜区新開４丁目）は市内のごみや資源

物を処理する施設。 ＊２：「コークス」は石炭を約1200度の高温で“蒸し焼き”

してできる灰黒色の固体。石炭よりも燃焼効率が高い。  

西区の利便性向上 


