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さいたま市では、2011 年度から都市計画マスタープラン「さいたま 2005 まちプラン」

の改定に着手し、2014 年 4 月に改定都市計画マスタープランが決定・発表されました。

さいたま・まちプラン市民会議では、行政の動きと並行して有志が都市マス勉強会をつ

くり、改定素案の検討、行政との意見交換等を行ってきました。また、2013 年 9～10

月のパブリックコメントにも、意見を提出しました。	 

	 それらとともに、2013 年 6 月からは、市民の立場からさいたま市の将来像とそれに向

けたまちづくりのあり方を考える作業を開始し、おおむね月に１回のワークショップ等

での検討を経て、2014 年 6 月に、「仮称・市民が考える	 さいたま市まちづくりビジョン」

の素案をまとめました。	 

	 

この提案は、さいたま・まちプラン市民会議の有志が議論を重ねたうえで、複数のメ

ンバーが分担して執筆しました。まちづくりの基本的な哲学や方向性は参加者の総意に

基づくものですが、具体的なまちづくりの内容は、それぞれのメンバーが想いを表明し

ています。	 

そのため、部分的に整合が取れていない面があるかも知れませんが、そのどこかに市

民が共感し、また、まちづくりに取り組むためのヒントとなれれば幸いです。	 

	 

その後、さいたま市の数カ所において、「仮称・市民が考える	 さいたま市まちづくり

ビジョン（素案）」発表会を開催しました。素案の内容をパネルにして展示を行うとと

もに、各パネルには、参加者に共感シールと意見ポストイットの貼り込みをしてもらい

ました。	 

また、発表会の中で、計 9 回にわたって、来場者と意見交換を行う「ミニフォーラム」

を開催しました。	 

 開催期間 開催場所 参加者数 ミニフォーラムの開催 

第 1 回 2014 年 6/19～6/21 

（３日間） 

市民活動サポートセンター・

多目的展示コーナー 

延べ人数：４６名 ３回 、延 べ参 加 者 合

計２６名 

第 2 回 2014 年 8/30～8/31 

（２日間） 

プラザノース・ノースギャラリ

ー７ 

延べ人数：５０名 １回、参加者６名 

第 3 回 2014 年 9/27～9/30 

（４日間） 

市民活動サポートセンター・

多目的展示コーナー 

延べ人数：４８名 ３回 、延 べ参 加 者 合

計２９名 

第 4 回 2014 年 10/30 

（１日） 

岩槻区役所・多目的室 １４名 １回、参加者１４名 

 開催日数合計： 

１０日間 

 延べ参加者合計： 

１５８名 

計 ８回 、延 べ参 加 者

合計：７５名 

	 

	 この冊子は、私たちの提案する「まちづくりビジョン」と発表会における市民からの

意見を合せてまとめたものです。	 

	 

	 

	 	 

はじめに：策定の経緯、発表会の開催	 
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その作成の趣旨は以下のとおりです。	 

 
○さいたま市を暮らしの場とする市民の立場から、生活のあり方に重点を置いて

提案する	 

・さいたま市の都市計画マスタープランは、広域的な拠点性の強化、産業経済活動の振興、自治体

としての財政基盤などが重要な目標となっている。それらは、私たち市民としても重要なことで

はある。しかし、それらが実現されたからといって、市民の生活が豊かに、また安全になるとは

限らない。  
・私たちは、さいたま市を暮らしの場とする市民の立場から、日常の生活のあり方、すなわち、さ

いたま市およびその各地域において、将来どのような生活をしたいか、またそのためのまちづく

りはどうあってほしいかを考えてみたい。  
 
○市民自らが考え、取り組むべきビジョンとして提案する	 

・行政の行う都市計画、都市整備事業に対して注文をつけるのではなく、市民自らが将来像を考え

て、そのためのまちづくりに取り組むことを中心に考えたい。  
・もちろん、市民の力だけですべてのまちづくりを行える訳ではない。行政と協働して行うべきこ

とも少なくない。そのことも含めて、市民が主体性と責任をもって地域のまちづくりに取り組む

ことが重要である。  
・従って、ここでの提案は、主として市民に対して協働のまちづくりを呼びかけるものとしたい。  
 
○行政都市マスを、市民生活の視点から補完することを目指す	 

・都市計画マスタープランの目的は、第一義的には、行政が行う都市計画の指針となることである

が、市民が共有できる将来都市像とまちづくりの方向性を示すことも重要であると考える。	 

・ここで提案する「市民が考える	 まちづくりビジョン」は、市民が市民生活の視点から考えたさい

たま市の将来像、まちづくりの方向として、行政が策定する都市計画マスタープランを補完する

ことができると考える。行政都市マスと合わせて、さいたま市のまちづくりを考える資料として

活用されることを期待している。	 

	 

	 	 

提案の趣旨	 

2014 年、市内数カ所でこのビジョン素案

の発表と意見交換の会を開催し、多くの

市民から貴重な意見が寄せられた。 
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〇行政都市マスと我々のまちづくりビジョンの違い  

・５つのテーゼとは、まちづくりを進めるうえでの基本的な考え方だ。  

・都市計画マスタープランは、都市整備の方針であって、まちづくりとは異なる。  

・行政が考える都市計画マスタープランは、部局を超えたまちづくり計画にはなり難い。  

・都市整備の部門、分野でバラバラにされていて、市民生活から遠い。  

・市民の生活視点から、「まちづくり計画」を提案したい。  

・さいたま市、市長の意識は、やや大規模イベントなど、外部からの活力導入に偏っているの

ではないか？  

〇行政のまちづくり担当者として  

・自由な発想で書かれている。  

・行政として全てを受け止められるかどうかわからないが、市民が主体となれば実現性のある

ビジョンではないか。  

・市民有志の活動で、自主的に市民にアピールしていることが意義深いと思う。  

・市の政策は「議会」との関係で産まれる傾向がある→区から政策を産み出す発想が必要  

・今後のまちづくり････行政の協働パートナーとして市民とともに民間事業者も指名している

→実態として民間事業者の係わり方は課題  

・ビジョンを示すこととは別に、ディベロッパーにやられてしまっている現実がある。  

・震災復興のまちづくりでも、ハードだけでなくコミュニティからの復興が重視されている。  

   →さいたま市でもコミュニティからのまちづくりが大切  

   →まちづくりの検討場面も「コミュニティ」単位を考慮したい  

・市民の視点・ビジョンの示し方に、現状をポジティブに捉えようとする意識を感じた。  

   →課題に施策で取り組む  

	 

	 	 

	 	 

市民から寄せられた主な意見  

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

〇全体的な論調として、市民が主体的にまちづくりの将来像を論じ、行

政に積極的に提案していく取り組み姿勢に共感と好感をもっていた

だけました。	 

〇今後も市民と一緒にさいたま市の将来像を考え、その実現のために、

市民自らできることに取り組んでいきたいと考えています。	 
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Ⅰ．市民が目指すまちの将来像 	 

	 

１．将来像の前提となる考え方の整理	 	 
	 まちの将来像を提案するにあたっては、現状の認識や取り巻く社会経済動向にどのように向

き合うべきかという、その提案の基盤をなす基本的考え方を明らかにしておく必要がある。	 

	 「はじめに：提案の趣旨」で述べたように、私たちはさいたま市を暮らしの場とする市民の

立場から、さいたま市の望ましい将来の姿を描くことを目指している。そこで、さいたま市が

おかれている状況を市民の視点から整理するとともに、さいたま市を取り巻く社会経済動向に

市民はどのように向き合うべきかを考えてみたい。	 

	 

	 

１）さいたま市がおかれている状況・さいたま市の現状認識	 
	 

●さいたま市は、東京を中心とする首都圏の中にありながら、自立した都市圏域

を確立しようとしている。	 
	 さいたま市は、首都圏という巨大な引力圏内にあって、良くも悪くも首都東京の影響を色濃

く受けている。そのことを「東京依存」とマイナスにとらえる向きもあるが、私たちは前向き

にとらえたい。人口減少や経済活力の衰退が懸念される地方都市とは異なり、さいたま市は、

首都圏が引き寄せる活力を活かしながら、暮らしの安心・安全や生活を支える地域経済、文化

的で豊かな暮らしを実現する自立した都市圏域を、将来にわたって形づくることができると考

える。	 

・東京を含む所要移動時間１時間程度の範囲で、世界的にも高い水準の職や教育、文化を手

に入れることができる。	 

・歴史的には、さいたま市エリアは居住の場所として発展してきた経緯があるが、その結果、

経済･教育･文化の最先端で培われたスキル･見識･人脈を持つ豊富な人材を有する地域性が

育まれている。	 

	 

●さいたま市は、全体として住宅都市の基本的性格をもちながらも、様々な暮ら

しの価値観に対応できる多様性を有している。	 
	 さいたま市は、大きな戦災もなく居住地区として漸進的に発展してきた都市で、商業集積も

居住地区に伴う自然発生的な性格が濃く、ある程度限定された地域で商業的、あるいは工業的

な土地利用がなされてきた。その結果として、高度に都市化された空間と農村的空間が隣り合

い、地形等の自然条件に従った都市構造が残されている。すなわち、都会暮らしから田舎暮ら

しまで、理想とする価値観に応じた暮らし方を選択できる、多様性を有する都市となった。	 

・さいたま市は、都会と田舎の両方を兼ね備えたまちとしての景観が、適度に保たれて来て

いる。	 

・現代人の多様な価値観に対応する、多様なライフスタイルを実現できる都市となりうる。	 

	 

●さいたま市には、他の大都市がかつて失い、いま苦労して取り戻そうとしてい

る資源が残っている。	 
	 東京都区部や多くの大都市では、農地や樹林地の消滅、河川の暗渠化、地上げや再開発など、

その土地がもつ歴史や文化、自然特性を表象する資源の多くをうち捨てて都市化を進めてきた。

その結果として、画一的で特徴のない都市となり、今逆に、それら失った資源を取り戻すこと

に苦労して取り組んでいるところがある。一方さいたま市にはそのような資源がかろうじて残

っているものの、これまでは、そういった資源をまちづくりに活かす視点が十分ではなかった。

さいたま市が、それら残された資源をうまく活かすことができれば、他の大都市に対して大き

なアドバンテージとなるに違いない。	 

・主要な鉄道駅から徒歩圏に閑静な居住地区が広がり、さらにその先に雑木林や農地などの

身近な自然が残されている。	 	 
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・居住地区では近隣コミュニティが機能し、新たに転入するものも既存のコミュニティに溶

け込む余地がある。	 

	 

●さいたま市は、人的資源が豊富である。	 
	 さいたま市には、団塊世代が多く居住している。同時に、これからますます活躍が期待でき

る団塊ジュニア世代も多い。彼らが持つ、経済･教育･文化の 先端で培われたスキル･見識･人

脈をさいたま市の中で活かしてしてもらうことができれば、地域の内発的活力を高め、豊かな

都市づくりを進める原動力として期待できる。	 

・これらの人々に、職業的な場面だけでなく、地域の中で活躍する場を設けることができれ

ば、今後のまちづくりにとって高いポテンシャルとなる。	 

	 

	 

	 

	 	 

見沼田圃からさいたま新都心を望む：都会と田舎が共存したさいたま市の典

型的風景 

まちづくりワークショップでは、大勢の市民の参加により熱心な議論が重ねら

れる 
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２）さいたま市を取り巻く社会経済動向への向き合い方	 
	 

●既存の大都市のキャッチアップを目指す必要はない。	 
	 後発の政令指定都市であるさいたま市は、先行する大都市に比べて都市基盤や都市施設など

のハード面に遅れがある。一方で、多くの大都市ではそのようなハードの維持が負担となって

いる側面もある。今後少子高齢化が進展し、コンパクトな都市への展開がもとめられる現状で

は、むしろその遅れをアドバンテージと捉え、いわば周回遅れのトップランナーとして、合理

的で身の丈にあった都市づくりを進めたい。	 

・都市全体を対象にした骨格的な都市計画や整備は重要である。	 

・しかし、市民生活の視点をから見ると、地域ごとの多様性や残っている資源を活かすかた

ちで行うことなしには、住宅都市としての価値が失われることが危惧される。	 

・高層マンションによる人口流入頼みでは、30 年、50 年後、より住みやすい場所へと人口が

流失し、税収の安定化も図れなくなるばかりか、その後のスラム化さえも懸念される。	 

・それを防ぐためには、	 既存の強みを活かし、住み続けたいと思える住宅都市として、居住

環境の充実を目指すことが重要である。	 

	 

●内発的都市づくりによって少子高齢化の進展に向き合う。	 
	 社会全体が成熟時代に入り、価値観の多様化が進む中で、人口減少は時代の趨勢であると云

える。その中でも、さいたま市は住みやすく働きやすい、現役・子育て世代に魅力的な都市と

しての特徴を有している。東京への依存を抑え、さいたま市の中で豊かで余裕のある暮らしを

実現できる様々な機能整備が進めば、少子高齢化の進展にあっても力強い内発性を発揮する都

市づくりが可能だと考える。	 

・子育てしやすい環境づくり。	 

・元気な高齢者が活躍できる環境づくり。	 

・身体が不自由でも、安心して生活できる環境づくり。	 

	 

●情報化の進展を、都市づくり・地域づくりに活かす。	 
	 コンピュータ処理能力、通信技術や機器、アプリ開発力等の情報化の進展は、多様な働き方

を可能とし、地域経済に新たな可能性を開いている。また、SNS の普及は、コミュニティのあ

りように変化をもたらし、時間や空間に制約されないコミュニケーションを加速している。こ

れらの変化を都市づくりのビジョンに取り入れることによって、リアルな都市空間や人々の営

みに、新たな可能性と活力を生み出すことができる。	 

・市民一人ひとりがメディアとなって情報を発信し、自然発生的につながりを生み出してい

くことで、地域に埋もれた人材が出会い、新たな地域活動や地域事業が産まれる。	 

・マスコミに載りにくい地域情報のチャンネルが広がり、まちづくりへの市民参加が加速す

る。	 

・世代や所属組織の壁を越えた、新しい“地域コミュニティ”が形成される。	 

	 

	 

	 

	 

イラスト： 

こいけ ちかこ 
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２.	 目指すべき	 さいたま市の将来像	 	 
	 

	 

	 

	 

	 	 

第一に・・・

地域の自然や歴史・文化の豊かさと安心・安全を大切にし、全国レベルの居住環境
を有する都市となる。

そのためには・・・

豊かさの基準を常に居住機能を主とする “住みやすさ” におき、過度な開発や外部
からの活力導入を図ってバランスを崩すようなことは避ける。

政令指定都市であっても、内発的都市づくりを基軸に市民の暮らし充実を図る。

イラスト： 

みうら ただし 
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〇さいたま市のまちづくりの現状、今後の展開について  

・行政の取組み姿勢、自治会の姿勢はもの足りない。  

・さいたま市民が、さいたま市に満足しているのか、さいたま市をどうしたいと考えているの

か。  

・さいたま市に不満を抱いている市民が、まちづくりにエネルギーを向けられるか。  

・さいたまの現状を良く思っている市民と、不満に思っている市民のギャップ  

・「さいたま市の現状」をどう評価して、これからのまちづくり、市民参加を進めていくべき

か。→次の具体的絵姿・イメージ、あるいは価値の提案  

・多くの市民が共感できる「良さ」の提案、提示  

・「素の資源」のみがき方の提案、提示  

〇さいたまの現状をどのようにとらえるか  

・人口動態は→人口減少時代の暮らし方を考える。  

・経済的に上層の人のみではないか。もっと下層に人のことを考えるべき。  

      貧しい独居老人等、若者の暮らしも苦しくなる  

・多様な価値観に堪えられるか。  

・コミュニケーションの不足が重大。  

・夢ものがたりに過ぎないのではないか。  

・高校生に訴えたい。  

・実行に移すにはどうしたらいいか。  

・自治会の役割が重要。治安、防災等  

・法改正も必要になる場合があるはず。  

・さいたま市は医者が少ない。どう対応するか？  

・税収増（住民税、固定資産税）のための高層マンションの建設が問題。  

・行政には頼れない。市民が行政を動かす。共助→公助  

	 

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

〇私たちの提案が、さいたま市の人的資源や自然資源を積極的に評価し活か

そうとしていることに対して、さいたま市の現状に不満を抱いている人々

との評価のギャップが浮かび上がりました。	 

〇いわゆる埼玉都民と呼ばれる人々をはじめ、これまで地域に深く関わるこ

とが少ない市民に対して、今後どのようにアプローチしていくかという課

題です。	 

〇生活者の視点からまちを見るということは、市民全般に関心のあるところ

であり、これを大事にしていきたい。	 

市民から寄せられた主な意見  
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Ⅱ．まちづくりの 5 つのテーゼ	 

 
	 市民の目指すさいたま市に向けたまちづくりの基本的な考え方として、5つのテーゼ
を提案する。このテーゼは、分野ごとの方針ではなく、さまざまな分野に共通して、ま

ちづくりを進める中で大事にしていくべき基本的な考え方である。 
	 それらはある意味で、20世紀の都市づくりに対するアンチテーゼであるといえる。 
それらは互いに関連している。＜１＞資源継承のまちづくり、＜２＞きめ細かなまち

づくり、＜３＞持続可能なまちづくりの３つは互いに連携して進められ、それらを合せ

て、＜４＞地域活性化のまちづくりが行われる。また、これらすべてに共通して基盤と

なる考え方が、＜５＞市民主体のまちづくりと考えられる。 
 
	 以下に、これまで 20 世紀の都市づくりとの違いを踏まえて、私たちが提案する「５
つのテーゼ」の主旨を説明する。また、現状・課題の認識を含めて、市民が目指すまち

づくりの基本方向、および主として市民が中心となって取り組みたい具体的なまちづく

りの内容について述べる。 
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＜テーゼ１＞	 	 元からある環境・資源を守り育てていくまちづくり	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ―新規開発から保全活用へ―	 

	 

1）テーゼの主旨	 

・20 世紀の都市づくりは、都市の拡大・成長に伴って、元からあった資源や魅力、特性を消滅させ

てきた。しかし、さいたま市には、他の大都市が失ってしまったものがまだ残っているとも考え

られる。	 

・今後の人口減少、低成長時代においては、新たな建設・開発によって価値を創り出していくこと

より、これまでに培われ、まだ残されている資源(自然環境資源、歴史文化的資源、都市環境資源

および地域社会としての資源等)を、いろいろな意味で守り大事に育てていくことが重要と考える。

また場合によっては 20 世紀の開発によって失われた価値を再発見し復元していくまちづくりが

望まれる。	 

・自然環境については、新たな緑地を整備するよりも既存の雑木林等の緑地を保全すること、そこ

での生物多様性を維持・向上させていくことが重要である。歴史文化資源については、合併前の

旧市の特性のみならず、それらを構成していた地域の生い立ちや個性を尊重し掘り起こしていく

まちづくりが期待される。高度成長期以前に形成された良好な住宅地環境も、さいたま市のアイ

デンティティーとして大事にしていくべき資源である。	 

・これらは、全国的に著名で観光客を引き付けるようなものではないかも知れない。しかし、地域

ごとの身近な資源と魅力、個性を守り育てていくことは、市民生活の質を豊かにすることにつな

がると考える。	 

	 

	 

2）まちづくりの基本方向と具体的なまちづくりの提案	 

◆元からある自然環境を保全、再生するまちづくり	 

・持続可能な社会というのは、『将来世代の要求に即応できる可能性と能力を損なうことなしに実現

できる、現在の要求に見合うような開発(発展)』であり、日本は１９９２年国連環境開発会議(地

球サミット)において、持続可能な社会を作ることを約束している。人間の生存にとって も大切

な基盤である自然生態系と、各地域に伝わる歴史や文化は、その地域の個性を創り出し、一度失

えば二度と再現することのできない社会資本であることが世界の共通認識となっている。	 

・しかしながら高度経済成長以降の都市計画は、もとからあった自然環境と地域の歴史や文化を失

うまちづくりであり、持続可能なまちづくりとは言い難い。さいたま市（旧浦和市）は、野田の

さぎ山が昭和５９年に特別天然記念物及び天然記念物の指定解除となった汚名がある。徳川時代

から約２５０年、記念物指定されて以来７７年の鷺山の歴史を閉じることになったのは、農薬と

土地利用の変化による生息地の破壊が原因とされている。またうなぎの蒲焼発生の地と言われな

がら、かつてのウナギの生息できる中小河川も開発によって破壊されたままである。	 

・開発優先の時代は終わり、全国でトキ、コウノトリの生息する湿地環境を取り戻そうとしている

昨今、さいたま市も生き物の再生を目途に、さぎ山の特別天然記念物解除の汚名を晴らし、将来

世代に豊かな自然環境と歴史・文化を引き継ぐことはまちづくりの大前提であると据えていきた

い。	 

	 

◆生物多様性を維持、高めるための土地利用計画での自然環境整備	 

・人間の生存に も必要な基盤は自然生態系である。空気や水、土壌や太陽光、そして多くの野生

動植物(生物多様性)によって、自然生態系は成り立っている。自然生態系は地球上のどの部分で

も全く同じ場所はなく、その地域ごとで生物多様性を保全・再生していくことが持続可能な社会
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の構築に求められている。	 

・生物多様性を保全・再生することは、土地利用計画で、野生動植物の生息空間の大拠点、中拠点、

小拠点を保全し、ネットワーク化させることを明記する必要がある。	 

・さいたま市においては、先ず大拠点となる荒川、見沼田んぼ、元荒川の生物多様性を守り、目標

種を定め、それらを都市の中心部に引き込む中小の拠点やネットワークが求められる。	 

中小の拠点としては、現存する雑木林や屋敷林、湿地、草原等を社会資本と捉え、今後開発され

ずに維持・管理する仕組みが急務である。また、公園や学校、公共施設、事業所の庭のビオトー

プ化推進、そして中小の河川や街路樹のビオトープ化、そして個人の庭でも園芸種だけでなく、

地域在来の草木を植えるよう協力を求めていきたい。埼玉県生物多様性県戦略には、すでにその

ことが明記されているが、さいたま市の土地利用計画にも明記するべきである。	 

・そのためには環境部局だけでなく、土地利用に関わる部局すべてにおいて、生物多様性について

の理解が求められる。庁内においては生物多様性ドクターやアドバイザーの登用、ビオトープ管

理士の資格を持つ土木業者への業務委託、市民の生物多様性アドバイザー養成などを行い、市民

に広め理解を求めることや、既存の緑化施策に生物多様性への配慮を求めることも必要である。	 

	 

◆地域ごとの歴史と文化を継承するまちづくり	 

・さいたま市の中心となる地域は、かつて城下町・宿場町として栄えた。その周辺には豊かな農村

が広がっていた。それぞれの地域には、そこを象徴する自然物や建築物があり、その場所らしい

景観を形成していた。そしてそれらに関わって有形無形の文化が存在した。それらは人々の仕事

や娯楽、生活と結びついたものであり、地域のコミュニティを形成・維持する働きもした。	 

・一方新しい住民が入り、新しい「まち」が形成されてくれば、そこに新たな歴史が生まれ、新た

な特徴ある文化が生まれてくる余地がある。そしてそれが新しい地域のコミュニティ形成につな

がってくる可能性がある。それぞれの地域なりの、歴史と文化を、保全したり、作り出したりし

て、活用することが求められる。	 

・地域に特徴的な自然物や建築物などの人工物を、適度に保全して残し、地域の共有財産として、

活用していく取り組みと、それを可能にする仕組み作りが求められる。	 

・個人所有の古民家や商家、屋敷なども、歴史的・文化的価値を見いだして、保全活用する仕組み

が求められる。また一軒一軒の建築物だけではなく、庭や林といったそれをとりまく環境全体や、

街並みとしてひとまとまりのものとして捉え、全体としての価値を見いだす視点も必要である。	 

・具体的には	 

－良好な住宅街は、それだけで景観として残す価値がある	 

－岩槻駅東口は、さいたま市唯一の、城下町の面影を留める	 

－郊外地に残る水塚や農家のお屋敷や屋敷林は、荒川沿いに広がっていた農業中心時代の景観を留

める。	 

－浦和区や岩槻区に残る防空壕跡は、戦争遺産として伝え続けていく必要がある	 

－与野本町の藏のある街並みは、近世から近代の賑わいを伝えているが、現代において、新しい文

化や賑わい創出に役立てる試みが始まっている	 

・道は、たんなる移動の経路ではなく、その場所らしさを表現するものでもある。歩行者天国が行

われる商店街の大道は、にぎわいの空間でもある。路地や住宅地の小径は、人々の営みと結びつ

いているものだし、神社仏閣の参道は、信仰や祭り・娯楽の場である。山道や川縁の道は、人と

自然との関わりに結びつくものである。こうした様々な道の性格を大切にしていきたい。都市計

画上の「道路」として、幅員や用途だけで分類するのではなく、それぞれの場所に結びついた「道」

の性格や価値を確認し、保全し、またまちづくりに活かしていく事が大事であろう。	 
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◆既存の良好な住環境を保全するまちづくり	 

・さいたま市は基本的に住宅都市であり、その古くから培われてきた良好な住環境は、さいたま市

の中心的アイデンティティーである。これを維持、保全していくことは、さいたま市におけるま

ちづくりの も重要な課題のひとつであると考える。	 

・将来の人口減少が予測される中で、それを防止するために新たな住宅を建設して、外部からの

居住人口を導入しようとする考え方がある。しかし、新たな住宅建設によって既存の住環境が悪

化し、これまで住んでいた人々が転出してしまうようなことになっては、本末転倒といえよう。

まずは、既存の住環境を保全し、現在の居住者が住み続けられるためのまちづくりが必要である。	 

・さいたま市には、高度成長期以前に形成された、主として低層戸建て住宅による良好な住宅地が

多く存在し、さいたま市の居住空間の中核をなしている。それらは、現在の都心部の内部、ある

いはそれに近い旧市街地にあるが、その位置によるだけで、高層・高密化の対象とすべきではな

い。都市空間の多様性、景観的な魅力の面からも、適切に保全していくべきである。	 

・さいたま市の郊外部では、２０世紀の都市づくりにおいて大規模な土地区画整理事業等によって、

低層戸建住宅を主とした住宅地が形成された。今後の人口減少、世帯構成の変化のなかで、そこ

での居住環境の保全・管理、コミュニティの維持に、市民が主体となって取り組んでいくことが

重要である。	 

・例えば、住民が主体となり、既存の住環境を保全するための地域まちづくり計画、地区計画の策

定に取り組むことが望まれる。また、地区計画のような物理的な環境保全計画にあわせて、地域

コミュニティによる環境管理活動等を行っていくことが望まれる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

生物多様性を育んでいる見沼田圃

と斜面林の環境 

与野本町の街並みを活用した市民の

イベント 

市役所屋上から南を望む：市域の中心部に

も、古くからの低層住宅地が分布している 
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〇身近な自然、歴史的資源と住環境に対する関心  

・雑木林、斜面林の単位は地域によって異なる。南区は小さい。「自然の森」等の制度の面積要件に

配慮がほしい。  

・さいたま市は自然環境に恵まれている。大都市なのに緑の多さは驚き（上海からの留学生）。  

・元からある自然のうち、元荒川と綾瀬川は、岩槻の大切な資源。  

・大都市としては、結構まだ自然が残っている。再生より前に保全が可能だし、必要だ。  

・緑があって、都会のような田舎のような中途半端なところ、多様であるところがさいたまらしさ

なのか？   ボンヤリしているが、そこが良さでもある。細かいことだが、壊さず守っていきたい。  

・農業政策の弱さもあって、農地が守られにくい面があるが、優良農地に市民の関心、価値意識を

向けることが大切  

・身近な小河川や用排水路の清掃を地域住民ですることの意識化。  

・岩槻は広く、多様な要素が混在した土地。  

・（歴史・物語について）新しく作ってもよいのでは。  

・文化で興す。徐々に市の一体感が形成されているか←若い世代に期待。  

・現在の「区画整理」の仕方は問題。整然とした住宅地が形成され難く、ミニ開発に近い状況にな

ることが心配。  

・古くからの道筋は安全が確認できている。それらを生かすことが大切。  

・古くからある店を大事にする。コンビニをバンバン建てない。  

・住んでいる人々が心地よく感じるもの、ずっと住み続けたいとおもえるもの＝壊したら再生が

困難な観光・資源を大切に。  

〇さいたま市の資源への低い評価、市民の意識  

・全国から集まった友人に、さいたまの個性を伝えるようとしても思いつかない。→個性、県民性

としてアピールできるものがあるとよい。  

・堅実で地味。大きなロマンにつながる物語がない？  

・残っている資源も整備や利活用の状況はもの足りない。  

・これからの環境保護のためには、地域住民の維持管理への参加意識を高める工夫が必要では。  

・さいたま市民が、さいたま市に満足しているのか、さいたま市をどうしたいと考えているのか。  

〇身近な資源の顕在化  

・多くの市民が共感できる「良さ」の提案、提示  

・「素の資源」のみがき方の提案、提示  

	 

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

○さいたま市に何とか残っている自然や、良質の住環境などに対する好

意・共感とそれらが急速になくなりつつある危機感とが示されました。	 

○まずはこれらの価値をもう一度見つめ直し、顕在化させ、市民で共有す

ることが大切でしょう。	 

○歴史や文化についても、地味さが目立ちますが、寧ろ新しく作っていく

可能性があるのではという前向きな提案もありました。	 

○既存の資源の利活用には、市民・住民が自ら参加して行うことの大切さ

と有効性が確認できたと思います。	 

 

市民から寄せられた主な意見  
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＜テーゼ２＞	 	 地域の特性に基づいた、きめ細かで多様なまちづくり	 

	 	 ―マクロな都市づくりからミクロなまちづくりへ―	 

	 

1）テーゼの主旨	 

・都市全体を対象にした骨格的な都市計画、都市整備が不要という訳ではない。ただ、市民生活の

視点から見ると、それと同等あるいはそれ以上に地域を対象としたきめ細かいまちづくりが重要

だと考える。  
・市民は主としてそれぞれの地域を中心に活動している。そこが安全で暮らしやすい環境でなけれ

ば、例えばいくら都市の中心部が広域的な拠点性や魅力を持っていても、市民生活の質としては

不十分だ。  
・また、都市全体から見ていては、地域にある細かな資源や特性を見逃してしまう。そういう都市

づくりでは、どこも同じノッペラボウな空間になってしまうのではないか。  
・私たちは、地域ごとに市民が主体となり、地域の自然や地形、市街地の特性、ライフスタイル等

に基づいて、それぞれに多様なまちづくりを進めていきたい。そして、さいたま市独自のコンパ

クトシティを目指していきたい。  
 
 
2）まちづくりの基本方向と具体的なまちづくりの提案	 

◆自然や地形の特性に基づいた、まちづくりの推進	 

・さいたま市は関東平野の中にあっておおむね平坦な地形であると言われるが、細かく見れば、台

地とその中の谷戸、沖積低地や自然堤防および荒川や元荒川の河川敷など、細かく多様な地形で

構成されており、それぞれに特性をもった自然環境がある。このような地形や自然の微妙な差異、

特性に配慮したまちづくりが必要である。  
・20 世紀の高度成長期においては、地形や自然の特性とは無関係に市域全体を埋め尽くすような市
街化が進んだ。台地内の谷戸や沖積低地での田んぼを埋め立てた住宅地は、水害の危険があると

ともに地震災害にも脆弱だ。このような場所に建設された福祉施設等も少なくない。市民も、こ

のことをしっかりと認識することが必要だ。  
・今後の人口減少時代においては、地形や自然の違いに対応したきめ細かな土地利用の再編が必要

であり、市民も行政と協働して推進していくべきだ。このようなまちづくりは、魅力ある都市環

境、都市景観を形づくるとともの、災害に強いまちの形成につながる。  
・例えば、地形的に市街地に適さない部分においては、これ以上の宅地開発を抑制することはもと

より、既に宅地化された地区では、敷地の統合化等、低密度化に合せた環境改善に取り組む。	 

・また、安全性を考慮した避難場所の再編、公共公益施設の再配置等を期待する。  
 
◆多様なライフスタイルを可能にするまちづくり	 

・さいたま市は基本的に住宅都市であり、住環境こそがその も重要な資産であると考える。また、

都会と田舎の両方を併せ持つさいたま市では、都心居住から田園居住まで、多様なライフスタイ

ルが営まれている。  
・農地・緑地と共存した農家集落、緑豊かな郊外部の低層低密住宅地から、都市中心部における利

便性の高い高層高密の住宅地まで、多様なライフスタイルに対応した、それぞれに質の高い住環

境を保全・整備していくことを目指す。  
・郊外部の住宅地は、相対的に居住人口が減少していく可能性があるが、単に都市経営の効率化の

観点から、この地域を見捨てるような施策をとるべきではない。空き地や空き家の活用を含めて、
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地域住民等が積極的にエリアマネジメントに取り組み、暮らしやすく安全な環境の確保に取り組

んでいくことが期待される。  
・一方、駅周辺や商業系用途地域内の高層高密住宅地においても、単に土地の高度利用を求めるの

ではなく、地区計画等によるきめ細かな土地利用規制により、空地・緑地の確保や適切な相隣関

係の形成を目指すべきである。20 世紀の負の遺産である、ドミノマンションの増殖を許してはな
らない。  

・また、都市中心部も一概に高層高密住宅で塗りつぶすのではなく、古くからの優良な低層住宅地

を維持するなど、ミクロな土地利用配置が必要である。まちなかでも、ゆったりと住める地区が

あっていいはずだ。そのため、用途地域の変更や地区計画等の地域独自の土地利用規制の適用に

取り組む。  
	 

◆地域ごとの特性に基づいたさいたま市独自のコンパクトな土地利用を目指す	 

・都市のコンパクト化は、マクロな資源や環境問題への対応として必要と考える。ただし、中央都

市軸を高密化していくようなマクロ的コンパクト化は、都市経営の効率を高めるとはいえ、必ず

しも豊かな市民生活にはつながらないと考える。  
・きめ細かなまちづくりの観点からは、全体的な軸状コンパクトではなく、地域ごとの市街地集積

や土地条件に対応した、分散ネットワーク型コンパクトシティを目指すべきである。  
・例えば、4 市の合併によってできた政令指定都市でもあるさいたま市は、区や地域ごとに集住と
都市機能の集積したエリアがあり、それぞれの中心地区への集積を図るとともに、周辺への無秩

序な市街地の拡散を防止する方が、市民の暮らしを豊かにできる。  
・逆に中央都市軸エリアの中にも、市街地形成の歴史を踏まえたメリハリがあり、連担を分節する

低密度空間があるべきだと考える。それらは、自然環境の場となるとともに、都市防災にも寄与

するはずだ。  
・市民も、地域まちづくりへの主体的な参加のなかで、地域ごとのコンパクト化に取り組んでいく

ことが期待される。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

さいたま市地形図（部分） 

：さいたま市は一見平坦な

ようだが、きめ細かい地形

の変化がある 

（国土地理院・地盤高図より） 
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◆きめ細かな地域まちづくりのための、市民参加の促進	 

・上で述べたようなきめ細かいまちづくりは、地域住民等の主体的な参加なしには成り立たないと

考えられる。  
・地域で暮らし地域のことに知悉している市民が、自らまちづくりの計画づくりに関わり、地域を

管理運営していくことが重要である。  
・例えば、地域ごとのまちづくり構想を積極的に描くとともに、必要な場合には、地区計画等のき

め細かな土地利用規制を住民主体で考える。また、身近な自然環境の保全を含めた地域の環境管

理を、市民の手によって行っていくことが望まれる。  
→＜テーゼ－５＞	 市民が主体となって決定し、自ら実行していくまちづくり	 参照	 

	 

	 

	 

	 

さいたま市における地区計画策定地区 

：地区ごとのきめ細かい計画制度のひとつ 

20 世紀から引き続き進められている、浦和

美園駅周辺の大規模開発 

身近な住宅地などでの、住民主体に

よるまちづくりが重要 
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〇マクロからの都市整備への批判  

・さいたま市、市長の意識は、やや大規模イベントなど、外部からの活力導入に偏っているのでは

ないか？  

・駅直近の開発に集中して、住宅地の近隣商店が消えていっている。  

〇身近なまちづくりの単位について  

・川沿いのエリアを単位にしたまちづくり計画をつくりたい。  

・流域住居表示ができたら面白い。同じ利害を共有していることが理解できる。  

・居住地域の単位で将来に渡り安心・安全な「地区計画」化を計画し、構築する。  

・まちづくりの単位は、型にはめるものでなく、いろいろあっていいと思います＝テーマごと。  

・個が活かされるまとまりのあり方は？   個の意識の向上→隣り組→自治会組織→小学校区  

・コミュニティーの基本は「向こう三軒両隣」大きなまとまりは生き（活き）にくい！  

・さいたま市でもコミュニティからのまちづくりが大切  

・まちづくりの検討場面も「コミュニティ」単位を考慮したい  

・身近な生活、コミュニティ、人づくりの視点、世代間交流といった視点からまちづくりへとつな

がっていく（女性）←大きいことから考えるより、自助→共助→公助  

・小さな暮らしの単位、コミュニティに出会う機会があること（お祭り、雪かき、地域の仕事など）  

〇区の在り方  

・行政区ができて、まちづくりの関心の核になれる  

・岩槻のまちづくりなのに、すべて本庁に伺いを立てている。もっと主体性をもって、まちづくり

をできないものか。→横浜、川崎のような、企画能力のある区役所（大区役所制）に  

・岩槻は旧市がそのまま区になったのだから、区民がリードして、主体性のある区役所の実現を先

導していけるのではないか。  

・区の機能、役割強化が期待される  

〇その他、これからの進め方等  

・「さいたま市の現状」をどう評価して、これからのまちづくり、市民参加を進めていくべきか。→

次の具体的絵姿・イメージ、あるいは価値の提案  

・市民の生活視点から、「まちづくり計画」を提案したい。  

◎地域別構想の策定に、市民が主体的に取り組んでいこう。  

	 

	 

	 ～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

〇きめ細かい自然、地形の特性について、意識している市民は少ないのかも

知れません。多様な住環境やライフスタイルの存在、その保全への意識に

ついても、あまり共感は得られませんでした。それぞれの地域に暮らして

いる市民には、意識されないものなのでしょうか。また、都市のコンパク

ト化についても、日常的な生活感覚からはやや離れた問題と考えられます。	 

〇ただ、生活の視点から、地域、コミュニティ単位でまちづくりを進めるこ

とは、多くの市民の望んでいるところだと感じられました。また、まちづ

くりにおける区への期待が大きいことも分かりました。地域ごとのまちづ

くりを考えていけば、必然的に多様な自然、住環境、ライフスタイルを大

事にすることにつながっていくのではないでしょうか。	 

〇そして、地域ごとのまちづくりの軸として、都市マスの「地域別構想」の

策定に取り組んでいくことが重要と考えます。	 

市民から寄せられた主な意見  



18 

＜テーゼ３＞	 	 地球環境の中での持続可能なまちづくり	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ―資源消費型から持続可能型社会へ―	 

	 

1）テーゼの主旨	 

・20 世紀において、人々はひたすら資源、エネルギーを消費することで幸せを実感していた。しか
し、これからは、資源枯渇の面からも地球温暖化等の面からも、それを続けていくことはできな

い。資源・エネルギーの浪費、施設のスクラップ＆ビルドを止めて、100 年、200 年先まで持続
可能なシステムに切り替えていかなければならない。  

・土地利用の面では、本来の自然や地形に即した土地利用の配置や、無駄な移動を少なくする複合

的土地利用により、持続可能な都市形態の実現を目指す。  
・交通の面では、電気自動車等の普及を図るのみでなく、ＩＴ技術の活用に基づいた、自家用車の

利用抑制や高齢者も利用しやすい公共交通機関の充実等により、安全で快適な都市空間の創出に

つなげていきたい。  
・また、都市施設の適切な維持管理、廃棄物処理、再生可能エネルギーの導入等の面で、地域社会

を中心にした取り組みによって、環境と調和した持続可能な地域社会への転換を目指していきた

い。  
・それらの取り組みによって、資源やエネルギーの制約を、逆に安全で豊かな都市空間、都市生活

の実現につなげていくことが可能なのではないかと考える。  
 
2）まちづくりの基本方向と具体的なまちづくりの提案  
◆人口が減少する将来にわたって持続可能な土地利用形態を目指す	 

・よく「景観 10 年、風景 100 年、風土 1000 年」等と謂われるが、20 世紀に供給された住宅地等
の地名には「名が体を成していない」所がある。それらは土地利用効率と需給関係を優先し、古

来の地名すら変えた「自然改変」で供給された。今後は「さいたまらしい風土」を理解し、テー

ゼⅠの如く慎重に開発されるべきである。  
・持続可能ということは即ち、少ないエントロピーで再生産可能にしてゆくこと、それには「スト

ック」ということを強く意識したまちづくりが必要である。  
・その実現のためにはバックキャスティングよろしく、将来像を見据えた上で、「今やるべきこと」、

「禍根を残すからやらないこと」を明確に市民で共有し、「総論賛成、各論反対」で計画が頓挫し

ないよう、適正な土地利用を市民、地権者、事業者等の協働を強化して進めるべきである。  
・その際、良好ストックづくりのため、地区計画等で環境や利便性を担保しながら、従来の「用途

純化」型土地利用だけでなく、超高齢社会を見据えて、複合・高度化も視野に入れた土地利用を

行なうべきであろう。  
・また住宅都市「さいたま」の住まい方等では、人口減少や所得伸び悩みを視野に、需給面からの

み発想される、住宅・宅地開発や容積頼みの高密度集合住宅の新規供給よりも、良好なストック

の再活用に力点をおいてはどうか。  
・またストック形成に不向きな軟弱地盤でもある「液状化しそうなところや内水氾濫等が予想され

るところ」の公共公益施設の統廃合に関しては、市民も先の大震災を踏まえ、不良資産化を避け

る努力に協力すべきであろう。  
	 

◆人と環境のための交通体系の整備を目指す	 

・世界的には人口増加によるエネルギー等の資源問題が顕在化する中、日本では超高齢社会を迎え、

移動しやすい環境低負荷型近距離交通手段が求められる  
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・高齢になっても、移動の自由が保障された地域でありたい。そのために、高齢社会に対応する、地域におけ

る新しい発想の公共交通、モビリティ支援を推進する。 

・クルマ社会も転換期にあり、環境負荷低減だけでなく、「自動運転」に技術革新の成果が見え始め

ている。CPU の高性能化で情報処理は格段に進み、センシング技術の進展と相俟って、社会シス
テムとしての利用可能性が増している。	 

・また交通情報等のビッグデータが活用され、渋滞情報を上手く制御できれば、10 兆円とも試算さ
れる時間費用や環境負荷の低減に寄与するだろう。  

・例えば、｢住み続けたいまち｣の実現手段として、公共交通過疎地での通勤や児童幼児の送迎、高

齢者の日常的足として、さらに都心部でのスマートフォン利用のカーシェアリングや「訪れたく

なるまち」観光での情報提供型移動手段としても自動運転技術を搭載した超小型 EV の活用が
期待される。  

「スモール・イズ・ビューティフル」は「盆栽文化を発信するさいたま市」に相応しいではないか。 
・既に国では超小型モビリティに関する保安基準が作られているが、社会システムとして免許制と

か公道走行制限等に課題がある。  
・これに対しての社会実験が進められつつあるが、住宅地など 4ｍ道路主体エリアに、超小型モビ
リティ優先道路を指定し、走行ルールづくりや自動減速インフラ整備等を進めてはどうだろうか。 

・成熟社会を迎え、あらためて歩行者を大切にする道路の環境整備と、交通マネジメントシステムの導入を追

求する。具体的には、生活道路に地域によるマネジメント（GPS 技術を活用した自動車速度や交通量の監

視・コントロール、ゾーン 30、ゾーン 20 規制など）導入が考えられる。 

・住宅地内では健康増進も兼ねたウォーキングや地域居住者に触れ合う機会を提供する「緑 のフットパス

のある街区作り」について、｢水とみどりに囲まれたネットワーク型の集約型都市づくり｣施策の一環と位置

づけ、市を挙げて整備推進してはどうか。 
	 

◆都市基盤、公共施設の既存ストックの活用と、市民参加による資産管理を進め

る	 

・高度経済成長期に拡張したさいたま市では公共施設等の老朽化が進んでいる。	 

・既存施設の有効活用や長寿命化が必要であるが、その維持管理や更新についてはしっかりした点

検とデータでアセットマネジメントされる必要がある。  
・例えば公的賃貸住宅等の空き住戸に家賃補助やリニューアルを行い、若い世代の入居促進で、世

代間交流とコミュニティ活性化を狙う資産管理を進めてはどうだろうか。  
・また人口減少・超高齢社会を迎え、今後は税収も厳しさが増す中、社会保障費用も増大が予想さ

れる。公共公益施設等の維持管理に関しては、財政負担を減らすため公園アダプト制度等の活用

で、市民等の積極参加を求めてはどうか。  
・新規の公共公益施設作りに関しては、市民等の税負担感覚と公共サービス享受機会のバランスに

何らかの歪が出ると予想される。  
・費用対効果を明確にし、あれもこれもではなく、選択と集中や複合化・高度化を検討し、優先順

位をつけた情報や検討機会の提供がなされ、市民等の間でも共有され、よく合意されていく必要

がある。	 

	 

◆エネルギーの地産地消、廃棄物の地域処理を目指す	 

・エネルギーの地産地消とは言っても、そうそう容易く造れないので使うエネルギーを少なくする

方策、「省エネハウスやスマートシティ化」等でのまちづくりやエネルギー利用者等のソフトパ

ワーを活用することが基本ではないか。  
・環境問題をクリアし、エネルギー安定供給を持続的に受ける者としては、住宅等の省エネルギー
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化や生活のし方を換えることで、エネルギー需要ピークの平準化（デマンドコントロール）に協

力する等は使う側としての義務だろう。  
・例えば「分散ネットワーク型電源システム」として、住宅等の太陽光発電と電気自動車のバッテ

リーを利用すれば、非常用電源にもなり、電力需要ピークの平準化にも寄与出来るだろうし、家

事もスマートメーターによる「見える化」で、工夫次第であろう。  
・一方、さいたま市内では、地域エネルギーとして再生可能なエネルギー源を考えると選択に苦慮

する。さいたま市内ということでは再生可能なものは太陽光発電ぐらいかもしれない。  
・比較的大きな施設については遊休地化した谷戸や耕作放棄された農地の一部を利用してはどうか。

団地等にある調整池上空等もどうだろうか、防災や生物多様性などとマッチングする方法で模索

すべきだ。	 

・エネルギーや廃棄物処理の分野にも、生活部門からのアプローチや地域・地区単位の発想を取り入れ、小

さな単位で考えることによる、食品残渣や廃油、落ち葉などのエネルギー転換活用など、エネルギー・廃棄

物処理革命に取り組む。 

・ちなみに生ゴミのバイオリサイクルに関しては回収システムと資源化された堆肥の利用システム

との整合性の検討を市民ともども進める必要がある。  
・また家庭廃棄物に関しては ISO14000 も浸透し、上流の収集から分別が進んでいるが、更なるリ
サイクルを推進すると共に、「物流から考える」減量化も検討する必要がある。  

 
  

グリーンパワーステーション大宮

（西区三橋 5 丁目の谷戸） 

幹線道路に囲まれた住宅地などで、 高速

度を 30ｋｍに規制する「ゾーン３０」 

公共施設の建て替えについて検討する、市

民参加によるワークショップ 
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○生活に不可欠の社会的共通資本に関する直接的意見は少ない。  

・自転車は車両／事故・損害賠償／交通規則無視  

・大都市としては、結構まだ自然が残っている。再生より前に保全が可能だし、必要だ  

・さいたま市は医者が少ない。どう対応するか？  

○生活者視点でのまちづくりに向き合うとの意見は多い。  

・ゴミを出さない！不要な物を買わない！ゴミは分別にして出す！（工夫してゴミの減量）  

・市民の生活視点から「まちづくり計画」（コミュニティ、人づくりの視点、世代間交流）  

・エネルギー問題にまちづくりがどう向き合うか（身近なところからセーブ）  

・もっと下層の人のことを考えるべき。（貧しい独居老人等、若者の暮らしも苦しくなる）  

・コミュニティからのまちづくりが大切（お祭り、雪かき、地域の仕事、決め事）  

・多様な生活ニーズに対応できるまちづくりに共感（多様な価値観に堪えられるか）  

・空き家、空き店舗が特に目立っている。（住宅地の近隣商店が消えていっている）  

○開発保全等に関する意見では保全活用に肯定的意見が多い。  

・税収増（住民税、固定資産税）のための高層マンションの建設が問題  

・スクラップ＆ビルドは好ましく感じない。（空き家活用、邸宅地の保全活用）  

・目指す住環境づくりのためには、目標に向かっての規制は必要である。（地区計画の構築）  

・今後のまちづくり、民間事業者の係わり方は課題、開発から保全（保護活用）への転換  

・古い歴史がある建物が放置または壊されていきます。なんとか対策を  

・宅造優先の固定資産税制度を緑保全優遇に変換  

○持続可能なまちづくりでの資源、魅力については評価が低い。  

・さいたまの個性を伝えるようとしても思いつかない。（若者の夢、経済の可能性を）  

・仕事の魅力が弱いが、住みやすさ、家賃の安さは実感。（緑の多さは驚き）  

・優良農地に市民の関心、価値意識を向けることが大切（都市農地の保全活用政策不在）  

・さいたまの目玉は快晴率、元気高齢者、災害が少ない等？。弱点は、国際性、国際企業  

○持続可能性に不可欠な市民参加についてはまずは身近なところからとの意見。  

・行政頼りの生活から脱却（自治会の役割が重要。治安、防災等）（清掃を地域住民で）  

・散歩、子供の遊び場、ジョギング等にも使える地域マップ（地域ごとの防災マップ作成）  

  

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

○社会的共通資本への関心を高めていきたい。	 

自然環境（農業）、制度資本である教育医療福祉	 

○生活者視点でさらに見つめなおそう。	 

サスティナブル・ユニバーサル・ローカルやＱＯＬ	 

○開発保全では調整機能の強化とその制度設計が必要だ。	 

開発規制、保全支援、税制等	 

○資源発掘と周知活用を強化していきたい。	 

地域発見プロジェクトや地域伝統文化等のイベント実施	 

○人口減少・高齢化で財政需要増を迎える。	 

市民参加・ボランティアのしやすさの検討	 

 

市民から寄せられた主な意見  
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＜テーゼ４＞	 	 地域の自立・自給による活性化を目指すまちづくり	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ―外部依存から内発的活性化へ―	 

	 

1）テーゼの主旨	 

・これからの人口減少、低成長時代においても、活発な社会・経済活動は、豊かな市民生活にとっ

て不可欠な要素である。しかし、それを外部からの施設誘致等、広域システムに頼るのでは、か

えって地域の特性や魅力を損なう恐れもあるし、持続的な経済の維持・発展も保障されない。  
・外部に依存した活性化を図るのではなく、地域を中心にして、市民が主体的に都市運営をするこ

とによって、地域の内側からの活性化を目指していきたい。  
・環境の保全活用、農地の多面的な活用、地域福祉、廃棄物処理やエネルギー、地域交通等のさま

ざまな活動に市民が組織的に関わることによって、地域内に身近でさまざまな雇用を生み出し、

地域の経済を活性化するとともに、暮らしやすい環境をつくっていくことができると考える。  
・テーゼ−３でエネルギーの地産地消、廃棄物の地域処理を目指す目標をかかげたが、生活サービス

や地域経済の需給バランスも、極力外部依存度を抑えて地域内循環を高めることを目指す。  
・広域的な巨大システムに頼らない地域主導の小さなシステムの運用は、災害時においても、しな

やかな力を発揮するであろう。  
 
 
2）まちづくりの基本方向と具体的なまちづくりの提案	 

◆地域の産業を多様化させ、生活関連分野での雇用を生み出すことにより、地域

経済の活性化を目指す	 

・さいたま市内の暮らしに身近な地域の中に、多様な働き方を選択できるまちを目指したい。そのことによって、

ワークシェアが進むと同時に、短時間で低負荷の働き方も可能となり、少子高齢社会においても就労人口

を最大化できる。 

・今後、在宅ワークスタイルとともに、シェアオフィスやコ・ワーキングスペースなど柔軟な仕事空間へのニーズ

が高まることが予想されるので、都心部の活性化に資する空きビルの活用方策として提案したい。 

・大規模店や郊外店、コンビニエンスストア、全国チェーン店などの進出によって、昔から営業を続けている

地域密着型の店舗は苦戦しているが、まちなかの仕事の後継者育成や就労希望者とのマッチングで応援

したい。 

・特に、超高齢社会の都市空間において、住まいと生活サービスが一体となったまちのデザインを整えること、

歩いて会話して買い物ができるまちづくり、生活支援系の仕事によって地域経済を回す仕組みをつくるこ

とは重要な視点である。 

・新たな発想で地域に産業を創造したい。例えば、交通サービス分野で、IT やスマートフォンの普及を背景と

した、ディマンド、マイクロ、力車、各種送迎付きサービス、買い物支援、新しい行商などの業態を育成した

り、生物多様性の保全、向上に資する公園緑地管理を実現するために、地域の専門性を有する人材を登

用したり、ひいてはグリーンツーリズムやエコミュージアムの展開可能なまちづくりを推進したりといったこと

が考えられる。	 

 
◆農地の多面的な活用による、地域経済の活性化を目指す	 

・首都圏に位置する政令指定都市でありながら広大な農地面積を有するさいたま市の特性を活かし、食糧生

産機能、災害時に対応可能なオープンスペース機能、日常の余暇空間機能、新エネルギー研究・開発の

舞台としての機能など、農地の多面的な機能・ポテンシャルを最大限に引き出したい。 

・農地の多面的機能の中でも、都市内農地には環境資源としての機能に対する期待が大きい。環境共生型
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農業を推進するとともに、見沼田んぼのユネスコ未来遺産指定を活用して、将来に受け継ぐ環境資源とし

ての付加価値を高める。 

・都市政策と合致する農業政策として、第６次産業振興の視点をもつ高付加価値農産品の振興や地域内・

市内流通を促進し、流通コスト削減効果を消費者メリットに転換させることにより、さいたま市の農業のアド

バンテージを高める。 

・農業後継者育成のために、新規就農の仕組みづくりを進める。また、都市住民にとって身近で生活に密接

な農の空間とするために、子どもも高齢者も農業体験ができるような農業政策や、食育に地元の農産物を

活かすなどの方策を進める。 

 
◆コミュニティビジネスとして、地域の公共サービス、空間管理を行っていく	 

・市民自治、市民参加のまちづくりに向けて、市民が身近な公共サービスの担い手になることを積極的に推

進したい。公共サービスの中でも生活支援や子育ての分野は、地域管理で仕事づくりを進めるのに相応し

い。買いものや家事支援、見守り、おしゃべり等の事業化、公的支援サービスの提供分野などである。退

職後の高齢者の社会参加の機会提供にもなり、まちのコミュニティによる共同管理の促進が期待できる。 

・コミュニティビジネスを、地域経済と地域コミュニティの両面から評価して推進したい。 

・具体的な事業対象のアイデアを列記する。 

- 市民型公共事業（公園、道路、など） 

- 地域コミュニティの拠点として、公民館の開放、住民運営の手法づくり 

- まちなかやコミュニティの空間、入会地（ローカルな公共地）の市民による管理運営 

- 空き地・空き家の利活用を進める仕組みづくり 

- 余裕、余剰スペースの情報集約、見える化と有効活用へのマッチングの仕組みづくり 

- 市民の街づくり活動を支える「まちづくり活動センター」の整備 

- 人々の集うコミュニティカフェを地域ごとに（公が支援して空間を、運営は民で） 

- まちのお茶の間、まちの縁側づくり 

- 子どもが勉強したり、異なる年齢のものが交わることの場の確保と保障 

- 子育てニーズと高齢者人材のマッチング、場づくり 

- 地域通貨、地域支援ポイントシステム 

 
◆地域コミュニティの再構築により、地域防災力の向上を目指す	 

・人口減少局面を迎えることによる都市の縮小、地域コミュニティの再構成に呼応し、軟弱地盤や水害リスク

を抱えるような不適地の避難場所指定や福祉施設の再配置を進めたい。また、避難場所運営を担うコミュ

ニティと避難場所指定の関係を、昼間人口や非常時の住民自治の観点から見直し、ミスマッチによるリスク

の低減を図る。 

・地域の小さな単位でエネルギーや廃棄物処理を考えることによって、災害時にも地域で自律的なエネルギ

ーを確保できる可能性の追求を図る。 

・都市農業の活性化、都市内農地の多面的機能の活用は、災害時の食料生産、供給、井戸水、湧水の持

続的な活用にもつながる重要な視点と位置づける。 
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〇今後急速に高齢者が増えていく状況に対して  

・子どもがへっている。  

・一度さいたまを離れてしまった子世代、若者世代が、さいたまに戻ってくるようなまちであ

りたい。  

・空き家問題、空き家活用、邸宅地の保全活用←環境劣化をまねかない対策（宅地分割やマン

ション開発に対する法・制度の整備が必要）  

      →分権と市民参加で。条例の役割は高まってきている。  

      →国の税制は難問  

      →都市農地の保全活用も、現行の都市政策と農業政策が分離されたままでは難しい。  

・＜個別・自分からの発想＞←つなぐもの→＜全体＞  

〇さいたまの内側から活性化していこうという、まちづくりビジョンが打ち出している

考え方に対して  

・さいたま市内部から創っていく思いを強く感じた。  

   ←市外部と連携したり相互支援する柔軟な関係性があってもよいと思う  

・大きな目指すものは、市民側も行政側も大きくズレてはいないと思う。見方、アプローチの

違いだろう。  

・「内発性」はよいキーワードだが、外部から良いアイデアを得てさいたまで活かす姿勢があ

ってよい  

   ←周囲を参照し比較しながらも、さいたま市の独自性、強みを打ち出していけるとよい  

・多様な生活ニーズに対応できるまちづくりに共感  

   ←一律のコンパクトシティではなく、どう担保、表現していくかが課題  

・「７Ｆ」のように、楽しみながら新しい活動をしていることが、結果的に活性化につながる

と思います。その自由な活動をさまたげないようにすることが大事ではと思います。  

市民から寄せられた主な意見  

市内各地にコミュニティカフェがあり、高齢者

等への食事やコミュニケーションの場を提供

している 

見沼区や岩槻区などの直売所には、多くの

市民が訪れて地元産の新鮮な野菜を求め

ている 
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・人と人とのつながりを大切にするためにも、地元（農家、商店）の活性化に協力する。  

・食育を考えるべき。  

・「べき」ではなく、地域の強みや人材（脳材）が活きる取組みを後押しする仕組みができる

と良い。  

・子ども会活動の見直しを。子どもを喜ばせることではなく、子どもの生きる力を育てるあり

方。→地域の力となる。（例：定期的な地域の清掃活動、農家の手伝いなど）  

・目立つ空き家、空き店舗の活用計画  

・空き家は更地にすると税金が高くなるのはおかしい  

・空き家が目につくようになり、防犯や冬に向かって火災が心配。行政によって空地にしてく

れると見通しがよくなると思います  

・市民活動団体が利用できるシェアオフィス。空き部屋の利用。机、イス、ロッカー等。共同

管理、低い利用料  

・コ・ワーキングスペースもある  

〇小地域で安全、安心を高めることの重要性  

・周知徹底のための具体的方策を実施する。  

・災害時、停止電力を想定した、井戸水供給の確保を対策しておく。  

・災害時には水も必要。  

・地域ごとの防災マップ作成、ネットでの共有。  

・自治会の役員だけの訓練ではなく、一般住民の参加できる訓練の実施を！  

・どうすれば、ひとりひとりの意識を高められるか？  

・平常時の散歩、子供の遊び場、ジョギング等にも使える地域マップ  

   （ｅｘ.水道、トイレ（バリアフリー）、雨宿りの場などが分かる）  

・小さな自治会、50 世帯～100 世帯をまとめる  

・犬も散歩で地域の変化をチェック。防犯にも役立つ  

・地域防災の具体化。特に地下防災（ビルの地下、地下鉄）  

・よそから来た人がわかりやすい市内の地図や道標をつくってもらいたい  

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

〇地域の自立・自給による活性化を目指す方向性、外部依存から内発的活性

化に転換していく発想は、概ね好感をもって受け入れられたように感じま

す。	 

○そのようなまちづくりを実現させる具体的なアクションを、市民レベルか

らどのように起こしていけるかが課題です。また、外部の活力を否定し、

内部だけに凝り固まったドメスティックな指向性に偏り過ぎることもまた

好ましくないと考えるべきでしょう。	 

〇いずれにしろ、多様な世代の人々が、地域でいきいきと交流し、そのよう

な交流がまちの経済活動を活発にするというビジョンを、これからのまち

づくりの柱とすることに間違いはないようです。	 

〇農業分野ではブランド化や直売など地産地消を進めること、商業分野でも

高齢者に優しい地元商店を活かすことなどに期待がかかります。	 

○また、都市づくりに係る具体的課題としては、空き家対策の必要性と地域

単位の防災体制づくりへの関心が高いので、それらのテーマを切り口とし

たまちづくり活動がポイントになるかも知れません。	 

〇このような取り組みや活動は、既にさいたま市内でも空き家や空き店舗を

活用したユニークな事例がみられます。そしてそれは、テーゼ５が示す新

しい市民自治、地域自治の拠点となっていく可能性を秘めています。	 
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＜テーゼ５＞	 	 市民が主体となって決定し、自ら実行していくまちづくり	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ―行政主導から市民主体へ―	 

	 

1）テーゼの主旨	 

・上に述べた＜１＞から＜４＞までのテーゼの実現の共通の基盤として、市民主体のまちづくりが

必要である。行政主導の都市づくりでは「行政の無謬性神話」が支配し、まちづくりに不可欠な

試行錯誤的な取り組みや社会実験的な歩みだしができない。行政の内側から地域のきめ細かな特

性を活かしつつ、地域を活性化していくには限界がある。地域を主たる舞台として、行政とも協

働しつつ、市民がまちづくりを自ら決定し、自ら行動することが求められる。	 

・良いまちをつくるには良い市民がいなければならない。よい市民は自ら考え、行動できることで

あり、市民にまかせ、市民に考えさせることが必要である。したがって、行政はコーディネーに

徹し、市民との信頼関係を築き、一緒にまちをつくる姿勢をもってほしい。当面は、市民がまち

づくりに手出し口出しすることで活気づくまちを目指す。  
・市民に身近な地域において、市民主体のまちづくりを展開すべきである。都市計画マスタープラ

ンに基づく「地域別まちづくり構想」等への市民参加を推進し、地域の市民が主体となって決定

する、地域のきめ細かいまちづくりを進めることが重要である。	 

・政令指定都市として行政区を持つさいたま市では、区役所の適切な役割が重要である。区役所は

市役所にとっても、市民にとっても地域を統括する身近な組織である。市役所の組織にあって、

地域の課題を市民側の視点で他の部局に対して交渉できる立場がとれる。区役所を、市民主体の

まちづくり総合機関として位置づけたい。	 

・一方、まちづくりに意欲のある市民も多いが、自らの考えや行動への前向きのリスポンスがない

と中断しがちである。市民に自覚ある持続的な活動を促すためにはそれらを支える仕組みが必要

である。また、より良い協働を進めるためには、関わる主体の相互の信頼関係を常に醸成する仕

組みが必要である。そのためには、第 1 に話し合いを重ねていくルールが必要であり、条例の形

式がふさわしい。	 

 
 
2）まちづくりの基本方向と具体的なまちづくりの提案	 

◆行政計画の立案、実施に対する、市民の参加を促進する	 

・ 重要課題について行政が素案づくりの前に、「市民との協働テーブル」検討会、その後に専門

委員会を設置すべきだ。また、これを円滑に進めていくためのルールを定めるべきだ。行政の恣

意的な判断により、まちづくり団体を適当に使うことは信頼関係の醸成を損なう。	 

・委員会、審議会における市民委員の比率を高め、活発な議論を期待したい。学識経験者の選定に

当たってはさいたま市の状況を熟知していることを条件としてほしい。さいたま市のことを知ら

ない権威だけの学識経験者は要らない。  
・まちづくりの仕事を、行政職員だけでなく市民も担えるようにする。地域づくりに関心の高い専

門的な知識や技術を持つ市民を登用するとともに、企業や企業人も参加できるようにしていくア

イディア（時間、給与、身分、権限、等）を採用する。  
・また、民間の人材活用や市役所職員が現場経験を積むことのできるインターン制の導入や、市民

が市役所組織内での仕事を経験できるなどの人の交流を促進する。  
・政策決定プロセスを、もっと市民にオープンにして、わかりやすい情報提供の仕方をすすめる。

例えば、膨大な資料を電子情報で流すだけの紋切り型の情報提供はやらない。あるいは、要旨の

みの簡略化しただけの情報提供があるが、これらは避けてほしい。冊子(有料でもよい)にしてじ
っくりと市民が知り、勉強できる機会を市民の権利として保障する。  
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◆市民に身近な地域を単位とした、市民主体のまちづくりを推進する	 

・きめ細かいまちづくりには、地域住民の主体性を発揮できるような参加が不可欠であり、地域の

市民が主体となって決定する、地域のまちづくりを進める。	 

・「地域別まちづくり構想」への市民参加を推進し、住民主体のまちづくりを展開すべきである。計

画だけを作ったことで終わらないようにしたい。その場合、事業者も参加した（参加が可能）ま

ちづくり計画の体制をつくる。	 

・旧村単位のまちづくり、コミュニティが生きているエリア、地域もあるので、地域特性を生かす

まちづくりの目標の設定など柔軟な対応が必要である。地域にひとつだけということよりも、多

様な市民がいて、それぞれの意見がでてくることを期待する柔軟な対応が望まれる。	 

・エリアマネジメントとして市民が地域の管理していく仕組みをつくる。単位は固定していないの

で、関心を持った市民が他の市民たちと問題意識を共有化していく柔軟な支援体制が必要である。	 

・また、街並み形成の規範や作法などを地域ごとに策定し、市民にとって愛着のあるまちを育てて

いく。これを進めていくためにも根拠となる条例が必要である。	 

 
◆区役所をまちづくりの総合機関として、市民主体のまちづくりを進める	 

・市民がかかわるまちづくりのテーマは千差万別である。それらのすべてに行政がかかわることは

不可能であり、また、望ましいことではないだろう。行政は市民がそうしたことを問題にすると

いう意欲を尊重し、必要であれば行政施策として取り上げていく姿勢がほしい。区役所は地域の

総合機関であるので、そうした課題をまず受け止めてほしい。  
（例：横浜市の区役所を参考にする）  

・特に、区役所の役割は、コーディネートの比重が高く、区役所をまちづくり総合機関にしていく。 
・公民館を地域まちづくりの拠点にしていきたい。コミュニティセンターとの役割の整合性を図り、

身近な地域文化の創造拠点として見直したい。また、公民館長に民間の人材を活用したい。  
・各区での市民活動形態が金太郎飴になることは好ましくない。市民活動支援施設や機能などは各

区独自に展開したい。たとえば、区役所が市民活動を積極的に、かつ継続的に支援する独自の予

算措置があることが望ましい。  
	 

◆市民主体のまちづくりを支援する仕組みを整備する	 

・市民主役のまちづくりをきちんと動かすための仕組みとして、市民が責任を持って自分たちのま

ちを良くするための理念と方法を定める条例づくり、市民のまちづくり活動を支えるまちづくり

活動センター（コーディネート機関）の設置が必要である。  
・地域まちづくり条例に基づき、市民が主体となって地域まちづくり構想の策定に取り組み、市民

生活重点の都市マスにしたい。  
・地域レベルの計画について区役所を中心とするさいたま市役所側と市民・企業などとの合意を進

めていく仕組みが必要である。	 

・情報公開、相談機能、市民が行動に移せる資金的な支援制度などの仕組みを整える。  
（例：世田谷区には各所に NPO がまちづくり相談事務所を設立している。区はそれらを支えて
いた。それぞれの NPO 事務所は自律的な活動をしている。）  

・まちの特定のテーマに取り組む市民が運営する組織、アーバンデザインセンターの設置をすすめ

る。例えば、空き家・空地利用、屋敷林などの身近なオープンスペースの活用、交通バリアフリ

ー・ユニバーサルデザイン、マンションの環境改善などのテーマを市民が主体的に運営するまち

づくり組織を設立する。専門家の育成やネットワーク、市民への情報提供、具体的な事業の支援

などを行う。  
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（例：横浜市が行うまち普請事業は地区計画などの規制的な手法と車の両輪的に使うこともでき、

市民が良いまちをつくっていく実績を確認できる）。  
（例：京都市まちづくり情報センターは町家の保全再生に総合的に取り組んでいる。）  

・上記のような市民主体のまちづくり全体の基盤として、自治基本条例の制定が重要である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
 
〇市民の自発的活動、生活相の見方  

・この会もそうだが、見沼春フェス、秋フェスの例でも、きっかけを与えると、市民の自発的

動きを喚起できる。  

→やわらかい感性の（女性の）コーディネーターが良い  

→行政区ができて、まちづくりの関心の核になれる  

・身近な生活、コミュニティ、人づくりの視点、世代間交流といった視点からまちづくりへと

つながっていく（女性）←大きいことから考えるより、自助→共助→公助  

市民参加によるワークショップでは、 

議論の進行を支援するファシリテータ 

が重要だ 

市民から寄せられた主な意見  

地域まちづくり条例のイメージ  

：まちプラン市民会議の提案 



 

〇区及び区役所の役割について  

・見沼田圃は市の片隅だったが、緑区ができて、区制の中心課題になって注目度が上がった  

   →区の機能、役割強化が期待される  

・大がかりな都市構想政策とソフトな手立ての組合せ  

   →さいたま新都心などが一定の成果と開発インパクトを生んでいる一方で、きめ細かなソフ

ト施策に工夫の余地  

・個々の住宅、建物の集積で自動的に都市ができるということはない→個別建築行為（住宅、

マンション）、空き家などの課題にいかに向き合うか  

・最近、区（コミュニティ課等）発のプレスリリースが増え、区の単位で競い合っている印象

がある。良い競争に発展すればよい。  

〇市民主体のまちづくりという論点について  

・市民と行政が協働するネットワークコミュニティ（SNS）の設置運営を。  

・古い歴史がある建物が放置または壊されていきます。なんとか対策を。  

・市民からの誘いに、行政はなぜ乗ってこないのでしょう。立場ばかり主張する。  

・市民（NPO 含む）と行政が一緒のテーブルで勉強をしたり、意見を述べる場。  

・旧区役所跡地を利用した街づくりを進めてもらいたい。人形会館の他に、イベントが行わ

れる施設を作った方が良いと思います  

・城下町いわつきをイメージした街づくりを進めてもらいたい。  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

～･～･～	 ビジョンの発展・活用の方向	 ～･～･～	 

○市民と行政との円滑な意思疎通を促す多様な手段を試みていく。	 

○行政にお任せするのではなく、市民自らが相互の良いネットワークを構

築しながら、望ましいまちの創造を目指していくことが重要だと考える。	 

○市民主体のまちづくりは、多くの市民が参加しやすいテーマや身近な問

題を掘り起こしていく姿勢をもちたい。	 

○市民がもつ多様なお困りごとを総合的に受け止めて、地域レベルでの課

題については解決に向けて一緒に活動する機能を持つ拠点が必要だ。	 

○専門的な知識と経験を持つ市民目線に立つ非営利的な活動が行政と時に

は対立したり協調していきながら、多様な地域社会を築いていけること

が望ましい。	 

○行政においては、市民に最も身近な区レベルの充実した体制が必要だ。

本庁から出される縦割り的な施策を地域で総合化していく独自性が区役

所には求められると思われる。	 

○区役所は市民の様々な要求を一元的に受け止めて、更に実施に向けての

総合的な調整をする立場として充実が必要である。	 

○区レベルの市民向けの政策を充実していくために、政策コンテストをし

たらどうだろうか。	 

○市民が住みよいまちづくりを進めていくために、様々な段階のルールを

定め、実現化に道筋を通す制度の整備が必要である。複数の方々が話し

合われたことがルールとして確立され、試行錯誤して更によりよい段階

へと進む「進化する市民まちづくり」を進めたい。	 
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※ご意見、ご感想をお寄せください。 


