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さいたま市をご存じだろうか？ 
Do you know Saitama city? 

 

私の生まれ育った故郷である。このさいたま市の誕生の歴史経緯、そして今、どこに向かおうとしているのかを、３つ

の視点でお伝えする。 
It's my hometown where I was born and raised.  
I'd like to introduce from 3 viewpoints  
to the history of the birth of Saitama city,  
and where Saitama city is going now. 

 

１．さいたま市の特徴 

１．Characteristics of Saitama City 

 

さいたま市の特徴は、以下のようなものがあげられる。 
Characteristics of Saitama city are as follows. 

 

●「氷川神社」という 2400年の歴史ある神社。 
●プロサッカーに 2チーム。 
●「大宮盆栽村」という盆栽職人の街。 
●ツールドフランスの選手たちによる自転車レース「さいたまクリテリウム」開催。 
●大都市の中の広大な農業地帯「見沼田んぼ」。 
●基礎自治体では全国 9番目の約 130万人の人口 



- A historical shrine of 2400 years called "Hikawa shrine" 
- 2 team,professional football 
- A town of bonsai craftsmen called "Omiya Bonsai Village" 
- The bicycle race by players of Tour de France"Saitama-Criterium"  
- A vast countryside in the big agricultural zone "Minuma-tanbo" 
- In the basic municipality the nation's ninth population 
  of approximately 1.3 million people,big city 

 

 このうち、広く認知されているのは、「盆栽」かもしれない。その昔、日本に盆栽を届けてくれた中国の先祖に、感謝し

たい。 
Of these, maybe widely recognized, "bonsai." 
Want to thank the Chinese ancestors 
who delivered bonsai to Japan. 

 

しかし、海外の人々に最も分かり易くさいたま市を紹介する言葉としては「東京の隣の大都市」。北側に位置する。 
However, it is said that "Saitama city is the biggest city next to Tokyo"  
as the word that introduces Saitama city most easily to overseas 

people. 
Located on the north side. 

 

２．さいたま市の誕生とさいたま新都心 

２．Saitama city's birth and "Saitama-Shintoshin" 

 

さいたま市は、4つの自治体が合併をしてできた。その合併は国の構想である「業務核都市構想」に端を発してい

る。都心から政府やビジネスの機能を分散する高度成長時代の構想である。横浜市・川崎市・千葉市と同じものが

求められた。 
Saitama city was formed by merging three municipalities in 2001.  
This merger is based on the concept of the country "Business core city 

concept". 
The same one as Yokohama city, Kawasaki city and Chiba city  
was purchased by the plan of the high-growth era  
which disperses the function of 
 the government and the business from downtown. 

 



さいたま市は、「さいたま新都心」により創造された。この新しい都心は、3市に跨っていた。業務核都市構想の受け

皿として、広大な操車場跡地に政府機能やビジネス拠点イベント施設などが整備された。 
Saitama city was created by "Saitama-Shintoshin".  
This new development downtown area extended over 3 city.  
As a receiving plate,"Business core city concept",  
the government function, a business base and event meeting place etc,  
were maintained on the vast marshaling yard. 

 

３．さいたま市の可能性と今後 

３．Possibility and future in Saitama city 

 

さいたま新都心の北部にはターミナル駅である「大宮駅」がある。この駅には高速鉄道の新幹線が停車する。それは

北は北海道、北陸は金沢まで走っている。その沿線都市の交流事業をリーダーシップを発揮して推進している。 
"Omiya station" in the northern part of Saitama-Shintoshin 
 is a terminal station.  
The Shinkansen of rapid transit railway stops at this station.  
It runs to Hokkaido and to Kanazawa. 
We are promoting the exchange project  
of the city along the leadership. 

 

この大宮駅とさいたま新都心を 1つの都心とし、南側の浦和駅とともに 2つの都心の基盤整備など強化を進めてい

る。自転車競技「クリテリウム」や芸術祭の実施、世界盆栽大会の誘致など、国際的イベントも積極的に取り組んでい

る。 
This Omiya station and Saitama-Shintoshin downtown  
is one city center,  
and along with the Urawa station on the south side,  

it is promoting reinforcement  

such as the improvement of infrastructure  
in two central areas.  
We are actively working on  
international events such as bicycle racing "criterium",  
art festival, attracting world bonsai games. 

 



今から数百年前の江戸時代、さいたまやその周辺の地域で作られた米が、江戸東京のお腹を満たしていた。現在

も、さいたまが住環境を提供し、仕事場や消費、文化などを東京が担う傾向がある。昔から、さいたまと東京とは兄

弟のような関係と言える。 
Edo period hundreds of years ago from now,  
rice made in Saitama and surrounding areas,  
satisfied the stomach of Edo Tokyo. 
Even now, Saitama offers living environments,  
and Tokyo tends to be responsible for  
workplaces, consumption and culture.  
From a long time ago,  
it can be said that Saitama and Tokyo are like brothers. 

 

ちなみに、このエリアはいまだ現存している。「見沼田んぼ」と呼ばれている。首都圏において、この広大な農村地帯

は貴重な存在である。今、私たちさいたま市民は、この農村地帯の保存や活用にエネルギーを注いでいる。このよう

にさいたまには東京にないものがある。こうした個性を大切にしたい。 

By the way, This area still exists. 

We call "Minuma-tanbo" .  
In the metropolitan area,  
this vast rural area is a precious entity.  
Now, Saitama citizens are pointing energy  
to conservation and utilization of this area. 
In this way Saitama has something that is not in Tokyo.  
I want to cherish such individuality. 

 

本日はさいたま市の一端をお話しさせていただいた。お聞きいただいたことに心から感謝したい。このような素晴らし

い交流の場を用意してくださった主催者やスタッフの皆さんにも感謝したい。また会いましょう。 
Today, I told you a part of Saitama city.  
I really want to thank you for listening. 
I want to thank organizers and staff  
for being provided such a great Exchange field. 

 

See you again! 

再見! 

 


