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さいたま市長８月定例記者会見 

平成２６年８月１日（金曜日） 

午後２時００分開会 

〇 進  行   定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていただきます。 

         記者クラブ幹事社のＮＨＫさん、よろしくお願いいたします。 

〇 ＮＨＫ    今月幹事社を務めますＮＨＫです。よろしくお願いいたします。 

         それでは、きょうの記者会見内容について市長からご説明をよろしくお

願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         先週のうだるような暑さに比べ、このところさいたま市にしては幾分涼

しい日が続いておりますが、市民の皆様におかれましてはいかがお過ごし

でしょうか。 

         さて、先日うれしいニュースがございました。さきの大相撲名古屋場所

で１２勝を挙げた関脇、豪栄道関が見事大関昇進を果たしました。豪栄道

関は、昨年さいたまクリテリウム出場のため来日したツール・ド・フラン

スの選手も見学に訪れました名門、埼玉栄高校の相撲部出身で、しこ名の

豪栄道の「栄」は母校からとったと伺っております。 

         名古屋場所では、負傷して臨んだ千秋楽で見事白星を挙げて大関昇進を

決めたことで、その精神力の強さや関脇在位１４場所を務める安定感は称

賛に値するもので、市ゆかりの選手として心からお祝いを申し上げたいと

思います。今後は、体調などを万全に整えて、自力をさらにつけて横綱を

目指していただきたいと思っております。 

         それでは、議題の説明に入らせていただきます。 

         議題の一番、「姉妹都市提携２０周年記念事業アメリカ合衆国・リッチモ

ンド市訪問について」説明をさせていただきます。 

         まず、訪問の概要から説明をいたします。 

         日程は、８月３日日曜日から平成２６年８月８日金曜日まで、訪問先は、

市長発表：議題１「姉妹都市提携 20周年記念事業アメ
リカ合衆国・リッチモンド市訪問について」
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姉妹都市でありますアメリカ合衆国のリッチモンド市ほかでございまして、

リッチモンド市とメリーランド州のボルチモア市というところと２つ訪問

させていただきます。 

         訪問者は、さいたま市訪問団として私と随行が３名で合計４名、それか

ら市議会議員団の訪問団が６名、それからスポーツ少年団、これは野球の

子供たちでありますけども、４２名、合計５２名で訪問をさせていただき

ます。 

         こちら（スライド）がリッチモンド市あるいはボルチモア市を地図に表

現したところでございます。訪問の目的は、今年で姉妹都市提携２０周年

を迎えますリッチモンド市を周年記念事業として訪問し、交流事業に参加

することでリッチモンド市との交流をさらに深めて友好親善を図っていこ

うというものであります。 

         また、さいたま市におけるクリテリウム、世界盆栽大会の開催、あるい

は本市の伝統産業を初めとするさいたま市の活動や魅力など、最近の動向

をリッチモンド市の皆様に積極的にＰＲをしていきたいと考えております。 

         また、ボルチモア市につきましては、ボルチモア市が行っております先

進事例や再開発地区の視察をしてまいりたいと考えております。 

         次に、リッチモンド市との交流について詳細に説明をさせていただきま

す。リッチモンド市との姉妹都市提携のきっかけは、バージニア州の経済

開発局より旧浦和市に対しまして姉妹都市提携要望が寄せられたことに発

しております。 

         両市とも首都圏に位置し、文化、教育、経済、そして環境など類似点が

多いことから、相互訪問による交流が進展をいたしました。その後、両市

の友好関係が深まったことで、１９９４年、平成６年に姉妹都市提携が実

現をいたしました。 

         これまでの主な交流実績としましては、市民レベルの交流として、市民

訪問団、それから経済訪問団の相互訪問、またスポーツ教育分野の交流と

して、野球のスポーツ少年団や高校生の海外派遣事業などによって相互訪

問を行ってまいりました。 

         さらに、姉妹都市提携の記念事業として５年ごとに訪問事業を行ってお

ります。今年はちょうど姉妹都市提携２０周年を迎え、周年記念の訪問事
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業となります。 

         主な行事日程を説明いたします。まず、３日の日に成田からリッチモン

ドへ移動いたします。 

         ４日の日には、リッチモンド市長及びリッチモンド市議会を訪問しまし

て、姉妹都市の覚書についての更新の調印式を行ってまいります。 

         午後には、同時期にさいたま市から派遣をしております野球少年団の交

流事業に参加をしまして、始球式を行った後、少年団の試合を観戦し、応

援していきたいと思います。 

         ５日午前には、リッチモンド市で行われます自転車レースのコース等の

現場の視察のほか、リッチモンド市公立図書館におきまして図書館代表、

またリッチモンド市教育長等との教育施策についての懇談を行ってまいり

ます。 

         午後には、ボルチモア市に向けて移動いたします。 

         ６日は、ボルチモア市長への表敬訪問を行った後、先進事例や再開発地

区を視察いたします。 

         特にボルチモア市は、市民からの要望をワンストップで受け付ける

「３１１コール」、また統計データを活用して課題解決を行う「シティスタ

ット会議」等、先進的な取り組みを実施しております。 

今回私の方からリクエストして訪問させていただくことになったもので

ございまして、今後本市におきましても、こうしたボルチモア市で行って

いるような先進的な取り組みを生かしていきたい、このように考えている

ところです。 

         今回の訪問は、リッチモンド市との友好親善をさらに発展させ、またボ

ルチモア市の行政手法から大いに学ばせていただく有益な訪問となること

を期待しております。議題１につきましては以上でございます。 

         続きまして、議題の２でございます。さいたま市超小型モビリティの導

入促進事業についてご説明をさせていただきます。 

         まず、この取り組みの経緯についてご説明したいと思いますが、本市で

市長発表：議題２「超小型モビリティ」モニター貸出

の実施について
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は、「暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する環境未来都

市」というものを目指して、ＥＶの普及施策であります「Ｅ―ＫＩＺＵＮ

Ａ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を推進してまいりました。さらに、平成２３年度に

指定を受けました「次世代自動車・スマートエネルギー特区」では、低炭

素型パーソナルモビリティの普及を目指しております。 

         この超小型モビリティにつきましては、低炭素型パーソナルモビリティ

の一つとしまして、本市においても昨年度より社会実験を実施することと

したものでございます。 

         本事業の目的としては、これからますます進む少子高齢化社会におきま

して、高齢者や子育て世代の移動支援のための新しい交通システムとして

超小型モビリティの活用方法を社会実験を通して検証するというものでご

ざいます。 

         超小型モビリティは、軽自動車とバイクの中間に位置する新たなカテゴ

リーの乗り物でございまして、国土交通省の認定制度のもと、軽自動車ナ

ンバーをつけまして、申請主体となります自治体内のエリア内で実証走行

できる２人乗りの電気自動車でございます。 

         この事業は、本田技研工業様及び本田技術研究所様と本市の３者で構成

する協議会によりまして、事業の検討、推進を行っております。 

         あわせて、昨年の６月には国土交通省から「超小型モビリティ導入促進

事業」の計画認定を受けまして、車両導入費用等について補助をいただい

ております。 

         使用する車両は、こちら（スライド）にもございますけれども、ホンダ

のＭＣ―βという車両になります。軽自動車よりも二回りほど小さいサイ

ズでございまして、２人乗りの窓がない車両となっております。大変小回

りがよいことから、どなたにも運転しやすい車両と言えるのではないかと

思います。 

         今年度の事業概要について説明をいたします。ここに今年度の四半期ご

とに事業内容を示させていただいております。 

         まず最初にありますのが、（１）として庁内シェアリングでございます。

今年の２月から先行して導入したＭＣ―β２台を公用車として職員の事務

連絡に利用しております。また、イベント等での展示や試乗等にもあわせ
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て活用しております。 

         次に、（（２）の）市魅力発信モニターということでございますが、この

事業からは公用車の２台とは別に追加で導入される９台を利用して、進め

てまいります。 

市魅力発信モニター事業は、本日の議題にもなっている内容で、この夏

に実施する主に市民の皆様向けの半日から１日程度の貸し出し事業という

ことになります。 

         そして、３番目が企業モニターでございます。これは、市内企業の皆様

に主に営業車両として活用していただくもので、夏及び１２月以降に実施

をさせていただく予定でございます。 

         そして、４番目として自治会モニター、そして５番目としてカーシェア

リングということについても現在準備中でございまして、これらについて

はまた後ほど改めてお知らせをしたいと思っております。 

         それでは、市魅力発信モニター事業について説明をいたします。 

１つ目が「超小型モビリティＤＥ市民プール」という事業でございます。

これは、区役所から市民プールまでの往復を超小型モビリティに乗ってい

ただくというものであります。プールと試乗体験を組み合わせた企画とな

っております。 

         実施は、８月の最終週の平日、水曜日を除く４日間ということになりま

す。貸し出し場所は、大宮区役所と浦和区役所です。区役所から大和田公

園プールまでの往復をＭＣ―βで移動していただきます。参加された方に

は、プールの利用券がつくほか、さいたまスイーツのプレゼントもご用意

をいたしております。ぜひ夏休み最後の思い出に親子やカップルの方に体

験していただければと思っております。 

         そのモニター事業の２つ目が「超小型モビリティＤＥ市内探検」でござ

います。これは、自宅の周りや市内を超小型モビリティで走っていただき、

新たなまちの魅力を発見していただこうというものであります。 

         実施日は、８月６日から８月２９日までの平日となります。貸し出し場

所は、中央区役所と浦和区役所でございます。区役所からＭＣ―βを乗り

出して市内探検していただき、また区役所へ返却をしていただきます。気

になっていたけど、なかなか行けなかった場所に行く、外の音や空気を感
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じながらゆったりと移動し、新しいお店や場所を探す、このようなことを

ぜひこの車両で体験をしていただければと考えております。 

         そして、３つ目の事業が「ＨＯＴＥＬ＆超小型モビリティ」という事業

であります。これは、市内の宿泊施設にご協力をいただきまして、宿泊者

の方に超小型モビリティで市内の有名スポットまで試乗体験をしていただ

くというものであります。 

         今回の事業では、さいたま新都心にございます「ラフレさいたま」様と

「ホテルブリランテ武蔵野」様の２施設にご協力をいただきます。 

         実施日は、本日８月１日から８月３１日までとなっておりまして、試乗

体験していただくコースは、氷川参道を通り、氷川神社や大宮公園周辺を

回るコースと鉄道博物館までを往復するコースの２コースを用意いたして

おります。ホテル宿泊者の方にナビゲーションつきのＭＣ―βで有名スポ

ットをめぐっていただき、さいたま市を目と耳だけでなく五感で感じてい

ただければと思っております。以上、３つのモニター事業についてご説明

をいたしました。 

         次に、超小型モビリティの企業モニターということについてご説明をさ

せていただきます。本事業は、「ホテル＆超小型モビリティ事業」も含め、

多くの市内企業の皆様にご協力をいただいております。先ほどのモニター

事業が個人利用でありましたけれども、企業モニターとして２週間程度の

貸し出しを行ってまいります。 

         さまざまな業種の皆様へ貸し出させていただきますが、営業車両として

のほか、介護や訪問診療などの医療関係、また工事や施工現場確認用とし

て、また顧客訪問用としてご利用いただく予定となっております。 

         既に企業貸し出しを行ったところでは、自動車教習所がございます。こ

ちらでは、事務連絡用として利用いただくほか、この春に教習所を卒業あ

るいはペーパードライバー教習の受講生の方向けの試乗会を実施し、多く

の形にご参加いただき、大変好評でございました。 

         最後に、今年度の秋以降の予定を簡単にご説明をいたします。まずは、

大宮駅周辺でカーシェアリングを実施をいたします。新たな車利用の形で

あるシェアリングを乗り捨て可能な形で実施し、多くの方にご利用いただ

きたいと思っております。 



7

         また、自治会単位で車両貸し出しを行う自治会モニターも予定しており

ます。地域の皆様に利用ルールも含めて考えていただきまして、管理も含

めて行っていただこうというものであります。 

         超小型モビリティの最終形というのは、まだ決まっておりません。本市

では、今後もさまざまな場面で社会実験を行ってまいりたいと考えており

ます。その中で、さいたま市に適した車両仕様や利用形態について今後検

証していきたいと考えます。ぜひ多くの市民、企業の皆様にこの実験にご

協力をいただければと考えております。 

         私からからは以上でございます。 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございます。

         それでは、今の件について幹事社から１点ご質問です。超小型モビリテ

ィのほうなんですけれども、こちらのいろんなモニター事業の試み、今後

ありますけれども、例えば横浜ですと、みなとみらい地区の観光にこのモ

ビリティを力を入れるとか、あと山間部の地方のところですと高齢者の足

としてのかわりに使うというようなことで、この国交省の事業をしている

自治体がかなり多いものですから、その中でさいたま市としては一番何を

アピールしてこのモビリティを広めていきたいというような形でお考えで

しょうか。 

〇 市  長   １つは、今お話がございましたけれども、交通の低炭素化、それから少

子高齢化ということが大変進んでいく中で、特にさいたま市としては、こ

れまで申し上げてきたんですけども、子育て支援であるとか高齢者の生活

支援でこの低炭素型モビリティ、新しい交通システムとしてのこの低炭素

型モビリティの活用ができないかということを考えております。また、さ

まざまな場面でこういった超小型モビリティの活用ができないかというこ

ともあわせて探っていきながら、低炭素の交通体系、こういったものをつ

くるための努力あるいは実証実験を進めていければと考えております。 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございました。 

         それでは、これらの件について何かご質問のある社、よろしくお願いし

ます。 

議題に関する質問
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〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         リッチモンド市と、あとアメリカの訪問についてお伺いをしたいんです

が、先ほども目的等を一通りおっしゃられていましたが、今回市長として

はこの訪問を通じてどういうことをしていきたいと一番考えていらっしゃ

いますでしょうか。 

〇 市  長   ちょうど２０周年という節目の年に当たりますので、リッチモンド市と

さいたま市の交流についてお互い再認識をしていこうということが１つあ

ろうかと思っています。ちょうど前回から教員の交流を始めようというこ

とで始めているところでありますけども、よりいろいろな分野でリッチモ

ンドとさいたま市の交流あるいは親善といったものが一層進んでいくよう

な関係づくりを行っていく、また新たなきっかけにしていきたいと思って

おります。 

また、今回は野球のチームの子供たちと一緒に行きますので、間近にこ

ちらに来てホームステイをしていただいているときの様子は見せていただ

いていますけども、逆にさいたま市の子供たちがリッチモンドへ行ってと

いうことで、今回初めてご一緒させていただきますので、これから国際化

をしたりグローバル化という時代の中で子供たちにそういった感覚を身に

つけてほしいという、そういう思いでやっていることもございますので、

子供たちがどのように野球を通じて国際交流あるいは親善ということをや

っているかということを間近に見てこれたらと思っています。 

〇 埼玉新聞   あと、ボルチモアを訪問して、こちらがすごく先進的な取り組みをされ

ているということですが、市長としては今回ボルチモアへ行くことでどう

いうことを見てきたいと一番考えていらっしゃいますでしょうか。 

〇 市  長   今ボルチモアでは、先ほども言いましたが、「シティスタット」という仕

組みをやっています。これは極めて先進的な取り組みで、特にボルチモア

では、「シティースタット会議」というものをやっていまして、市民の皆さ

んがいろいろな形で要望とかそういったものを寄せられて、それをできる

だけ早く問題を解決したり取り組んでいくという、そういう手法に取り組

まれています。 

もともとニューヨークで「コムスタット」という犯罪を抑止するための

システムが、前のジュリアーニさんが市長のときにつくられて、犯罪が起
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こりやすい場所に効果的に警察官を配置したりすることで犯罪を激減させ

たという仕組みがあるのですけど、それを参考にしながら自治体バージョ

ンのものをつくられたのです。 

その市長さんは今知事にもなられて、「ステートスタット」というものを

つくられていますけども、私たちとして地方制度が若干違うところもある

ので、その「シティスタット」とか、あるいは「ステートスタット」など

を参考にさせていただきながら、できる限りスピーディーにとか、あるい

はリアルタイムに、市民の皆さんの声をしっかりと受けとめながら、いろ

いろな対策あるいは対応を行っていくという仕組みというものをつくって

いきたいという考え方を持っておりますので、そういったものに先進的に

取り組んでいるボルチモアをぜひ参考に見せていただきたいという、そん

な思いで今回訪問させていただくことにしました。 

〇 埼玉新聞   そうしますと、その先にはさいたま市版のそういったものをある程度構

想されているということでしょうか 

〇 市  長   現在もさいたま市版のシティースタットのようなものをつくりたいと思

っておりまして、いろいろな統計データに基づいてリアルタイムに行政と

して動きがとれるような、そんな仕組みがつくれればと思っております。 

 まだ具体的にどういうものかというところまでは行っておりませんけれ

ども、今いろいろ具体的なアイデア出しをしたり、あるいは今回視察をさ

せていただきながら中身を詰めていければと思っております。 

〇 埼玉新聞   もう一点なんですけども、国際交流ということで先日舛添知事がパク・

クネ大統領と会って、安倍首相の言葉を伝えたりして、今回舛添知事の場

合は自治体と国というレベルでしたけども、国同士の交流とはまた違った

意味合いがあると思うんですけど、その辺は市長としては、自治体同士の

交流の意味合いと、それを通じてどういうことを実現したいと考えていま

すでしょうか。 

〇 市  長   自治体同士の交流ですから、極めて草の根のお互いの顔と顔がしっかり

見える交流ということになると思いますので、私もそれぞれ姉妹都市にこ

ういった記念事業のときにお邪魔をさせていただいていますけども、特に

長い歴史の中で、こちら側もそうなんですけども、相手側の国というか市

でカウンターパートとしてやってくださったり、あるいはホームステイで
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受け入れてくれている人たちの話を聞くと、本当に強いきずなが生まれて

いるということを毎回すごく感じます。 

去年もピッツバーグにお邪魔したときには、ピッツバーグでずっと交流

に力を注いでくれた何人もの方々とも会いましたけども、自分のふるさと

のようにして私たちを出迎えてくれたりしておりますし、子供たちを迎え

入れてくれたりというようなこともしていただいていますので、そういう

心の通い合った、非常に地道ではあるけれども、大切な交流だろうと私自

身は考えております。 

それが自治体同士の交流のあり方だろうなというふうに思っています。 

〇 ＮＨＫ    ほかにありますか。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今回の海外訪問で市長等、計４名の総額の旅費は幾らぐらいになります

か。 

〇 事務局    旅費につきましては、合計３１５万９，３９０円でございます。 

         以上でございます。 

〇 ＮＨＫ    ほかに市長からのご説明について質問のある社はありますか。よろしい

でしょうか。 

それでは、幹事社として代表質問させていただきます。２点あります。

２点まとめてお伺いします。大宮区役所移転に関しまして、県と土地の交

換契約の締結は７月中の見込みと市長はおっしゃっていましたけれども、

その後の契約締結の状況はどうなっていますでしょうか。 

         それから、契約に関する県との協議で、今後いろいろと検討する部分も

あるかと思いますけれども、今後のスケジュールですとか区役所の移転時

期など、また新たに決まったことがあったら教えていただきたいと思いま

幹事社質問：

（１）大宮区役所移転に関する県との土地交換契約に

ついて

（２）さいたまクリテリウム事業の進捗状況と市長の

意気込みについて
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す。 

         もう一点です。もう一点は、さいたまクリテリウムに関してです。開催

まで３カ月を切りまして、先月実行委員会も開催されました。観戦席等の

価格なども決まったかと思うんですけれども、今後はまた、もう３カ月を

切ったということで、急いでクリテリウムの開催に向けていろいろな動き

があるかと思うんですけれども、改めて現在までの準備状況と、あと去年

なかなか金銭面の点でご苦労されたかと思うんですけれども、そのあたり

をカバーするような考えていらっしゃること並びに今年の第２回の大会に

向けての意気込みをお聞かせいただきたいと思います。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問に順次お答えをしていきたいと思います。 

         まず、最初の大宮区役所移転に関する県との土地交換契約締結について

でございますけれども、本日、「土地交換契約」と「埼玉県大宮合同庁舎

敷地とさいたま市大宮区役所別館敷地の交換に伴う双方の敷地に存する

建築物等の取扱いに関する確認書」の締結をいたしました。 

         契約等については今日行ったということですね。 

それから、今後のスケジュールということでありますけども、現在、新

庁舎の整備手法の検討、そしてスケジュール及び事業費などの精査をして、

新庁舎の基本計画の修正をするために、大宮区役所新庁舎整備手法検討調

査業務の発注手続を進めております。 

区役所の移転時期などの詳細については、皆さんにお示しできるのは、

もう少しこの調査を踏まえてということになろうかと思いますので、もう

少々お待ちをいただきたいと思います。 

         それから、続きましてクリテリウムについての進捗状況と意気込みとい

うことでございます。 

         初めに、現在までの進捗状況についてお答えをいたします。 

先の実行委員会でもご報告をさせていただきましたが、警察機関を初め、

近隣事業者の皆様等との協議もまとまりまして、コースが正式に決定いた

しました。昨年と大きく違う点は、距離を約４００メートル延長し、より

多くの観客の皆様にご覧いただけるよう配慮したものでございます。 

         また、線路沿い最終コーナーの約６００メートルの直線距離は、ゴール

前のデッドヒートが期待できる最大の見せ場になると考えております。さ
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らには、さいたまスーパーアリーナ内をコースの一部として設定し、オフ

ィシャルサポーター向けに、観覧席付のメニューも用意をしたことで、収

入の確保にもつなげていきたいと考えております。 

         広報ＰＲにつきましては、大会公式ホームページを開設いたしましたの

で、今後新たな情報を順次発信をしていきたいと思います。また、大会ポ

スターにつきましても、これまでツールイエローをイメージしたものを作

成、掲出をしておりますが、ここで国際的な大会というものを意識し、さ

いたまのみならず、日本をイメージした和テイストの新たなデザインを作

成し、今後こちらをメインビジュアルとして積極的に活用をしていきたい

と考えております。 

         続いて、昨年なかった地上波のテレビ放送につきましては、このたびテ

レビ東京さんに決定をし、こちらは大会当日のディレイ放送を予定をして

おります。また、昨年に引き続きまして、Ｊスポーツさん及びＪコムさん

での生中継も予定をされております。さらには、地元のテレビ埼玉さん、

ＮＡＣＫ５さんのご協力などを得ながら、事前告知番組など大会ＰＲに取

り組んでいく予定であります。 

         当日のレース内容としては、昨年にはなかったエリミネーションレース

というのが新たに加わりました。これは、周回ごとに下位の一定数の選手

が脱落をする、いわゆるサバイバルレースであります。 

昨年実施したポイントレースと、このクリテリウムメインレースを合わ

せまして、計３種類のレースを楽しんでいただきたいと思っております。 

         また、オフィシャルグッズとしては、ポロシャツ、ネックストラップ、

ピンバッジ等作成を予定しておりまして、ぜひ多くの皆様にご購入をいた

だき、大会機運の盛り上げにもご協力をいただければと思っております。 

         最後に、大会への意気込みについてお答えをしたいと思います。２度の

世界大戦を経ながらも、１００年以上の歴史を持つツール・ド・フランス

は、オリンピック、あるいはサッカーワールドカップとともに、世界３大

メガスポーツイベントの一つと言われております。まさにツール・ド・フ

ランスは、フランスの文化そのものであり、フランス国民の誇りとも言え

るものであります。レースはもとより、レースを毎年楽しみに待つ国民の

期待の高まりや地域の一体感は、大きな感動と興奮をもたらすものだろう
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と思います。 

         さいたまクリテリウムは、本市にとって自転車を活用したまちづくりを

進めていく上での核となるような大会としても位置づけております。 

今後、急激に少子化、また高齢化が進んでいく中で、本市にとって環境、

健康、スポーツ、これがキーワードになると考えておりますが、その要素

をあわせ持つ自転車という素材を有効に活用していくことで、さいたま市

の強みを生かしたまちづくりができるものと考えております。 

         サイクルスポーツの振興に寄与することはもちろん、子どもたちへの自

転車の安全利用の呼びかけなど、今後も自転車を通じて多くの行政課題解

決の契機にしていきたいと考えております。 

         本市にとってシンボリックな大会でありますこのツール・ド・フランス

さいたまクリテリウムをぜひ成功させて、本市を国内外に広く発信をする

ことで、スポーツ先進都市としてのイメージ向上につなげていきたい、こ

のように考えております。 

         質問に対しては以上でございます。 

〇 ＮＨＫ    どうもありがとうございました。 

         それでは、幹事社からですね、少し１点ずつお聞きします。さいたまク

リテリウムに関してなんですが、前回はですね、補正予算を組むなど非常

に金銭的に厳しい部分があったかと思うんですけれども、今年はですね、

一番どういうところで去年のようなことにならないように確保する見込

みであるか。今の段階では、たくさんグッズを売られたりとか、席を、か

なりお高い席かとも思うんですけれども、ファンに向けた席など考えてお

られますけれども、それでどのぐらいの、もし収支の見通しなどが今立っ

ているのであれば、教えていただきたいと思います。 

         あともう一点、大宮の移転の関係なんですが、調査中ということですけ

れども、一番メーンはどんなことを調査してらっしゃるのか、また調査の

終わるめどが今の段階で立っていらっしゃるのか、そこのところをよろし

くお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

幹事社質問に関する質問
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         まず、クリテリウムの件でございますけども、前回収支のところについ

て大変厳しい状況であったわけでありますけども、今回についてはより歳

入というか、収入源を増やしていこうという取り組みと、あと前回はまさ

に初めてのイベントでありましたので、協賛企業、協賛を呼びかけるに当

たっても、なかなかどんな大会になるのかということが余りイメージしに

くくて相手側にお伝えができなかったし、また相手側もどんな大会になる

かという、ちょっと不安みたいなものもあったかと思いますけども、１回

目を経て、あれだけたくさんの方々に来ていただいたり、大変広告効果

等々も非常に高いということも出てまいりましたので、そういう意味でや

はり協賛企業については、現時点では去年を上回るものにはなっていくだ

ろうと考えております。 

具体的な数字とかということについては、今後契約等々していきますの

で、現時点ではまだ申し上げられませんけれども、そういう状況になるの

ではないかと思われます。 

また、あわせてグッズであるとか、あるいは有料席ですね、これは席だ

けを販売するというよりは、サポーターの皆さん（の中に）にゆっくり見

たかったという声も随分あったものですから、そういった方々向けにとい

うことで、当初予定していたほど席数が多く確保はできなかったものです

から、本来はもっと多くの席があれば、もうちょっと違う発売の仕方もあ

ったろうかと思うのですけども、やはりどうしてもコミュニティアリーナ

という限られたスペースでございましたものですから、サポーターの方々

に対するものということにさせていただいて、これらも歳入に充てていこ

うということで取り組ませていただいております。 

         昨年よりは、いろいろな形でいろいろな見込みといいますか、こういっ

たことをやるとどのぐらい売れていくのかなとか、あるいは協力がいただ

けるかなというのは、少し予想がついたりする部分もありますので、そう

いったことなども踏まえながら、やはりできるだけ市からの補助が少なく

なるように努めていきたいなと思っております。 

         あとは、……。 

〇 ＮＨＫ    調査状況で、何を調査されていて、その時期とか。 

〇 市  長   現在、調査については、これから区役所自体の機能、あるいは事業手法、
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それからスケジュール、これをきちんと、もうちょっと精査をしていこう

と。 

これまでも、大まかなものについてはやってきているんですけども、少

し機能等についても、ある程度固めていこうということが一つと、それか

らスケジュール、あるいは手法ですね、できるだけ短期間でできて、しか

もコストも削減できるというような手法等についても検討を進めて、その

中で事業を進めていきたいと考えておりまして、それを今、今年度いっぱ

いぐらいで調査を行っておりますので、そこで大方の目安がついてくるだ

ろうと思っております。 

〇 ＮＨＫ    どうもありがとうございました。 

         それでは、この代表質問について質問ある社、よろしくお願いします。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         大宮区役所の移転の件なんですが、１点ですね、確認したいんですが、

隣接地の道路認定の部分を契約書に盛り込むか、覚書か何か別の形にする

か、それは検討してということでしたが、結局どうなりましたでしょうか。 

〇 市  長   この道路認定についてはですね、埼玉県との協議によって土地交換契約

書内に記載をさせていただく、条文として入れさせていただきました。 

〇 埼玉新聞   あとですね、長年の懸案だったものがきょう契約できて、正式に動き出

すという意味では、きょうがスタートだと思うんですけど、改めて感想を

お願いします。 

〇 市  長   そうですね、本当に３０年、４０年、この大宮の東口のまちづくりに対

して多くの市民の皆さんが期待と希望を持って、待ち望んでいたわけです

けども、ようやくここへ来て大きな第一歩を踏み出せたということでは、

本当に感無量ですね。 

ただ、これはもう本当にあくまでもスタートで、これからまだやらなけ

ればいけないことがたくさんございますし、これから東日本の中枢都市を

つくっていく上で、大宮駅周辺のまちづくりというのは大変重要なことに

なると思っており、私たちとしてはこの５年から１０年というのが、まち

づくりをしていく上で大変重要な時期と認識をしておりますので、できる

だけスピード感を持って、事業が実施ができるように取り組んでいきたい

と思っております。 
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〇 ＮＨＫ    このほか、代表質問について質問ある社ありましょうでしょうか。 

         どうぞ、ごめんなさい。 

〇 埼玉新聞   次、クリテリウムの件なんですが、今回地上波の全国中継ができるとい

うことを伺っているんですが、ただですね、向こうのほうに、放映権を逆

に実行委員会のほうが払うことになるというような話を聞いているんで

すが、現時点でどのぐらいの額なのかというのが決まっているようでした

ら教えていただきたいと思います。 

〇 事務局    スポーツイベント室です。 

         金額につきましては、現在調整中です。協議中でございます。 

〇 埼玉新聞   いつごろまでに決まりそうですか。 

〇 事務局    少し、はっきりいつまでとは申し上げられないんですが、早い時期に決

めていきたいとは思ってございます。 

〇 埼玉新聞   それからあと、財政面で安定した運営をするためにはスポンサーをどの

程度集められるか、あと大手のスポンサーがつくかつかないかというのは

非常に重要だと思うんですが、その現在の進捗状況を教えていただきたい

と思います。 

〇 市  長   昨年度ご協力をいただいた企業を中心にしながら、さらに大きく広げて

今いろんな営業活動等やっております。今やっている最中なので、昨年度

よりは感触としてはかなりいい、よくなるだろうとは思っておりますが、

まだ正式契約とかというところまでは至っておりませんので、もうちょっ

とその辺はお待ちください。 

〇 埼玉新聞   当然ポスター等にそういったスポンサーが入る形で、これから広報して

いくと思うんですけど、そういう意味でも余り直前だと、スポンサーの企

業にとってメリットないと思いますが、いつごろまでにある程度固めたい

というお考えでしょう。 

〇 市  長   どうなんですかね、ちょっとじゃ担当から。 

〇 事務局    スポーツイベント室です。 

         おっしゃるとおりポスター等に企業名を入れるには、ある程度のときで

区切らなければいけないと思っていますので、今回らせている企業様には

やはり８月をめどに、一応そういったご賛同をいただけるかどうかお答え

を頂戴したいというお話をさせていただいてございます。 
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〇 埼玉新聞   ありがとうございます。 

〇 ＮＨＫ    そのほかいかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

         それでは、じゃ代表質問以外に、そのほか質問ある社、よろしくお願い

します。 

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉です。 

         先日若田さんが帰国され、さいたま市でも２０日に報告会が開かれると

いうことなんですけれども、それの後にパレードが行われるという話も出

ているかと思うんですが、詳細について教えていただけますでしょうか。 

〇 市  長   パレードについてでございますけども、若田さんは日本人初の国際宇宙

ステーションの船長となり、約６カ月間に及ぶ長期滞在ミッションを成功

させた、さいたま市を代表するヒーローとも言える人だと思っております。 

         その若田さんの偉業を、報告会に来られるだけではなく、より多くの市

民の皆さんとともに歓迎をし、また称えるために急遽パレードを開催しよ

うということになりました。 

報告会の終了後の午後４時４５分に市民会館おおみやを出発して氷川参

道を北上し、中央通りを左折して大宮駅東口方面に進んで大宮区役所をゴ

ールとして考えております。 

消防音楽隊が先導して、約１キロメートルの道のりを３０分ほどかけて

行進をするという形になると思います。多くの市民の皆さんにご参列をい

ただいて、若田さんへの激励の言葉などをかけていただければありがたい

と思っております。特にゴールの大宮区役所では、若田さんのご挨拶を予

定しておりますので、会場には入れない方々もたくさん出られると思いま

すので、報告会に入れなかった方については、是非沿道から若田さんをお

迎えをしていただきたいと思っております。 

〇テレビ埼玉   ありがとうございます。 

〇 市  長   ほかにはいかがでしょうか。 

〇 ＮＨＫ    ほかに何か質問ございますか。 

         じゃ、お願いします。 

その他：若田宇宙飛行士のパレードの実施について
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〇 埼玉新聞   先ほど冒頭でありましたが、豪栄道関大関昇進についてなんですが、市

として何か表彰等を行う予定ありますでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、まだ考えておりませんけれども、今年の１０月に大相撲さ

いたま場所が行われますので、そのときに豪栄道関、またさいたま市にお

越しになられるんだろうと思いますが、表彰のところまでちょっと今のと

ころ考えてはいない感じですけれども、でも何らかの形でまた応援、エー

ルを送っていきたいなと思っております。 

〇 ＮＨＫ    このほかいかがでしょう。 

         お願いします。 

〇日本経済新聞  日経新聞と申します。 

         埼玉高速鉄道の再建についてお伺いします。先日、総務省から三セク債

の起債の許可が得られたと思いますけれども、今後具体的に金融機関等と

の協議に入っていくのかなと思うんですが、今後のですね、経営再建につ

いての進め方についてのスケジュール感について教えてください。 

〇 市  長   じゃ、担当から。 

〇 事務局    東部地域・鉄道戦略室でございます。 

         まだ日程等については特段決まっておりませんで、現在県や、それから

川口等と調整しているところでございます。 

〇 市  長   ほかにはいかがでしょうか。 

〇 埼玉新聞   済みません。前回もちょっとお尋ねした件で、改めてお伺いしたいんで

すが、三橋公民館の俳句の掲載拒否問題なんですが、先日ですね、市の教

育委員会で設置した公民館運営審議会という外部の専門家等が集まって

いる会議の議題に取り上げられまして、やはりですね、専門家とかそうい

った教育問題に詳しい方の目から見ても、今回の対応はおかしいとかいう

ような疑問だとか批判の声が上がりまして、私がちょっと確認した限りで

その他：大関に昇進した豪栄道関について

その他：埼玉高速鉄道の経営再建の進め方について

その他：三橋公民館の俳句掲載拒否問題について
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すと、賛成とか支持するような意見、理解を示すような意見はなかったん

ですね。そういうような状況を考えますと、やはりですね、市教育委員会

の対応はちょっとやっぱり違っていたんじゃないかというような見方が

改めてできると私は思うんですが、市長として今回の件、やはり妥当だっ

たとお考えでしょうか。 

〇 市  長   以前にも申し上げましたように基本的には、これは教育委員会の中の権

限でやられている事業でありますので、教育委員会の中で適切に判断され

ると考えております。 

〇 埼玉新聞   もちろん直接関与できないというのはわかるんですけども、そのことを

抜きにして、市長個人としてどのようにお考えですか。 

〇 市  長   基本的には、先週お答えをしたとおりです。 

〇 埼玉新聞   その考え方は、今のところ変わることはないということでよろしいです

か。 

〇 市  長   はい。 

〇 埼玉新聞   わかりました。 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございます。 

         このほか、何か質問ある社ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

         それでは、記者からの質問を終わらせていただきます。 

〇 進  行   以上をもちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。

         次回の開催は、８月２８日木曜日、時間が２時からでございます。よろし

くお願いいたします。

午後２時４８分閉会

※ この議事録は、明らかな言い直し、重複した言葉遣いなどを読み易く整理

したものを掲載しています。なお、会見後追加・訂正・補足等された文言等

については（  ）とし、下線を付しています。


