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さいたま市長１１月定例記者会見 

平成２７年１１月２０日（金曜日） 

午後１時３０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時事通信さん、進行をよろしくお願いいたします。 

〇 時事通信   １１月の幹事社を務めます時事通信社と申します。よろしくお願いいた

します。 

         それでは、本日の記者会見内容につきまして市長から説明をお願いしま

す。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         １５日の日曜日、埼玉県内では初の国際フルマラソン、第１回さいたま

国際マラソンを開催いたしました。当日は小雨交じりの中でのスタートで

したが、コース沿道の市民の声援が雨雲にも届いたのか、天候も回復して、

フィニッシュ地点では大歓声とともに太陽も参加者たちを出迎えてくれま

した。 

         大きな大混乱などもなく大会を成功させることができましたのは、ご関

係の皆様を初め地域の皆様のご理解とご協力、そして数多くのボランティ

アの皆様のご協力あってのものであり、心から感謝を申し上げたいと思い

ます。 

         また、「サッカーのまち さいたま」としてはうれしいことに、サッカー

Ｊ２リーグにおきまして大宮アルディージャが優勝を決めました。この勢

いに乗って浦和レッズにもＪ１優勝を勝ち取っていただくため、皆さんと

一緒に熱い声援を送っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         本日の議題は、まず議題１としまして、平成２７年さいたま市議会１２月

定例議会の提出議案についてご説明をさせていただきます。 

         平成２７年さいたま市議会１２月定例会を１１月２５日に開会いたしま

市長発表：議題１「さいたま市議会１２月（１１月繰

上げ）定例会の提出議案について」



2

す。提出議案数は全部で６１件、内訳といたしましては予算議案１３件、

条例議案が１７件、一般議案が２５件、道路議案が２件、そして人事議案

が４件であります。 

         次に、予算議案から説明をさせていただきます。 

         予算議案は、一般会計、国民健康保険事業特別会計補正予算等、特別会

計、それから病院事業会計補正予算等の企業会計、合わせて１３件でござ

います。 

         まず、一般会計については、補正額としては６３億１，４９５万

５，０００円、また特別会計は合わせまして１億１，４８８万６，０００円、

企業会計は合わせて２億６，０６５万４，０００円、補正額合計としまし

ては６６億９，０４９万５，０００円になります。 

         補正の中身についてご説明をさせていただきます。 

         １つ目は、子育て支援施策の充実でありまして、その（１）としまして、

多子世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の一部または全部を支援す

る補正予算として、幼稚園就園奨励事業のほか３事業、４事業合計で保育

料の負担軽減額としまして２億４，０５０万１，０００円になります。ま

た、認可保育所等は埼玉県の補助制度を活用いたしますが、本市の独自策

として認可外保育施設や幼稚園まで対象を広げるものであります。 

         次に、（２）としまして、国の定める公定価格の適用に伴いまして、民間

保育所等に対する運営費を増額する、特定教育・保育施設等運営事業の一

部、２５億３，４３５万９，０００円になります。 

         そして、３番目としましては、保育士人材確保策の一環としまして、事

業者が保育士のための宿舎を賃借する費用の一部を補助するというもので

ありまして、６００万円でございます。 

         次に、２つ目、教育の充実についてでございます。 

         この（１）としまして、児童数の増加に伴い、必要となります（教室）

を確保するために、校舎の増築や新築に向けた設計を行うというものであ

ります。小学校校舎増改築事業として４，６０３万３，０００円、また小

学校新設校建設費用として３，０７８万１，０００円及び継続費の設定と

しまして総額１億５，６１６万７，０００円でございます。 

         また、中学校新設建設事業としまして３，１５０万５，０００円及び継
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続費の設定といたしまして総額１億６，３４０万７，０００円を計上させ

ていただいております。これは、児童数の増加に伴いまして、仲町小学校

において校舎を増築するための設計費用と、美園地区に小学校と中学校を

それぞれ新設するための設計等を行うものになっております。 

         また、（２）といたしまして、舘岩少年自然の家の（新館）増築工事を実

施する費用でございまして、少年自然の家管理運営事業として７４３万

９，０００円及び継続費の設定としまして３１億６，３９９万３，０００円

を計上するものでございます。 

         次に、その他といたしまして、その（１）番目は平成２８年度に開催予

定の２０１６さいたまクリテリウムに向けて準備に着手をいたします国際

自転車競技大会開催事業として５００万円及び債務負担行為の設定として

限度額２億９，５００万円を計上させていただくものでございます。 

         そして、（２）としましては、大宮区役所新庁舎整備を早急に進めていく

ため、埼玉県との土地交換を行うとともに、交換後の土地を適正に管理を

行う大宮区（役所）新庁舎整備事業として１３億４，７４２万６，０００円

及び債務負担行為の設定として限度額４４６万１，０００円を計上するも

のでございます。 

         次に、主な条例議案についてご説明をさせていただきます。 

         １つ目は、住民の利便性の向上及び本市における事務の効率化を図るた

めマイナンバーを利用できる市の独自事務及び利用する特定個人情報を定

める等、新たに条例を制定するものであります。独自利用の事務として、

さいたま市として掲げておりますのが、国民健康保険被保険者を対象とす

る人間ドックに関する事務、そして２つ目としては、外国人に対する生活

保護措置に関する事務、３つ目としては、小児慢性特定疾病児童等日常生

活用具給付等に関する事務、そして４つ目として心身障害者福祉手当に対

する事務、５つ目として補装具自己負担額助成に関する事務、６つ目とし

てひとり親家庭の医療費等の助成に関する事務を挙げさせていただいてお

ります。 

         そして２番目としましては、消費者安全法の改正によりまして、消費生

活相談体制を強化するため、消費生活センターの組織及び運営並びに情報

の安全管理に対する事項を定める等、新たに条例を制定するものでありま
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す。 

         最後に、主な一般議案についてご説明をさせていただきます。 

         １つ目は、本庁舎耐震補強工事に伴う執務室の移転のため、（仮称）仮配

置棟を建設するための工事請負契約を締結するに当たり、議決を求めるも

のであります。 

         ２つ目は、（２）としましては、さいたま市立高等看護学院の建設工事請

負契約についてでございますが、施設の老朽化及び学生の定員増に対応す

るため、高等看護学院を建てかえするための工事請負契約を締結するに当

たり、議決を求めるものであります。 

         そして、この３から５につきましては、（仮称）子ども総合センターを建

設するための工事請負契約を締結するための議決をいただくものでござい

ます。 

         続きまして、議題の２でございます。浦和美園駅東口駅前の複合公共施

設の開設について説明をさせていただきます。 

         まず、概要及び案内図でございますけれども、開設年月日は平成２８年

１月４日月曜日から開設をさせていただきます。所在地はさいたま市緑区

大字下野田６５５番地、埼玉高速鉄道浦和美園駅東口駅前に開設をいたし

ます。さいたま市の副都心として位置づけのある緑区美園地区及び隣接す

る岩槻区の和土地区、新和地区の将来像を踏まえ、地域住民の利便性の向

上や定住促進を図るため、コンセプト、導入機能を提供するサービス等の

検討を行って建てたものでございます。 

         導入施設といたしましては、地域住民のコミュニティの活動の拠点とし

て、１、２階に新たに美園コミュニティセンターを配置いたします。運動

や講演等に幅広く利用できる多目的ホール、それから音楽室、レクリエー

ションルーム、あるいは集会室などがございます。 

         次に、さいたま市南東部地域の住民の利便性の向上を図るため、１階に

美園支所を現在の緑区の大門から移転いたします。また、２階には地域住

民の生涯学習の場として新たに美園図書館を設置いたします。図書約６万

市長発表：議題２「浦和美園駅東口駅前の複合公共施

設の開設について」
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冊のほか、ＣＤ、雑誌、新聞を収蔵し、インターネットを利用できるコー

ナーもございます。小説、実用書、児童書などを取りそろえた家族で利用

できる身近な図書館となっております。 

         次に、美園教育相談室・適応指導教室「かけはし」を設置いたします。

これは、さいたま市南東部地域の子育て支援機能として設置をするもので

ありまして、児童生徒、保護者の学校生活にかかわる不安や悩み、就学前

の幼児の言葉の相談などを専門の相談員が面接相談、電話相談でお受けす

るものです。また、学校へ登校することが困難な児童生徒に対しまして支

援、また指導を行ってまいります。 

         またあわせて、拠点備蓄倉庫を設置いたします。これは、災害発生時に

各指定避難所等に不足する物資を補給する目的で、平時から災害用物資を

備蓄しておくことを目的に設置をされるものであります。 

         そのほか、屋外のピロティー。これは、通常時は地場農産物直売等に利

用できるイベントスペースとなっております。災害時は、炊き出しやマン

ホールトイレの設置が可能となる場所となります。 

         落成式につきましては、平成２７年１２月２６日土曜日１０時からを予

定しております。会場は、美園コミュニティセンター多目的ホールで開催

いたします。 

         また、一般の方々を対象にしまして、同じ日の１３時から１５時まで、

また２７日は１０時から１５時まで内覧会を開催する予定となっておりま

すので、ぜひお越しいただきたいと思います。 

         私からの報告は以上でございます。 

〇 時事通信   どうもありがとうございました。 

         市長からの説明について質問のほうをお願いします。 

〇 毎日新聞   毎日新聞と申します。１点確認させていただきます。 

         ２の教育の充実の中で、小学校２件と中学校１件がありますが、児童数

の増加に伴いということですけれども、慢性的な状態として教室不足だと

か学校不足があると思うんですけれども、これは今後も取り組んでいく課

題という考えですか。 

議題に関する質問
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〇 市  長   そうですね。仲町小学校の周辺にも高層マンション等が建っておりまし

て、今後の動向などを試算しまして配置をする、増築をするということに

決定いたしました。また、美園地域も現状で美園小学校はもう既にいっぱ

いの状況でございまして、早期に整備をしないと教室が足りなくなるとい

う状況も踏まえまして、将来的にも必要になるということで、設置をさせ

ていただくということでございます。 

〇 毎日新聞   今の中で将来的にもということがありましたけれども、今回補正でつい

ていますが、来年度以降さらに学校をということも考えていらっしゃいま

すか。 

〇 市  長   もともとこの美園の区画整理事業の中で当初から今回つくります小学校

と中学校は計画上予定されていたものでございますけれども、美園小学校

がかなりいっぱい状態でございまして、今後のことを考えると足りなくな

る可能性があるということで、予定よりも少し早目に対応していこうとい

うことで、やらせていただいています。 

〇 毎日新聞   今後さらに小学校を増設していくというような考えは。 

〇 市  長   現状としてはまだそこまででございますけれども、今後また状況を見て

ということになります。長い将来で言えば、人口減少、あるいは子どもの

減少も十分考えられますので、その辺は十分に精査をしながら今後のこと

については対応していきたいと思っておりますが、現状としては、さいた

ま市は２０代、３０代の社会増が多い部分がございますので、そういった

中でこういった状況が今生まれているということでございます。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         主な補正予算の事業で、子育て支援の関係で幼稚園の就園奨励事業です

とか、公立保育所の管理運営事業ですとか、４つの主な事業に補正予算を

つけたということですが、このタイミングでこういった支援策を行う理由

というのを教えてください。 

〇 市  長   現在策定中の総合戦略等も踏まえまして、子供を産み育てやすい環境づ

くりを十分していくということがさいたま市にとっても大変重要な施策で

あると考えておりまして、その中で特に多子世帯に対応して県のほうでも

事業を行っていただくわけでありますけれども、さいたま市の場合、幼稚

園に通われている方々も非常に多いということもありますし、また認可外
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の保育所を運営されている皆さんにご協力をいただいているという部分も

ございますので、どういった形、どういった形態であっても、多子世帯に

対して、より子育てしやすい環境をつくっていくということが１つと、ま

たあわせて、こういった保育所整備をするに当たって、どうしても保育士

の確保が大変大きな課題でもございますので、ハード的な面だけではなく

て、保育士の確保、そして充実ということに対応していくための対策とい

うことで今回補正予算を出させていただきました。 

〇 埼玉新聞   １点。２歳児までですかね、主に。３人目以降、第３子以降は原則的に

保育所とか幼稚園などに通う費用が無料になるということですが、ただ認

可外ですと上限１万円で補助されるということで、その額より実際の通所

料というか保育料が高い場合は自己負担がまだあるということになると思

います。さいたま市で、やはり認可外の保育所に通っているお子さんもま

だまだ多いと思うので、この辺の充実策も必要かと思うんですが、この点

についてはいかがお考えでしょうか。 

〇 市  長   今回もまさにそのための施策の一つであると認識をしておりますが、ま

た今後の状況をしっかり見きわめながら対応していきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   そうしますと、認可外の方も多子世帯のお子さんが無料になるような施

策も今後やっぱり考えていくということになりますか。 

〇 市  長   状況をよく踏まえながら考えていきたいと思っております。まだ現状と

してそういったことができるかどうかというのは、少し課題ということに

なろうかと思います。 

〇 埼玉新聞   そうしますと、まだまだ、今回充実させるということですが、これで十

分だとはお考えになっていないということですか。 

〇 市  長   そうですね。これまで多子世帯も、要するに未就学の前で３人以上いな

ければいけないとか、かなり現実的にはなかなかサポートをしていただき

にくい制度であったりもしておりましたので、なるべく受けやすい環境づ

くりをしたということが１つと、県のほうでやっていただいて、その補助

を私たちが受けてやる部分、プラスアルファでもう少し認可外あるいは幼

稚園というところについても、同じように多子世帯に対してメリット感と

いったものを出したいということで今回施策を行っておりますので、また

その状況を鑑みながら、今後の対策については考えていきたいと思ってお
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ります。 

〇 時事通信   ほかよろしいでしょうか。 

         それでは、幹事社として代表質問をさせていただきます。改めてという

ことになるんですけれども、１５日に開催されましたさいたま国際マラソ

ンに関するご感想と、また次回以降の大会運営に向けた市長のお考えなど

お聞かせください。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えをしたいと思います。 

         大会当日は、朝の時点では小雨も降っておりましたが、次第に天気も回

復をして、スタート、フィニッシュ地点のさいたまスーパーアリーナやけ

やきひろばでは、新たな夢と感動のドラマの幕あけに熱気と緊張感に包ま

れたような感じであったと思います。コース沿道には、市民を初めとする

多くの方々が選手たちに熱い声援を送っていただき、感動と興奮を共有が

できたと思っております。 

         また、大きな混乱などもなく、大会を無事、また成功裏に終了すること

ができたと考えております。これも協賛各社様を初め、警察や交通事業者

等の関係機関の皆様、そしてコース沿道周辺にお住まいの皆様、また事業

者様等のご理解と、またご協力によるものであります。心から感謝と御礼

を申し上げたいと思います。 

         また、大会の成功には４，０００人ものボランティアの皆様の協力があ

ってのことと強く認識をしております。このボランティアの皆さんに対し

ましても重ねて感謝を申し上げたいと思います。 

         併催イベントとして、けやきひろばでは埼玉うまいもの市場を開催し、

マラソンファンのみならず多くの方々にお越しをいただき、市内を初めと

する県内のグルメや特産品を楽しんでいただくことができました。 

         大会コンセプトであります「未来をつくる子どもたちに夢と希望を送る

大会となす」の事業として、小中高生によりますさまざまな体験型イベン

トを開催させていただきました。国際大会を通じて、将来を支える児童生

徒にとって貴重な体験や経験をしてもらうことは大変重要であり、今後も

幹事社質問：「さいたま国際マラソンの感想と次回以降

の大会運営に向けた考えについて」
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幅広く展開をしていきたいと思います。 

         コース沿道では区が主体となりまして、それぞれ趣向を凝らした沿道応

援イベントを実施し、ランナーに勇気を与え、大会を大いに盛り上げてい

ただきました。また、生中継によるテレビ放送やラジオ放送、新聞、スポ

ーツ関連紙など多くのメディアに取り上げていただき、「スポーツのまち 

さいたま」を全国へ向けて広くアピールすることができたと考えておりま

す。 

         自ら選手として参加する、「するスポーツ」、代表選考レースを観戦をす

る「みるスポーツ」、また多くのボランティアの参加による「ささえるスポ

ーツ」、そして大会に関連したイベントでの「まなぶスポーツ」を実践でき

るさいたま国際マラソンは、この「スポーツのまち さいたま」を象徴する

大会となることを確信いたしているところであります。 

         来年度以降の開催に向けましては、まず今回開催による課題を洗い出し、

埼玉県警や関係各社と継続した協議が必要となると考えております。その

上で、制限時間の延長や参加定員、種目の拡大等を主催５者で検討して、

市民の皆さんから愛着が持たれ、本市に根づいた大会となるように展開を

していきたいと考えております。 

         以上です。 

〇 時事通信   どうもありがとうございました。 

         私のほうから１点追加で質問させてください。観客動員数はどのぐらい

だったのかということと、その数に対する市長のお気持ちというのもあわ

せて教えてください。 

〇 市  長   観客動員数についてでございますが、大会組織委員会の発表では沿道で

約３６万人の方に応援をいただきました。また、けやきひろばでの埼玉う

まいもの市場やステージイベントでは３日間で合計で約１５万人の人出で

にぎわうことができました。 

         私もスタート地点から、その後はテレビというかモニター等で観戦をさ

せていただいたりしましたけれども、想像以上に、また私も何度かさいた

まシティマラソンを走らせていただいて、ランナーとして周辺の観客の状

幹事社質問に関する質問
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況なども見てきましたけれども、本当にたくさんの市民の皆さんが沿道に

出ていただいて、天気も必ずしもいいというわけではありませんでしたけ

れども、エリートレースの代表選考レースへの応援だけでなく、市民マラ

ソンにも大変熱い声援を送っていただいて、その後何人かから、走った方々

からも随分感想を言われたのですけども、大変切れ目ない応援をしていた

だいて、大変よかったと、うれしかったというようなご意見を言われる方

がたくさんいらっしゃいましたので、たくさんの市民の皆さんに関心を持

っていただき、また実際間近で見ていただいたということで、大変良いイ

ベントだったのではないかと。 

         また、大変視聴率も高かったと聞いておりますけれども、テレビで観戦

していただいた方もたくさんいたということも聞きましたし、関心の高い

イベントになったと思っております。 

〇 時事通信   どうもありがとうございました。 

         代表質問の説明に関して質問のある方は質問してください。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         さいたま国際マラソンについてお伺いいたします。先ほど市長から来年

度以降について、距離といいますか、種目ですとか制限時間を見直すこと

を主催者の中で検討するということだったんですけれども、完走率が男子

７３．６％、女子５６．２％という非常に低い数字だったんですけれども、

市長は具体的にその制限時間は何時間ぐらいに延ばしたほうがいいですと

か、あとやっぱり私の取材の中で、幾つかハーフマラソンがなくなったの

は非常に残念だという声が大きかったんですけれども、どういった種目が

あったら望ましいかという市長の考えをお聞かせください。 

〇 市  長   あくまでも個人的な見解ということでお聞きいただきたいと思いますけ

れども、一部の皆さんからは、４時間以内というこのレースが、ある意味

では非常に頑張った人が走る、あるいは頑張った人しか走れないレースと

いう意味で、そういうレースがあってもいいのではないかというようなご

意見を頂戴するのですけれども、私の個人的な考えといいますか思いとし

ては、やはりできればフルマラソンとしては６、７時間ぐらいの制限時間

が望ましいのかと。そうすると、多少マラソンを始めて、練習を熱心に始

められたぐらいの比較的初心者と言われる方も十分といいますか、頑張れ
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ば走れない距離ではないと思っております。 

         多くの市民の皆さんがチャレンジをしたいと思っていただける、そうい

う身近であり、またそこに出て誇りに思えるという、そういった意味の大

会になってほしいと思っています。 

         それから、別の種目という意味では、確かにハーフの部が欲しいという

ような声もあったり、特にハーフ前後、３キロの上がもうフルマラソンと

いう形になっておりましたので、その中間ぐらいの１０キロないしハーフ

という種目が欲しいという声もたくさんございますので、そういったとこ

ろもあわせて検討していきたいと私自身は思っております。 

〇 埼玉新聞   追加で済みません。もし仮にですけれども、フルマラソンは７時間です

とか制限時間が延びた場合に、市長ご自身は走ってみたいというお考えは

ございますでしょうか。 

〇 市  長   そうですね、６時間以上になった場合にはチャレンジしたいという思い

はあります。 

〇 時事通信   よろしいでしょうか。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         先ほどの沿道の観客数に関連することなんですけど、もし経済波及効果

等が出ているようでしたら教えてください。 

〇 事務局    スポーツイベント課です。 

         まだ経済波及効果は出てございません。調査中で、今後出次第ご報告さ

せていただきたいと思っています。 

〇 埼玉新聞   いつごろになりそうですか。 

〇 事務局    まず、主催５者で、週以降会議を持ちますので、そういったところで話

し合われますので、いましばらくお待ちいただければありがたいです。 

〇 埼玉新聞   あともう一点なんですが、エリート大会という意味で、今回のコースは

かなりアップダウンが多かったり、折り返しが４カ所あるということで、

そういうのもあって、トップ選手、特に国内の選手が、駅伝シーズンの真

っ最中という理由もあるのですが、それとコースの難しさ等でちょっと回

避したんじゃないかという見方もあるんですが、今後例えばコースの見直

し等も継続する場合は考えていらっしゃるのでしょうか。 

〇 市  長   先ほどもお話をしたとおり、今回の大会のいろいろな反省を踏まえて、
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いろいろな課題を整理したり、あるいはコースに対するいろいろなご評価

もあったと思いますので、そういったことも含めて、今後また５者で対応

を考えていくということになろうかと思います。 

〇 時事通信   よろしいでしょうか。 

         それでは、そのほかに質問がある方は質問してください。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         昨日旭化成建材のくい打ち工事のデータで、さいたまの市有施設でも流

用が独自調査で確認されたということで記者発表がありました。このこと

についての市長の受けとめをお願いします。 

〇 市  長   それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 

         今回起こったくいの施工データの流用あるいは改ざんは、市民の安心安

全の確保を根底から覆し、社会不安をあおる行為であり、事情がどうであ

ろうとも決して許される行為ではないと考えております。今後同じことが

起こらないように、国には再発防止対策を実施するよう大都市会議などで

もしっかりと要望していきたいと考えております。 

         また、同時に市としては引き続き公共工事の品質確保の促進に関する法

律に基づいて、より適正な工期並びに工事価格を設定し、適切な現場管理

を行うために工事監理指導及び現場管理を十分に行って、今回のような事

態を未然に防いでいきたいと考えております。 

         現時点では、民間については国や県から情報がございませんけれども、

そういった調査については、いろいろな形でまた国の動向なども踏まえな

がら検討、対応していきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   関連して引き続き質問なんですが、今回の３件についてはデータ流用が

あったけれども、安全性には問題ないということで市は判断しているとい

うことなんですが、今後こういった工事の不正によって、何か建物等に不

都合等が起きた場合は、例えば損害賠償とか、そういった措置等を検討さ

れているのかどうかお聞かせください。 

〇 事務局    現状では外観、現地調査の結果ですとか、あとは施工の状況によって安

全だという判断をしておるのですが、今のご質問については、将来不具合

その他：旭化成建材のデータ偽装問題について
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が生じた場合、これは何かの原因があるわけで、その原因を突きとめまし

て対応していきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   もう一点あります。旭化成建材以外にも不正を行っていたという例も出

始めていまして、今後ほかの業者が行ったくい打ち工事の調査の必要性も

あるのではないかという声が高まっていますが、この点について、市長と

しては市独自に調査を始めることなどについていかがお考えでしょうか。 

〇 市  長   これも国、県の動向などを見ながら調査をしていきたいと思っておりま

す。 

〇 埼玉新聞   そうしますと、いずれは調査を行う方向で考えてということで考えてよ

ろしいんですか。 

〇 市  長   そういう可能性も十分にあるということです。今のところ、状況をまだ

私どももつかみ切れていないところもありますので、その辺を踏まえなが

らという形になると思います。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         関連してなんですけれども、旭化成建材のくい工事の市有物件について

全て調査を行ったということできのう結果が出たんですけれども、その安

全性の確認ができたということでの説明だったのですけれども、非常に専

門的なご説明が多くて、市民に対してこういうわけで安全だという、その

安全である根拠の説明みたいなものはちょっと十分ではないかなというふ

うに考えるんですけれども、中には教育施設の一部もあるということなの

で、そのあたりについて市民にいま一度、こういうわけだから安全ですと

いう説明をするご予定ですとかはございますか。 

〇 事務局    今のご質問にございましたとおり、旭化成建材が施工にかかわった、さ

いたま市が管理している施設については、一通り調査は終わっています。 

         その中で、安全性についてですけれども、先ほどお答えしたとおり建築

されてから１０年経過している中で、現状に障害が生じていないというこ

とでございます。 

         それと、繰り返しになりますけれども、昨日もご説明しましたが、当時

の施工の書類等を再度確認して、そのようなものから状況の判断になって

しまいますけれども、総合的に見て、安全であるという判断を行ったとい

うことでございます。 
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〇 埼玉新聞   もうちょっと市民にわかりやすく説明するご予定はありますかと、そう

いうことなんですけれども。 

〇 事務局    特に今の段階では、それ以上こちらもの手持ちの資料全てで調査を行っ

たものでして、あと施工者側のデータ等も含めて、施工者側からの安全で

あるというような回答を求めるかということになっていくかと思いますけ

れども、これについての検討は、これからしていきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   市の広報ですとかホームページで、こういう調査をして、こういう結果

が出ていますので安全ですという、そういうアナウンスはするご予定はな

いんでしょうか。 

〇 事務局    それは検討させていただきたいと思います。 

〇 時事通信   ほかにはございませんか。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         さいたま地裁で１８日に、さいたま市西部環境センター職員だった方が

自殺された件について、パワハラだと認定する判決が出ましたけれども、

この件につきまして市長の受けとめと、それと控訴などを含めて今後の対

応についてどう考えていらっしゃるのか教えてください。 

〇 市  長   まず、亡くなられた職員が、若くしてみずからの命を絶ったことは極め

て痛ましいことであり、深くご冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

         判決内容を精査した結果、控訴の手続を進めていきたいと考えておりま

す。控訴の提起については議会の議決が必要でありますので、来る定例会

に追加議案として、審議をお願いするよう進めていきたいと考えておりま

す。 

〇 朝日新聞   関連してなんですけれども、控訴される理由について改めて教えてくだ

さい。 

〇 市  長   これまで市側として主張してきた内容が認められていない部分もあると

いうことで、そういった部分について控訴をして、再度主張していきたい

ということであります。 

         詳細については、今後控訴審の中で明らかにしていきたいと思います。 

その他：西部環境センター職員に係る損害賠償請求事

件の裁判について
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〇 埼玉新聞   関連してなんですが、現段階で市としてはパワハラというものがあった

という認識をしているんでしょうか、それともなかったということなんで

しょうか。 

〇 市  長   裁判の中でこれまで私たちはいろいろ主張しておりますので、再度それ

らについてまた主張して、控訴審の中で明らかにしていきたいと思ってお

ります。 

〇 埼玉新聞   それで、パワハラということあったかなかったか、そこが争いになった

り、判断が分かれたりするところがあるかもしれないんですが、市として

はこういったパワハラ等を防ぐために、現状どういったことをやっている

のか。もしくは今後、こういった争っているとはいえ、訴えが起こされた

事件があったということを受けて、何か今後さらに対策等を講じる予定等

ありましたら教えてください。 

〇 市  長   従来からパワハラとか、そういうことについては職員の研修を通じて、

しっかりと教育、研修をしてきたつもりでおります。 

         今後もその強化をしっかりとやって、こうした誤解されるようなことが

ないように取り組んでいくということが必要であると思っております。今

後も職員それぞれにしっかりと認識をしてもらえるように、もちろんこの

問題だけではありませんけれども、今いろいろ人権上で言われている問題

が多々ございますので、そういったものについてはしっかりと職員一人ひ

とりが認識をしていただけるように、研修等については今後さらにしっか

りとやっていきたいと思います。 

〇 朝日新聞   今の件について関連してなんですけれども、これまで主張してきた内容

が認められなかったということなんですけれども、これまでパワハラの事

実はなく、休暇をとるよう進めていたなどと主張されていたと思うんです

けれども、この認識に変わりはないということでよろしいでしょうか。 

〇 市  長   現状として、さいたま市としては主張してきた内容が認められていない

と判断をしておりますので、その中で控訴をさせていただくということで

ございます。 

〇 時事通信   ほかにはいかがでしょう。 
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〇 埼玉新聞   大宮アルディージャについてなんですけれども、改めまして市で祝賀会

ですとか、そういうお祝いみたいな、そういうイベントですとか、何かご

予定みたいのはあるんでしょうか。 

〇 市  長   現状としては、本庁舎に１月の１６日から１２月の４日まで、優勝横断

幕を掲出させていただいております。また、市長表敬も行う予定と聞いて

おりますので、その日程等についてはわかり次第お知らせをしたいと思い

ます。 

         また、大宮アルディージャと関連をしております旧大宮市の西区、大宮

区では懸垂幕を掲出する予定、あるいは実施中と聞いております。現状と

しては、そういったことぐらいです。 

〇 埼玉新聞   市長の、改めまして選手ですとかチームにコメントを。 

〇 市  長   まず、大宮アルディージャの選手、監督、クラブご関係の皆さん、

２０１５シーズンＪ２リーグ優勝、そしてＪ１リーグへの昇格決定おめで

とうございます。Ｊ１リーグへの１年での返り咲き、そして年間４２試合

という大変長いシーズンを安定した戦いぶりで勝ち抜いてＪ２リーグを制

したことをホームタウンの市長として、大変うれしく思っております。ま

た、誇らしく思っております。 

         今シーズンの大宮アルディージャは、第１５節で首位に立ってから、そ

の座を明け渡すことなく快進撃を見せてくれました。これまで続けてきた

スタイルであります、ボールを動かしながら魅力的な攻撃と組織的で安定

した守備によって、見る者を魅了するサッカーを展開してくれたと感じて

おります。ファン、サポートだけでなく、多くの市民に感動をもたらし、

地域に一体感を生み出してくれた大宮アルディージャに心から感謝をした

いと思います。 

         来シーズンのＪ１リーグにおきましても、その実力を遺憾なく発揮して

サッカーのまち、さいたまに大きな夢と希望、そして感動を与えることを

期待しております。 

〇 時事通信 ほかにはいかがでしょうか。 

その他：大宮アルディージャの J2 リーグ優勝につい
て
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〇 朝日新聞   先日パリでおきました同時多発テロに関連してお伺いしたいのですけれ

ども、学校現場への影響というのは、教育委員会の管轄になると思うので

すが、職員の方が例えば出張ですとか研修といったことについて、何か影

響を受けている部分がありましたら教えてください。 

〇 市  長   今回のテロでですか。 

〇 朝日新聞   今のところなければ、それでも大丈夫ですが。 

〇 市  長   今のところないと聞いております。 

〇 時事通信   ほかにはいかがでしょうか。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         昨日我々のほうもわかったのですけれども、別所沼公園に設置されてい

るうなこちゃん像が持ち去られたようで、なくなってしまったということ

があったというのを把握しました。 

         それで、浦和署のほうに被害届等を出していらっしゃるということなん

ですが、市の観光親善大使、観光大使にもなっているキャラクターがこう

いった形で被害に遭ったということについて、市長はどのように受けとめ

ていらっしゃいますでしょうか。 

〇 市  長   うなぎのうなこちゃんについては別所沼と、それから駅前と、２カ所像

を設置しておりまして、市民からも、それから市民以外の方からも大変人

気が高くて、若い高校生たちは写メで撮りに来たり、いろいろ観光大使と

して大変大きな役割を果たしてくれている像であります。 

         また、やなせたかしさんがつくってくださいました大変すばらしいキャ

ラクターでもありますので、私たちとしても、持っていかれたというのは

大変残念な思いでありますし、一日も早くお返しをいただくようにお願い

をしたいと思います。 

         また、多くの市民の皆さんが、一日も早くうなこちゃん像の戻ってくる

のを待っていると思いますので、早く返していただければと思っておりま

その他：パリで起きた同時多発テロの影響について

その他：別所沼公園に設置されている「浦和うなこち

ゃん」の石像が持ち去られたことについて
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す。 

〇 埼玉新聞   例えばどこに行ってしまったのか最終的にわからないままになってしま

った場合なんですけど、こちらの別所沼公園にあった像というのは、何ら

かの形で復活させる予定なのか、それができるのかどうかということを含

めてちょっと教えていただきたいんですが。 

〇 市  長   現時点で、まだその先のことについては細かく検討しておりませんので、

今後ということになると思いますが、まずは基本的にはやはり返していた

だくということが一番重要だと思っておりますので、一日も早くうなこち

ゃん像がもとの位置に戻るようにお願いしたいと、お返ししてほしいと思

います。 

〇 時事通信   ほかよろしいでしょうか。 

         それでは、どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の記者からの質問を終了させていただきます。 

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、１２月９日水曜日、１時半からを予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

午後２時２１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、話し言葉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。 


