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さいたま市長５月定例記者会見 

平成２８年５月９日（月曜日） 

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。 

         それでは、記者クラブ幹事社の産経新聞さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 産経新聞   ５月の幹事社を務めます産経新聞社です。よろしくお願いします。         

それでは、本日の記者会見内容につきまして市長からご説明をお願いいた

します。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         ゴールデンウイークは天気にも恵まれ、市内の施設やイベント会場には

多くの人出があったようであります。私もいろいろなイベントに足を運び

まして、来場者の皆さんとともに楽しい時間を過ごさせていただきました。 

         一方、熊本地震の被災地ではいまだ厳しい状況が続いております。引き

続き復旧復興に向けて支援してまいりたいと考えております。 

         それでは、議題の説明に移らせていただきます。 

 

 

         まず初めに、議題１「東日本連携に向けて、函館市、青森市、盛岡市を

表敬訪問しました」について説明させていただきます。 

         今秋に本市で開催を予定しております「第２回東日本連携・創生フォー

ラム」への参加要請及び今後の連携の促進のために、先月２５日と２６日

に連携市であります函館市と、それから青森市、そして盛岡市へ表敬訪問

しまして、あわせて本市観光のＰＲのために函館市内で観光ＰＲを行いま

したので、報告をさせていただきます。 

         参加者でありますけれども、私のほかにさいたま商工会議所の佐伯鋼兵

会頭、それからさいたま観光国際協会の清水志摩子会長、それからさいた

ま観光大使でありますさいたま小町の縣奈緒さん、それから北村理奈さん

及びさいたま商工会議所、さいたま市観光国際協会、そしてさいたま市の

職員でお邪魔をさせていただきました。 

市長発表：議題１「東日本連携に向けて、函館市、

青森市、盛岡市を表敬訪問しました」 
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         当日の概要についてでございます。 

         まず、２５日には函館市役所、それから株式会社北海道新聞社函館支社、

函館山ロープウェイ株式会社への表敬訪問、また北海道新聞社からの取材、

ＦＭいるかへの生出演と五稜郭タワーでの観光ＰＲを行いました。 

         なお、観光ＰＲにつきましては、前日２４日にもさいたま小町のお２人、

（観光協会）、また（市）職員で実施をしております。 

         ２６日には、青森市役所、盛岡市役所へ表敬訪問をいたしました。 

今回の訪問におきまして、函館市の工藤壽樹市長とは、３月の北海道新

幹線開業を機に観光客やビジネス客を互いに送り合い、連携を深めていく

ことを確認し合いました。 

         また、青森市の佐々木淳一副市長、盛岡市の谷藤裕明市長とは、青森ね

ぶた祭、また盛岡さんさ踊りなどの東北を代表するお祭りのＰＲや新幹線、

地方空港を活用した広域ルートの確立、また海外旅行客の動向などについ

て話し合いを行いました。各市の商工会議所及び観光コンベンション協会

にもご出席をいただきまして、官民一体となって今後の交流を活性化しよ

うと意見交換を行わせていただきました。 

         次に、２４日の（観光）ＰＲについてご説明をさせていただきたいと思

います。 

         ２４日午後、それから２５日午前中に函館市の五稜郭タワー内でさいた

ま小町のお２人とさいたま観光国際協会及び本市の職員が来場した皆様に

観光パンフレット等を配布し、「さいたまクリテリウム」、「さいたま国際マ

ラソン」、また「さいたまトリエンナーレ」、「第８回世界盆栽大会ｉｎさい

たま」といった本市で開催されるイベント、また本市の観光資源のＰＲを

行ったほか、さいたま推奨土産品の紹介を行わせていただきました。 

         ２４日には、ＦＭいるかの番組におきまして観光ＰＲの様子が中継され

ました。中継にはさいたま小町のお２人が出演いたしまして、今回の観光

の目的やさいたま市の見どころなどについて紹介をいたしました。 

         また、２５日には北海道テレビ、北海道新聞のインタビュー取材がござ

いました。（観光）ＰＲを行いました五稜郭タワーは桜の名所としても知ら

れておりますけれども、その当日に開花宣言がなされたこともありまして、

多くの方々が来場されておりました。 
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         今回の（観光）ＰＲで、函館市にお住まいの方、また函館市を観光に訪

れた多くの方々に本市の魅力を伝えることができました。今後、多くの方

にさいたま市に訪れていただけるきっかけがつくれたのではないかと考え

ております。 

         １番目は以上でございます。 

 

 

         続きまして、議題２「岩槻駅東西自由通路の通行が可能になります」に

ついてご説明させていただきます。 

         岩槻駅の橋上駅舎及び東西自由通路設置工事につきましては、平成

２４年５月の工事着手以来、工事の進捗によりまして、平成２８年５月

２４日（火）１２時から東西自由通路の通行が可能になるほか、５月３１日

（火）の始発より橋上駅舎が開設する運びとなりました。 

         東西自由通路の建物構造は鉄骨づくりの２階建てでございます。今回新

設をいたしました東西自由通路の延長は約４５メートル、通路の幅員は約

９メートルとなっております。 

         岩槻駅は、昭和４年に開設して以来、まちの発展に寄与してまいりまし

た。岩槻駅は、大宮駅から東武野田線、アーバンパークラインで５つ目の

駅で、ことしの３月２６日から急行列車が運行され、停車する駅となって

おります。 

         １日の乗降客数は、平成２６年度で平均で３万５，３４９人でありまし

て、市内３３駅がございますが、そのうち１３番目に多い駅ということに

なっております。 

         また、今後岩槻駅周辺地区は市民生活の地域拠点として、交通利便性の

向上など、生活基盤施設の一層の充実が期待されております。所在地は岩

槻区本町１丁目１番１号でございます。 

         西口側から見た岩槻駅の完成予想図でございますが、岩槻駅は、城下町、

また人形のまちとして多彩な魅力を活かし、岩槻区の顔にふさわしい、に

ぎやかで、誰もが利用しやすい駅を目指すことをコンセプトといたしてお

ります。 

         外観は、和風建築の特徴の一つであります白壁のイメージを取り入れた

市長発表：議題２「岩槻駅東西自由通路の通行が可

能になります」 
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デザインとなっております。西口駅前広場は暫定開設ということになりま

して、平成２８年度末に完成する予定となっております。 

         次に、岩槻駅東西自由通路でございますけれども、左側が東西自由連絡

通路のイメージパース、右側が東武鉄道駅の改札のイメージでございます。 

         これまでの岩槻駅は東口だけで、西口側にお住まいの方にとっては非常

に不便でありました。西口開設は地元の皆さんの悲願でもございました。

この西口開設によりまして、駅東西地区の安全性、利便性の向上と交流促

進が図られ、またバリアフリーでは、エレベーター等もきちんと設置され

ておりますので、高齢者の皆さんや、あるいは子育て中の皆さんにも大変

利便性の高い、利用しやすい駅になると考えております。今後のまちづく

りを進めていく上で非常に有効になると考えております。 

         現在工事が進行中でございますので、５月２４日の東西自由通路の開通

後、５月３１日に改札口の橋上への移設、６月３日に交番の移設というよ

うに順次移転を行っていくことから、ご不便をおかけしますが、ご理解を

お願いしたいと思います。 

         また、今後仮駅舎の撤去を行いながら東口ワッツ側の階段の工事を継続

しまして、全体の完成は２８年度末の予定をしております。 

         私からは以上でございます。 

〇 産経新聞   市長からの説明について質問をお願いいたします。 

 

         幹事社から質問よろしいですか。岩槻駅東西自由通路が通行可能になる

ということですが、これについて市長から何か期待の一言を。 

〇 市  長   岩槻駅につきましては、やはり１つは東西、特に西口側に行くことが非

常に不便でありました。それから、もう一つは、先ほども申し上げました

けれども、高齢者の皆さん、あるいは子育て中の皆さんにとってバリアフ

リーが行き届いておりませんでしたので、非常に利用しにくいというか、

使い勝手の悪い駅でもございました。ようやくお待たせをして、今回この

駅の橋上化、それから東西自由通路の完成によりまして、西口と東口のア

クセスが格段に向上するということと、あわせて高齢者の皆さん、また子

供たち、子育て中の皆さんにとっても非常に利用しやすい駅になると考え

ておりまして、暫定開通でございますけれども、恐らく岩槻駅を利用され

議題２に関する質問 
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ている皆さんは本当に待ち望んでいた駅の完成ということになるのではな

いかと思います。 

〇 産経新聞   ありがとうございました。幹事社からは以上です。 

         各社さんあれば、どうぞお願いします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         函館、青森、盛岡訪問についてお伺いできればと思います。函館市で工

藤市長とお会いになられて、お話をされたということだったんですけれど

も、今秋に東日本連携・創生フォーラム、またさいたま市で開催されるか

と思うんですけれども、具体的な日にちですとかは、これは決まっておる

んでしょうか。 

〇 事務局    正式な日にちにつきましては調整中でございまして、１０月末（から）

１１月の初めになろうかと思います。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、函館市の工藤市長から昨年１０月２６日の

フォーラムで、京都ですとか大阪ですとか西日本に偏りがちな外国からの

お客様を東日本に呼び込もうということで、東日本ゴールデンルートでし

たかね、観光ルートの創設をということで、かなり具体的なご提案があっ

たかと思うのですが、今回そのあたりについては何か成果ですとか結論み

たいなものはあったんでしょうか。 

〇 市  長   結論的なものは特にはありませんでしたけれども、かなりその部分につ

いても意見交換をさせていただきました。函館の場合は、特に夜景がござ

いまして、ちょうどロープウエイのほうにかなりの外国人観光客がお越し

になっていらっしゃっているようでありまして、そこでの外国人の皆さん

の数について意見交換もさせていただきました。北海道は比較的インバウ

ンドが来ているのですけれども、その北海道に来たインバウンドの皆さん

をどう新幹線で途中、周辺の東北、あるいは上信越に、あるいはさいたま

のほうにつないでいくか。これについては、やはり単体ですと外国人の皆

さんにとってなかなか十分な魅力にはならないということがございますけ

れども、新幹線ができたことによって、外国人の皆さんは長距離移動につ

いてはかなり慣れているということもありますので、新幹線で移動するこ

とによって、それぞれの地域の魅力的な場所に来れるだろうということで、

議題１に関する質問 
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その魅力的な場所をルート化したり海外に向けて発信をしていくというこ

とに取り組みながら、外国人の入り込み客数といいますか、観光客を増や

していこうというような意見交換をさせていただいたところであります。

函館のほうは結構来ていらっしゃいましたけれども、やはりあわせて来て

いる外国人をどうつないでいくか、地域の中に（どう）途中で降りてもら

うかということが重要だろうと思っています。またあわせて、地方空港と

の連携も必要ではないかというような、意見交換もさせていただいたとこ

ろです。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、東日本連携・創生フォーラムに参加される

自治体はほかにもかなり数があると思うんですけれども、今後フォーラム

本番に向けて、ほかの市長様のところというか、参加自治体のところを訪

問するご予定はございますでしょうか。 

〇 市  長   ちょうど去年、北陸新幹線が開通したことを契機に、昨年は金沢市と高

岡市を訪問させていただきました。今回、函館、青森、盛岡に訪問させて

いただいて、いろいろな形で意見交換もさせていただくことができました

し、率直な意見交換ができるようになりました。またそれぞれの地域が首

都圏の入り口になっていますさいたま市であるとか埼玉県にものすごい期

待を持っているということを改めて私たちも痛感をしましたので、できれ

ばまた機会があれば訪問をさせていただいて、率直な意見交換を個別にし

ていきたいと思っていますし、またあわせて行政だけではなく、商工会議

所であるとか観光部門の民間の団体などとも積極的に交流をして、その辺

のつながりをより強固なものにしていきたいと思っております。 

 

 

〇 産経新聞   ほかにはいかがでしょうか。 

         それでは、幹事社として代表質問させていただきます。質問はまとめて

行いますので、よろしくお願いいたします。 

         先日４月２９日に上尾道路の江川地区４．７キロが開通しました。国道

１７号の交通混雑の緩和などが期待されると思いますが、開通による効果

と市長として期待されることをお聞かせください。 

〇 市  長   それでは、幹事社の質問にお答えしたいと思います。 

幹事社質問：上尾道路の江川地区開通による効果と

期待について 
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         まず、国道１７号上尾道路の開通につきましては、埼玉県の中央地域に

おける南北の交通軸が形成されるとともに、圏央道と連携することで、県

内外の主要都市との連絡が強化されて、地域間の交流の活発化が図られる

ものと期待をしております。 

         また、上尾道路を利用することで、宮前インターチェンジから圏央道桶

川北本インターチェンジまでの所要時間が大幅に短縮をし、物流の効率化

などによりまして、経済活力の増進にもつながるものと考えております。

しかしながら、今回圏央道まで全面開通するものの、一部区間におきまし

てまだ暫定２車線での供用であることから、上尾道路の整備効果を一層高

めるために完成形であります全線４車線化の早期実現をお願いしたいと思

っております。 

         一方で、自動車専用道路部分であります新大宮上尾道路につきましても、

本年４月に国の直轄事業として予算化されたということにつきましては大

変うれしく思っているところであります。新大宮上尾道路が圏央道までつ

ながることで広域交通ネットワークが構築されて、さいたま市内外の企業

に取引機会の拡大あるいは販路の開拓、また企業活動の活性化、また首都

圏の生産性の向上ということにつながり、また東北圏、北陸圏、北海道の

連結首都圏対流拠点の創出にもつながるものと期待しております。 

         また、国の出先機関が集積しておりますさいたま新都心の首都圏災害に

対するバックアップ拠点機能をさらに強化をしていくためには、県内外の

主要都市との連絡を強化するためにこの新大宮上尾道路を圏央道につなげ

ていく必要があると考えております。今回は、与野インターチェンジから

上尾南インターチェンジまでの区間が事業化されるということになったわ

けですけれども、今後も早期に圏央道まで整備をしていただくように県及

び沿線の自治体とともに国に対して引き続き要望していきたいと考えてお

ります。 

         以上です。 

〇 産経新聞   ありがとうございました。 

         代表質問の説明に関して質問がある方は質問してください。 

         それでは、そのほかに質問がある方は質問してください。 

 その他：熊本地震への対応について 
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〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         今も少し首都圏災害の拠点としてという話もあったんですけれども、熊

本地震について、約１カ月、今週末で１カ月を迎えて、さいたま市として

も保健師さんの派遣ですとかを１陣だけでなく、２陣、３陣と続けていら

っしゃるとは思うんですけれども、少しニーズが変わってきている中で、

さいたま市としては今後どのような支援を行っていこうと考えていらっし

ゃいますでしょうか。 

〇 市  長   それでは、熊本震災についての本市の対応、それから今後の取組につい

て少しご説明をしたいと思います。 

まず、今回の平成２８年熊本地震によりまして、被害に遭われた方々に

対して心からお見舞いを申し上げたいと思います。また、一日も早い復興

が行われますように、さいたま市としてもできる限り協力、また支援をし

てまいりたいと考えております。 

         ４月１４日に、熊本地震の前震となります地震が発生したために、本市

では被害情報あるいは支援要請などの情報収集体制をとってまいりました。

１５日の時点では、本市への支援要請はなかったのですけれども、翌１６日

午前１時２５分に本震となりますマグニチュード７．３の地震が発生した

ことを受けまして、同日１１時５０分に広域大規模災害時における指定都

市市長会行動計画の適用が決定しましたので、指定都市市長会の一員とし

て支援活動を開始いたしました。 

         そして、支援物資については４月１７日（日）及び１８日（月）にかけ

まして、指定都市市長会の事務局を通じまして、熊本から要請をいただい

ておりましたブルーシート、それからタオル、飲料水、ティッシュペーパ

ー、アルファ米、簡易トイレ及び便袋の支援を決定いたしました。 

         また、人的支援につきましては、保健師の派遣を４月１９日（火）から

５月４日（水）までの１６日間にかけまして、４名、３名、３名というこ

とで１１名の職員を派遣しました。 

         また、あわせて下水道の復旧に係る職員の派遣も行わせていただきまし

て、これは４名ずつ３班編成で、１９日（火）から４月３０日（土）まで

派遣させていただきました。 

         また、４月２３日（土）からは、２５日（月）にかけまして３日間、被
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災建築物応急危険度判定のために建築部の職員２名を熊本市に派遣いたし

ました。 

         そして、さらに４月２８日（木）から５月１日（日）までの４日間、被

災地宅地危険度判定のために都市計画部の職員を３名熊本市に派遣いたし

ました。 

         それから、５月３日（火）から９日（月）までの７日間におきまして、

今度は水道管の漏水調査を目的に４名の職員を派遣いたしました。 

         また、４月２９日（金）から５月２日（日）までの４日間におきまして、

避難所内での被災者の健康管理の目的で、看護師１名を熊本県内の避難所

に派遣しました。 

         さらに、政令市２０市で構成されます指定都市市長会に対する熊本から

の要請におきまして、４月２７日（水）から５月１８日（水）までの間、

１班２８名の７班体制、計１９６名の職員を熊本市内の各避難場所へ派遣

いたします。 

         そして、５月２日（月）から５月２０日（金）までの間、熊本市からの

要請によりまして罹災証明受付業務職員を５名派遣をいたします。 

         また、５月９日（月）から５月２４日（火）までの間、熊本市からの要

請によりまして、罹災証明発行に伴う家屋調査業務職員を１１名派遣いた

します。また、教育委員会におきまして、５月１４日（土）から６月１８日

（土）までの間、特別支援学級への支援目的で教員籍の指導主事５名を派

遣することとなっておりまして、今後につきましてもさいたま市としてで

きる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

         なお、義援金につきましては、４月１８日（月）から各区役所で総合案

内所に義援金箱を設置いたしました。また、住まいをなくされた方や住宅

に住めなくなった方々に対しまして、市営住宅４戸を提供する予定でござ

います。申し込みをあす１０日（火）から行う予定でございます。本日記

者発表資料を提供させていただく予定でございます。 

         このように救援の段階から復旧、それから復興の段階ということで、ど

んどん局面が変わってまいりますので、被災地、現地のニーズをしっかり

と把握しながら、ニーズに合った応援、支援というものを私たちとしても

今後引き続きやっていきたいと考えております。 
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         以上です。 

〇 朝日新聞   ありがとうございます。 

         もちろん距離があるので、東日本大震災のときとはまた役割が違ってく

るのかなとは思うんですけれども、もちろん東日本のときのノウハウを持

っているという強みもあると思いますので、そのあたりは市長としてどの

ようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   今お話あったとおり、東日本のときにはかなりエリアが近かったという

こともあって、緊急消防援助隊への要請がありましたが、今回は特にはな

かったわけですが、先ほどお話ししました、罹災証明であるとか、家屋調

査とか、これから復興に向けてのいろいろな段階、あるいはその際の人的

な不足というのがかなり生じてくると私たちも思っております。 

         東日本大震災のときに、それぞれの段階でどういう支援が必要なのかと

いうことを政令指定都市市長会としてもここ数年かけて検証したり、ある

いは議論したり、そのためにどういう仕組みをとっていくかということも

話し合われてきましたので、まさにその東日本大震災での一つの教訓であ

ったり、そこでいろいろ学んだことをこの熊本あるいは大分での地震への

支援、対応に結びつけて、しっかりと支援をしていきたいと考えておりま

す。 

〇 朝日新聞   市長、立て続けで非常に恐縮なんですけれども、それに関して少し目先

を変えて、さいたま市の防災としてどのように生かしていくかだと思うん

ですが、熊本市も政令市であって、若干状況は異なるとはいえ都市型の災

害で学ぶべきところは多いかなとは思います。まだ調査派遣した方々の報

告とかも上がり切ってはいないとは思うんですけれども、現段階でさいた

ま市の防災計画等で見直しが必要だと感じていらっしゃる部分、あるいは

補強すべきだと思っていらっしゃる部分ありましたら教えてください。 

〇 市  長   現状の熊本地震での状況をしっかりと検証できているわけではありませ

んけれども、例えばやはり救援物資の配布の仕方等々について、さいたま

市としては広域防災拠点に現状として集めて、それをかなりトラック協会

を初め、提携している皆さんにご協力をいただきながら、迅速に避難場所

に持っていこうという準備は整えているところではありますけれども、そ

ういったことについてもまた再度検証してみる必要があろうかと思ってお
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りますし、また今回車の中での滞在によって、エコノミークラス症候群が

かなり起こっているということもございました。都市型ですと、避難場所

に全員が避難できる状況には必ずしもないのだろうと思っておりますので、

その際に避難場所以外のところで避難をされている方々、あるいはそうい

った自動車などで避難をされている、そういった方も当然出てくると思い

ます。そういった方々への対応なども含めて、今さいたま市が阪神（・淡

路）大震災、それから新潟（県中越沖）地震、それから東日本大震災等々

でいろいろ学んできたことが多々ございまして、そこで防災計画をつくっ

ておりますので、それをもう一回また検証し直して、３０年以内に７０％

以上の確率で、首都圏で大きな地震が起こる可能性があるとも言われてお

りますので、その備えや対応をしっかりとしていかなければいけないと考

えております。 

〇 朝日新聞   最後に１点。 

         先ほど圏央道の話もあったんですけれども、その支援物資の集積、あと

分配のところで、道路という部分が非常に重要になってくると思います。

圏央道の問題以外にも道路の点で気になるというか、補強が必要だと考え

ている部分は。 

〇 市  長   やはり緊急車両を必要とするような災害が起こったときに、その道路を

しっかりと確保していくということはすごく重要だろうと思っております

が、その際にどうしても、その周辺にあります建物の耐震化を今私たちと

も積極的に働きかけをして、お願いをしたり、そのための支援策などもと

っているところでありますが、こういった部分などについても早急にしっ

かりと対応していくことが必要であろうと思っているところであります。 

〇 テレビ埼玉  テレビ埼玉と申します。 

         今の震災の話に少し関連するんですけれども、東日本大震災の際は被災

地のほうへ派遣された職員の方の被災地で感じる疲れですとかストレスに

対するケア、心のケア、体のケアというのが問題となりましたが、今回派

遣された職員の方々への帰ってきてからの何かケアというのは、市長はお

考えがあるのでしょうか。教えてください。 

〇 市  長   また後ほど。（会見後追加：事前ケアとして、①遠藤副市長からの派遣職

員の健康管理に関する指示や、②派遣職員への事前説明会で健康管理につ
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いて注意喚起、③派遣期間を４日間とすることで一人当たりの負担を軽減、

④活動報告書（日報）を毎日提出し、勤務状況を把握、⑤派遣職員に公用

携帯を貸与し、緊急時の連絡手段を確保、及び、⑥日中夜間を問わず、危

機管理部への連絡へ対応できる体制を維持、について対策を取っておりま

す。）その辺も非常に重要なことだと思っております。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         また熊本の地震に際しまして、支援のほうなんですけれども、たくさん

の支援されているかと思うんですが、一番最初、本震がある前の１回目の

地震があった翌日に、もう早い自治体ですと、具体的に言うと蕨市とかな

んですけれども、義援金の募集をするために義援金箱を設置するとかとい

うことがあったんですが、さいたま市を取材させていただいたときに何も

動きがなくて、その義援金箱だけでも置かないんですかというご質問をし

たところ、まだ赤十字から依頼も来ていないしということで。あれだけ大

きな地震であったのに何か、その後はすごくたくさんされているんですけ

れども、スタートが遅かったなというイメージが私すごいありまして、そ

のあたり市長どう思っていらっしゃるのかと、今後いろいろと今回のこと

を踏まえまして見直す中で、そのような素早さの対応なども考えていらっ

しゃるのか、教えてください。 

〇 市  長   その義援金については、少し遅かった面があったのかもしれません。た

だ、私たちとしては東日本大震災を受けまして、どこの場所で起きた場合

にはどこが中心となって、まずその情報収集をいかにするかという流れを

つくってきていましたので、私たちとしては現場のニーズ、現場の状況と

いうものの情報収集を第一にしっかりとすべきだと（思っております）。そ

れに合った支援物資、救援物資もそうですし、応援態勢といったこともそ

うですし、そういったことを政令指定都市市長会として素早くやっていく

ための取組であったり仕組みを、この２年から３年やってきましたので、

その初動の義援金の部分については多少遅れたというご批判あるかもしれ

ません。義援金等についてはもう少し早く立ち上げられる可能性は十分あ

ると思いますので、そういった取組はしていかなければならないという反

省点はありますけれども、ただ、もう一つはきちんと情報収集をして、そ

れに現場のニーズに一番対応ができるようにしていくということを心がけ
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てきました。ですから、一遍にいろいろなものが来るというよりは、やは

り現場の状況、道路の状況であるとか、いろいろな状況があろうかと思い

ます。それをしっかり、早く収集していただいて、政令指定都市市長会と

しても取り組めたというところは、私はあったのではないかと思っており

ますけれども、今回、さらにもっとどういうふうに配付ができるかという

こともあるかもしれません。そういったことも含めて、私たちとしても、

いかにその被害を少なくし、一日も早い復旧復興ができるかということに

ついては、今後ともそのあり方、あるいは取組などについても十分検証し

て、改善を図っていきたいと思っております。 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございます。 

 

〇 朝日新聞   朝日新聞といいます。 

         市民活動サポートセンターについてお聞きします。サポートセンターに

登録していた団体の１団体が、落選運動をインターネット上で呼びかけた

ということをもとに、前回の市議会のほうで市民活動及び協働推進条例の

除外規定に当たる行為をしていたとして、登録していたことが不適切であ

ったというふうな報告がなされました。それについて市長のお考えをお聞

きしたいんですけれども。 

〇 市  長   インターネット上に落選運動の活動を柱にすると表明した団体があった

と話は聞いております。 

         その場合には、現状その市民活動サポートセンターを使用する団体とし

ては、市民活動団体から除外するという規定があったということで、登録

できる団体ではなかったと判断したと聞いております。 

〇 朝日新聞   その団体なんですが、そのインターネット上の動画ではそのように発言

したんですけれども、実際には活動の柱を落選運動とはしていずに、選挙

にかかわる活動はしていなかったと言っていて、その後に動画に対する調

査ではないんですが、市民協働推進課のほうがヒアリングをして、その中

ではそういう活動はしていないというふうに答えていました。それは推進

課のほうも言っておりまして、その後に、市民のほうからそういう情報提

供があって、その動画の発言の真意について当事者の方に全く聴取もせず

に、市のほうがそういう判断を下していたんですが、その点についてはど

その他：市民活動サポートセンターについて 



 
14 

うお考えでしょうか。 

〇 市  長   基本的には、登録の団体で目的としている部分については、やっている

実態があるかないかは別として、登録ができるかどうかというのは、その

段階で多分判断されることになると思いますので、なかなか判断が難しい

ですけれども、あくまでも市民活動サポートセンターでは、いわゆる選挙、

あるいは宗教活動をする団体については除外をするということで、これは

別に市民活動そのものを制限しようとかいうことではなくて、市民活動サ

ポートセンターが使える団体をルール上規定しているものだと認識してお

ります。私もその動画は見ておりませんので何ともお話はできません。具

体的なコメントを踏み込んで言うには、そこは把握していないので、ご容

赦いただきたいと思いますけれども、ただ、やはりどういう趣旨で活動し

ているのかということについては、登録の段階で確認をしていくというこ

とと思っていますので、その段階でもしそれが掲示されたとしたら、本来

はということにはなるのかもしれません。 

〇 朝日新聞   その市民協働推進課のほうにも聞いたんですけれども、インターネット

上の動画でそういう発言をしたから判断したというふうにおっしゃってい

て、その動画の発言の趣旨とか、本当にその人が発言していたのかとか、

インターネットというのは非常に信憑性が低いとされている媒体なので、

それだけをもとに市のほうが判断したと。それを市議会で報告されている

のですが、それというのは非常に、１４団体が問題がないというふうに判

断されていて、無理やり問題をつくったようにこちらはちょっと感じてし

まうんですけれども、インターネットの動画だけを材料に判断したという

ことについては、今後もそういうことが行われていくのかどうか、市長は

それについてどう思われるのか、見解をお聞きしたいんですけれども。 

〇 市  長   その動画の内容については、そのものについてはまだ見てもいませんし、

把握もしておりませんので、ちょっとコメントは差し控えさせてください。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         世界盆栽大会についてお伺いいたします。来年４月２７日から開催とい

うことで、ちょうど今日から大会登録の受け付けがインターネット上で始

まりまして、いよいよあと１年で盛り上げていこうということになるかと

その他：世界盆栽大会について 
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思うんですけれども、現段階でこれから予定している市民へのアプローチ

といいますか、大会についてですけれども、市全体としてどういうふうに

盛り上げていこうということで、市長のお考えをお伺いできればと思いま

す。 

〇 市  長   ちょうど先日、大盆栽まつりがございまして、トークショーであるとか、

あるいはワークショップであるとか、大盆栽まつりは、これまでも盆栽の

愛好者の方々含めて多くの皆さんがお越しいただける場でありますので、

より多くの人たちに世界盆栽大会が開かれるということについて発信をし

ていこうということで、そこでプレイベント的なことをさせていただきま

した。また、今後もそういったＰＲ活動を行っていきたいとも思っており

ます。 

         また、一方でさいたま市内の幾つかの区域において、その盆栽村のある

周辺だけではなくて、もっと全体的に、さいたま市全域でこの盆栽文化と

いうことを子供たち、あるいは市民の皆さんにもっと知っていただく、体

験していただく、またそのすばらしさを理解していただくということをや

らせていただいておりまして、公民館であるとか、あるいはチャレンジス

クールなどでそういった取組を行わせていただいております。以前からも

お話ししておりますけれども、私たちとしては、この第８回世界盆栽大会

を、今、日本以上に、世界のいろいろな場所で盆栽が注目され、また人気

があり、愛されている文化になってきましたので、私たちとしてはさらに

国内も含めて、盆栽文化がもっと幅広い年代、世代、それから男女を問わ

ず幅広い方々に理解をし、また親しまれる文化として担っていくように、

それに合わせたＰＲ活動というものを今後も展開していきたいと考えてお

ります。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、世界盆栽大会、今市長がおっしゃったよう

に日本以外で非常に盆栽の人気が高まっているということで、今後市内の

多言語表示ですとか、去年でしたか、ＳＩＭカードの配布とか外国人に対

してのアプローチを行ったと思うんですけれども、外国からお見えになる

お客様に対して市内で表示とか、ちょっと詳しく私もどういうものかとい

うのはアイデアがないのですけれども、外国からのお客様を迎え入れる準

備というのはどのように進めるおつもりでしょうか。 
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〇 事務局    今のご質問なんですけれども、さいたま市は、市全域で多言語表示につ

いて取り組んでいるところなのですが、特に今年度につきましては、来年

度のいわゆる世界盆栽大会を目指しまして、さいたま新都心駅、また大宮

駅周辺、盆栽町周辺、特にその辺、外国人の方が多く訪れるところを本年

度は中心に整備をしていきたいと考えております。 

〇 埼玉新聞   具体的には何か表示とかをつけるとか、そういうことでよろしいでしょ

うか。 

〇 事務局    新たな表示をつけたり、今多言語になっていないものにつきましては多

言語化してまいります。 

〇 埼玉新聞   関連してもう一点だけなんですけれども、先ほど市長もおっしゃってい

たように、ちょっとやっぱり盆栽というと北区盆栽町周辺ということで、

幾つかの市民の方のお声を聞くと、あれは大宮でやっているものだからと

いうことで、非常に関心というより注目度が低いというのが、やっぱりか

なりネックかなというふうに思うんです。あと、現段階でメーンの会場は

どこなのかとか、具体的にどういうことをやるのかご存じない市民の方が

非常に多いかと思いますけれども、このあたりにつきまして広報の戦略と

いうのは、どのように進めていくおつもりですか。 

〇 事務局    そのようなお声があることは十分周知しているところでございます。 

         今回そういうこともありまして、大盆栽まつりという盆栽のお好きな方

がお集まりになるイベントに際しまして１年前のイベントを開催させてい

ただきました。今後は１０月に、半年前のイベントを、また周知のために、

大宮駅、浦和駅等で盆栽を飾ったり、皆さんにＰＲするためのイベントを

させていただきたいと考えております。 

         今ご質問にありましたように、これは旧大宮というところだけのイベン

トということではなくて、さいたま市全域でのイベントとして盛り上げて

いくように心がけてまいります。 

〇 市  長   ほかにはいかがでしょうか。 

〇 産経新聞   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５月２０日、２時からを予定しておりますので、よろしく
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お願いいたします。ありがとうございました。 

 

午後２時１７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。 

 


