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さいたま市長８月定例記者会見 

平成２８年８月２３日（火曜日） 

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ＮＨＫさん、進行をよろしくお願いいた

します。 

〇 ＮＨＫ    ８月の幹事社を務めますＮＨＫです。よろしくお願いします。 

         それでは、冒頭市長から記者会見の内容につきまして説明をお願いいた

します。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         昨日の台風９号によりまして被害に遭われた市民の皆様に対し、お見舞

いを申し上げたいと思います。今後とも、台風が接近する際には、市から

の警戒情報、避難情報等には十分注意をしていただき、対応をお願いした

いと思います。 

         さて、本市ゆかりの選手を初めとする日本人の活躍が目覚ましかったリ

オデジャネイロオリンピックが終わりました。選手の皆さんの健闘をたた

えたいと思います。 

         そして、９月７日からはパラリンピックが始まります。引き続き市民の

皆さんとともに熱い声援を送りたいと思います。 

         それでは、議題の説明に入らせていただきます。 

 

 

         まず、議題１「さいたまトリエンナーレ２０１６の開催内容について」

説明をいたします。 

         さいたま市で初めて開催いたします国際芸術祭「さいたまトリエンナー

レ２０１６」が間もなく開幕いたします。「共につくる、参加する芸術祭」

として、国内外で活躍をする３４組のアーティストによる作品展示、公演

に加えまして、市民の皆様がみずから制作発表する市民プロジェクトなど

豊富なメニューを用意したアートの祭典であります。そのトリエンナーレ

の概要や見どころなどについて説明をさせていただきます。 

市長発表：議題１「さいたまトリエンナーレ２０１６の 

開催内容について」 
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         まず、開催のテーマでありますけれども、「未来の発見！」でございます。

会期は、２０１６年９月２４日土曜日から１２月１１日日曜日の７９日間

でございます。主な開催エリアは、与野本町駅から大宮駅周辺、そして武

蔵浦和駅から中浦和駅周辺、そして岩槻駅周辺の３つとなってございます。

１２７万人を超える市民が生活するさいたま市を舞台に、市民がアーティ

ストとともに自分たちの未来を探していく、市民の想像力の祭典にしてい

きたいと考えております。この開催のテーマには、ディレクターの芹沢高

志さんの大変強い思いが込められてございます。 

         それでは、具体的に主な会場についてご説明をさせていただきたいと思

います。３カ所ございますけれども、まず与野本町駅から大宮駅周辺エリ

アについてでございますが、このエリアは彩の国さいたま芸術劇場、大宮

タカシマヤローズギャラリー、大宮区役所旧地下食堂、大宮小学校の体育

館、市民会館おおみやの旧地下食堂、山丸公園、そして東武線のアーバン

パークラインが主な会場となっております。 

         続きまして、武蔵浦和駅から中浦和駅周辺のエリアでございますけれど

も、こちらにつきましては花と緑の散歩道、西南さくら公園、旧部長公舎、

別所沼公園、ユナイテッド・シネマ浦和、桜環境センターとなっておりま

す。 

         続きまして、（岩槻）駅周辺エリアにつきましては、東玉さんの社員寮、

それから古民家でありますＫ邸、それから旧民俗文化センターとなります。 

         これらの会場のうち、多くの作品を展示する主要会場となるのが旧民俗

文化センターと旧部長公舎ということになります。旧民俗文化センターに

つきましては、郷土に伝承される民俗芸能及び民俗工芸を保存することを

目的に、埼玉県により設置された施設でございます。平成１８年度に閉館

となりましたが、このたびさいたまトリエンナーレの主要展示サイトとし

て復旧させ、１４組のアーティストにより非日常空間を創出してまいりま

す。 

         また、旧部長公舎は高度（経済）成長期に建築されまして、現在はその

役割を終えた、埼玉県所有の公舎でございます。４棟の部長公舎を美術作

品の展示室などに改修の上、会場として利用いたします。４組のアーティ

ストがそれぞれ公舎１棟を使用し、アートプロジェクトを展開してまいり
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ます。 

         続きまして、さいたまトリエンナーレ２０１６の３つの見どころをご紹

介いたします。 

         まず、１つ目の見どころが生活都市が舞台という点であります。全国の

里山や大都市で多くの芸術祭が開催されている今、さいたまトリエンナー

レ２０１６は生活都市をアートの舞台とすることが特徴でございます。ア

ートを特別なものでなく、まちにかかわる全ての人に開かれたものにする

ために、人が暮らし、他者と交流をし、そして創造する現場において、ア

ーティストとともに未来を発見してまいります。 

         そして、２つ目の見どころでありますが、新作が見られるという点でご

ざいます。さいたまトリエンナーレ２０１６に参加する全３４組のアーテ

ィストの作品は、それぞれさいたま市の自然や歴史に触発されたオリジナ

ルの新作になります。さいたま市ならではの場所性にこだわった作品を始

め、市民との協働による作品も多く展開してまいります。市民参加によっ

て制作をされた国際的に活躍するアーティストたちの新作にご注目をいた

だきたいと思います。 

         そして、３つ目（の見どころ）でございますけれども、原則として全て

の会場は無料で作品鑑賞ができます。日常の延長として、お友達や家族、

またはグループで誘い合って、アートを散歩感覚で楽しむことができます。

好きな場所や作品が見つかりましたら、会期中は心ゆくまで何度でも鑑賞

していただきたいと思っております。 

         現在、世界で活躍する３４組のアーティストたちは、１カ月後の開幕に

向けまして、次々と市内を訪れて作品制作を進めております。ラトビアの

作家のアイガルス・ビクシェさんによる作品は、全長９．５メートルのビ

ジネスマンの像「さいたまビジネスマン」でございます。このサラリーマ

ン像は、現在ラトビアの港を出て、さいたまに向かっているところであり、

間もなく入港する予定と聞いております。９月の上旬より西南さくら公園

にて設営が開始される予定となっております。 

         また、トリエンナーレのＰＲポスターのイメージにも採用されておりま

す大きな赤い花をモチーフにした作品「息をする花」の作家でありますチ

ェ・ジョンファさんの新作は、「ハッピーハッピー」という作品でございま
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す。これは、既に彩の国さいたま芸術劇場で会期に先行して展示しており

ます。約１００本のカラフルな作品が彩の国さいたま芸術劇場内を彩って

おります。 

         続きまして、東武鉄道株式会社の全面協力のもとに実施いたします、走

行中の東武アーバンパークライン車内を舞台といたしました移動型演劇作

品「サイタマ・フロンテージ」につきましては、８月３日よりチケットを

販売しております。韓国を代表する演出家ユン・ハルソンさんが制作する

このプロジェクトは、トリエンナーレの開幕を待つように９月２４日土曜

日、９月２５日日曜日、また１０月８日土曜日、１０月９日の日曜日に上

演いたしまして、参加するエキストラにつきましても現在募集を行ってお

ります。現在ユン・ハンソルさんを始めとするメンバーは、岩槻区内や電

車内で稽古中でございますので、ぜひ取材をしていただければと思います。 

         また、スイスの作家のダニエル・グェティンさんのアートプロジェクト

は東日本旅客鉄道株式会社のご協力のもと実施いたします。グェティンさ

んの作品「ＳＴＡＴＩＯＮ ＴＯ ＳＴＡＴＩＯＮ」は、ＪＲの高架を始

め、花と緑の散歩道にトリエンナーレカラーの水色、オレンジをベースと

したカラフルなフィルムによるラッピングやペイントによる作品で、近日

中に施工を開始する予定でございます。 

         ご紹介したアートプロジェクトのほかにもたくさんの作品がございます。

９月２４日土曜日には、全てのアートプロジェクトがお披露目になります。

これらの作品をぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。 

         ここまでプロのアーティストによるアートプロジェクトを紹介させてい

ただきましたが、さいたまトリエンナーレの特徴は、「共につくる、参加す

る芸術祭」でありまして、市民参加型の国際芸術祭を目指し、市民と一体

感を持ったイベントとして、できるだけ多くの市民の方々にご参加をいた

だき、また支えていただきたいと考えております。 

         市民参加や市民が主体のイベントといたしまして、さいたまトリエンナ

ーレでは市民プロジェクトを用意いたしました。市内６つの文化施設など

を会場といたしまして、演劇や音楽等の公演、美術作品の展示等を行うア

ートイベント「文化芸術フェスタｉｎさいたま」は、参加希望者、団体を

公募して、実行委員会形式で企画運営から公演まで幅広く開演するイベン
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トとなっております。また、「アート・ワークショップ・フェスティバル」

と冠しまして、市民会館やコミュニティセンターなど市内１８施設を会場

といたしまして、気軽にご参加いただける水彩画や陶芸、音楽、写真、伝

統文化等のワークショップを開催いたします。 

         また、連携プロジェクトといたしましては、埼玉県立近代美術館や彩の

国さいたま芸術劇場など市内の多彩な文化施設等と連携をして、トリエン

ナーレの趣旨に沿った企画展やアートイベントなども開催してまいります。 

         さらに、２カ所の障害者施設におきまして、アーティストが通所者の方々

とともにアート作品の制作やダンスパフォーマンスに取り組む「アーティ

スト・オン・サイト」といった事業も実施いたします。 

         そのほか「Ｄｒｅａｍ！～未来の発見～」をテーマとして募集いたしま

した児童生徒による作品のうち、優秀作品を一堂に展示する小・中・特別

支援学校アート展「Ｄｒｅａｍ！～未来の発見～」も実施いたしまして、

プロのアーティストによるアートプロジェクトのみならず、このような取

組を通じまして、より多くの人たちが参加をし、また楽しんでいただける

国際芸術祭としていきたいと考えております。 

         続きまして、レセプション等の予定についてお知らせをいたします。９月

２２日木曜日・祝日と、２３日金曜日に旧民俗文化センターや旧部長公舎

などの全会場におきまして内覧会を実施いたします。２２日につきまして

は、会場内覧会後に彩の国さいたま芸術劇場情報プラザにおきまして開幕

レセプションを実施いたします。また、開幕日である９月２４日は、旧民

俗文化センターのエントランスにおきまして開幕セレモニーを行う予定で

ございます。いずれも詳細が決定次第、皆様にご報告を差し上げたいと思

っております。 

         開幕まであと１カ月となりました。市内の盛り上がりもさいたまトリエ

ンナーレの認知度ももっともっと高めていきたいと考えております。今後

より一層の広報、ＰＲ活動を行い、盛り上げてまいりたいと考えておりま

す。 

         先日、トリエンナーレ参加アーティストの一人でありますタイ出身のウ

ィスット・ポンニミットさんが描く「マムアン」ちゃんをさいたまトリエ

ンナーレバージョンにドレスアップしました「さいたマムアン」ちゃんを、
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公式イメージキャラクターとして決定いたしました。今後は、このさいた

マムアンちゃんに市内のさまざまな場所、またイベント、広報制作物に登

場してもらい、トリエンナーレと市民の皆様をつなぐためのナビゲーター

として活躍をしてもらう予定であります。 

         また、本市出身の参加アーティストであります野口里佳さんによるキー

ビジュアルやイメージキャラクター、さいたマムアンちゃんを活用した新

たなポスター、リーフレットを作成いたしました。さいたマムアンちゃん

のチラシは、本日お手元に配付させていただいておりますが、これからこ

れらのポスター、リーフレットを市内各所はもとより全国の美術館等にも

配布をし、多くの方に情報が届きますよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

         また、今後の展開でありますが、９月１６日の金曜日には公式ガイドブ

ックも刊行いたします。定価は１，０００円でございまして、市内の書店、

コンビニ、アート専門書店などでの販売を予定しております。出品作品や

アーティスト情報、詳細マップのほか、さいたま市にまつわるトリビアや

まち情報も収録したハンディサイズのガイドブックでございます。トリエ

ンナーレの会場めぐりがより便利に、また楽しくなるガイドブックとなっ

ております。多くの皆さんにご購入いただきたいと考えております。 

         また、トリエンナーレの主役の一人として現在活躍中でありますサポー

ターの皆さんでありますが、新たに会場サポーターの募集を開始してまい

ります。会場サポーターは、会場マップの配布などゲストへのおもてなし

の部分を担っていただくサポーターとなります。３つの開催エリアでそれ

ぞれ説明会を行い、ともに盛り上げていくサポーターの募集を行っていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

         最後になりますが、さいたまトリエンナーレ、さいたまクリテリウムな

ど、さいたま市の国際イベントを盛り上げるため、市民会館おおみやにお

きまして「フランス映画祭ｉｎさいたま」を開催いたします。開催期間で

ありますが、トリエンナーレの開幕に先駆けまして、９月１７日土曜日か

ら２４日土曜日までの８日間、「最強のふたり」など１０本のフランス映画

を１日２回上映いたします。 

         また、９月１９日月曜日には２００２年サッカー日韓ワールドカップの
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日本代表監督の通訳を務められましたフローラン・ダバディさんをお招き

して、トークショーも開催いたします。いずれも入場無料でございますの

で、ぜひお越しいただきまして、フランス映画をご堪能ください。こちら

につきましてもＰＲをしていただければと思っております。 

         さいたまトリエンナーレ開幕まで残すところあと１カ月余りでございま

す。運営面を始め開催に向けた準備に万全の体制で臨むことはもちろん、

本市のシティーセールス面での発信などトリエンナーレの成功に向けて全

力で取り組んでまいりたいと考えております。 

         議題１の説明は以上でございます。 

 

 

         続きまして、議題２「第１３期“さいたま”あんとれすくーる販売会を

実施します」について説明をさせていただきます。 

         通称「“さいたま”あんとれすくーる」は、正式には事業名を「さいたま

市早期起業家教育事業」と申します。平成１６年度から実施しており、今

回で１３回目の実施となります。市内在住の小学校４年生から中学校３年

生を対象としまして、会社の立ち上げから商品企画、そして仕入れ、製造、

販売、決算等といった実践的なビジネスの流れを体験し、チャレンジ精神

やコミュニケーション能力、自己肯定概念といった起業家精神というもの

を養うことを目的としております。 

         本事業は、この「公募型事業」と総合的な学習の時間内に組み込み、学

校単位で行っております「学校実施型事業」という２つの事業から成り立

っておりまして、今回は「公募型事業」でのビジネス活動の一環として販

売会を実施するものであります。今年度は、この公募型事業に市内全域か

ら１５３名の申し込みがございました。抽せんで選ばれました８０名が

１０社の会社をつくりまして、夏休み７日間を含む９日間にわたって学習

をしてきたものを発表し、子どもたちの成果として販売していくというも

のであります。 

         子供たちの販売会までの活動を一部紹介いたしますと、出展会場となる

コクーンシティに出向きまして、マーケティング調査をまず実施いたしま

す。次に新聞社の方を講師にお招きいたしまして、さいたま市の魅力につ

市長発表：議題２「第１３期“さいたま”あんとれす 

くーる販売会を実施します！」 

」 
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いての学習などを経まして事業計画を立てていただきました。 

         その後、埼玉りそな銀行の営業部の方に融資窓口担当として協力をいた

だきまして、融資を受けるため、商品の魅力、また販売戦略や収益性につ

いてプレゼンテーションをし、資金を得るための流れを体験していただき

ました。会社によりましては販売計画の見直しを求められたり、実際に融

資を現金で受け取るなど、リアリティーのある体験となっております。 

         ご紹介した企業以外にも、本事業では事業経験者の高校生にサポートス

タッフで協力をしてもらうほか、企画商品審査あるいは商品製造などの際

に多くの市内の事業者の理解また協力を得て実施しております。多くの地

域資源、地域の力を感じることで、参加した子供たちが将来にわたってこ

の地域に愛着を持ち、また活躍する人材へと成長していけるようなきっか

けの一つとすることも、起業家精神の醸成とあわせて目指しております。 

         さて、このような事業で生み出された商品の販売を、９月３日土曜日に、

コクーンシティのコクーン２のおもてなしプラザで実施いたします。販売

時間帯は１１時の開始と、１３時の開始の２回にわたって行われます。各

回おおむね５社ずつの商品販売となります。なお、品切れ次第終了という

ことになります。 

         当日販売する商品は、参加した子どもたちが魅力ある商品となるように

試行錯誤を繰り返して生み出したさいたま市のＰＲ商品でございます。現

在も子供たちは販売会に向けまして、このＰＲ方法でありますとか、ある

いは販売方法を会社一丸となって検討しております。販売する商品は、鉄

道のまちをイメージさせるものや、またサッカーに関連するもの、サツマ

イモなど特産品を使用したものなどが企画されていると聞いております。

皆様には、ぜひ販売会に足を運んでいただき、商品にはどのような魅力や、

また市のＰＲ要素が含まれているのか子どもたちに聞いていただければと

思っております。 

         昨年度の商品について、参考に一部ご紹介をしたいと思います。昨年度

もさいたま市をＰＲするための商品として、１０社１０商品が企画販売さ

れました。その中の例として、このスライドに４つの商品を掲げてござい

ます。 

         まず左手のものでございますけれども、これは市内特産物を使用し、全
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体を岩槻のひな人形に、お内裏様とおひな様に見立てる「ヘルシーなひな

弁当」となっております。そして、右手の上は「さいたまふぃん」、またこ

れは「さいたま小松菜ピザパン」というものでありまして、市内の特産品

の小松菜を使用しているものであります。そして、右手の一番下のものは

「さいたまさつまどら焼き」でありまして、市内産のさつまいもを使用し

てつくられた商品であります。いずれの商品もただいまご紹介させていた

だいたとおり、市の特徴や特産物を用いましてさいたま市をＰＲしてくれ

ています。 

         子どもたちの柔軟なアイデアも手伝いまして、昨年度は販売会早々、全

ての商品が完売となりました。今年度も昨年度に負けないような商品が生

まれてくることを私も期待しております。 

         最後になりますが、現在本事業のような起業家教育は大きな注目を集め

ております。国におきましては、政府の成長戦略であります「日本再興戦

略改訂２０１４」におきまして充実を掲げられているほか、本年度は文部

科学省が新たに小中学校等において起業体験活動を実施するモデルを構築

して、全国への普及を図ることを目的とした事業を開始しております。 

         そのような中、さいたま市では早い段階から起業家教育の（重要性）を

認識しまして、平成１６年度より事業を実施し、今回で１３回目を数える

ところであります。今後もこれまで蓄積しました実績、またノウハウを生

かして、参加する子どもたちが夢や希望を実現できる力を養って、地域経

済、また、産業を支える人材として活躍することを期待し、事業を実施し

ていきたいと考えております。 

議題２の説明は以上でございます。 

 

 

         続きまして、議題３「シンガポールで開催される医療機器展示会にさい

たま市ブースを出展します」について説明をさせていただきます。 

         さいたま市では、昨年度から市内企業のアジアでの販路開拓支援の取組

を開始いたしました。今年度は、シンガポールの展示会を活用しまして販

路開拓支援を行うことになりましたので、その概要についてご報告をさせ

ていただきます。 

市長発表：議題３「シンガポールで開催される医療機器 

展示会にさいたま市ブースを出展します」 

」 
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         まず初めに、本事業のポイントについてご説明いたします。本市と埼玉

りそな銀行、また武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫が連携しまして、市内中小

企業のアジアの販路を開拓していくというものでございます。これまで本

市並びにさいたま市産業創造財団では、市内企業の展示会出展のサポート

を行ってきました。展示会を活用した効果的なアピール方法、また商談候

補へのアプローチ方法などの知見も有しております。 

         一方、地域の金融機関におきましては、顧客からの海外企業との取引、

また資金調達に関する相談、あるいは顧客への海外情報の提供を行ってお

り、さまざまなネットワークやノウハウを有しております。行政と金融機

関の持つこれらの機能を結びつけまして、展示会出展を通じ、市内企業の

アジアでの販路開拓を支援していくのが本事業のポイントとなります。ま

た、このような支援体制で取り組むことで、中小企業が海外にチャレンジ

しようと一歩踏み出していくきっかけをつくっていきたいと考えておりま

す。 

         次に、アジアでの販路開拓を支援していくこととした背景についてでご

ざいます。アジアは、世界最大の生産拠点であります。日本からも多くの

工業製品が輸出されております。その額は、年間で４０兆円でございます。

また、昨年にはＡＳＥＡＮ共同体の発足、ＴＰＰ交渉の大筋合意など、ア

ジアは生産拠点としての魅力、また自由貿易経済圏としての魅力が高まっ

ております。加えまして、自動車、電（機）、電子、産業機械をはじめさま

ざまな産業が集積しており、より多くの市内企業が挑戦できる懐の深さを

持っております。また、さらにアジアには金融機関の現地事務所、また金

融機関の業務提携先の現地事務所が開設されておりまして、現地情報を収

集できるネットワークを持っております。こうした状況を踏まえまして、

昨年度からアジアでの販路開拓支援を行っております。 

         続きまして、今回の出展支援を行う展示会についてでございます。来週

からシンガポールで開催されます「メディカル・フェア・アジア」と「メ

ディカル・マニュファクチャリング・アジア」という２つの展示会でござ

います。 

         まず、「メディカル・フェア・アジア」でございますが、今回で１１回目

を数える、世界各国の医療機器メーカーが出展する展示会でございます。
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医療機器分野では東南アジア最大級の展示会となります。前回は

２０１４年に開催されましたが、世界６４カ国から約１万人が来場し、世

界３８カ国から７００社が出展いたしました。 

         次に、「メディカル・マニュファクチャリング・アジア」につきましては

今回が３回目でございます。医療機器向けの部品、部材などをつくるメー

カーが出展する展示会でございます。同様に前回は２０１４年に開催され

ましたが、世界５６カ国から約６,０００人が来場して、世界２０カ国から

２００社が出展いたしました。 

         続きまして、今回さいたま市ブースに出展をする企業でございます。ま

ず、「メディカル・フェア・アジア」、「メディカル・マニュファクチャリン

グ・アジア」とも３社ずつ、計６社が出展いたします。 

         「メディカル・フェア・アジア」につきましては、株式会社ＩＣＳＴ、

株式会社エイチ・アイ・ティ、株式会社メトランの３社でございます。 

         「メディカル・マニュファクチャリング・アジア」に出展する企業は、

株式会社鎌田スプリング、そして株式会社第一金属製作所、日本電鍍工業

株式会社の３社でございます。 

         このうちエイチ・アイ・ティ、第一金属製作所、日本電鍍工業につきま

しては海外初出展ということになります。 

それぞれ大変すばらしい製品、技術を持っているさいたま市を代表する

中小企業でございます。 

         最後になりますが、今後の方針についてでございます。展示会出展後も

海外企業との商談をフォローアップし、取引成立に向けたサポートを実施

してまいります。さらに、今回の成果や効果を取りまとめまして、事例と

して（提）示することで海外での販路開拓にチャレンジする、そういった

意欲をより多くの企業に持っていただきたいと考えております。 

         そして、グローバルニッチと呼ばれるような、ニッチな分野で高い世界

シェアを目指す企業の後押しを行って、さいたまを拠点に世界を股にかけ

て活躍する中小企業を一つでも多く生み出していきたいと考えております。   

議題の説明は以上でございます。 

 

〇 ＮＨＫ    市長、ありがとうございました。 

議題１に関する質問 
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         では、今の市長の説明につきまして質問のある方はお願いいたします。 

〇日本経済新聞  日経新聞と申します。 

         トリエンナーレについてお伺いしたいんですけれども、市民が一緒に参

加してというのが今回のポイント、大会のポイントだと思うんですけれど

も、今現時点で市民へのトリエンナーレの知名度がどこまで浸透している

のかというのはどんなふうにご覧になっているか、お願いします。 

〇 市  長   先ほどもご説明の中で少し申し上げましたけれども、まだまだ十分に浸

透しているとは言えない状況にあろうかと思っております。その要因の一

つは、もちろんＰＲ方法等もあろうかとは思いますけれども、今回のトリ

エンナーレで初めて出品する作品が多いということがあって、具体的な、

トリエンナーレということについてはご説明できても、その先がなかなか

皆さんにしっかりとしたイメージを伝えるということが難しかったという

環境があろうかと思います。今、かなり作品がそろってまいりましたので、

目玉の作品を含めまして、残り１カ月余りとなりましたので、さらに積極

的にＰＲ活動を進めていきたいと考えております。 

         できるだけ多くの皆さんに参加していただき、また知っていただき、見

に来ていただける、そういうトリエンナーレにしていくように努力をして

いきたいと思います。 

〇日本経済新聞  もう一点なんですけれども、トリエンナーレ、例えば来場者数とか、参

加者数とか、経済効果であったりとか、どんな効果が出ることが大会の成

功だと見ていられるんでしょうか。 

〇 市  長   今回のトリエンナーレについては、短期的な尺度と、中長期的なものと

があると考えております。私たちとしては、短期的なものとしては、関連

事業を含めまして１０万人の参加者、それから３０万人の来場者を目標と

したいと考えております。そして、試算をいたしますと、約２２億円ぐら

いの経済波及効果が得られるのではないかと考えているところであります。

これらについては、大会の開催を通じまして、調査をして、その後に発表

させていただきたいと考えております。 

         そして、そういった短期的な部分ということだけではなくて、このトリ

エンナーレについては展示作品、あるいは公演の鑑賞だけでなく、作品を

つくる過程への参加、あるいはアーティストとの交流などを通じまして、
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市民の皆さんに夢や感動など、いろいろな影響を与えてくれる、また効果

をもたらしてくれると考えておりまして、今回、参加をされた方々、ある

いは見た方々がこのトリエンナーレを一つのきっかけとして、新しい文化

芸術活動であったり、創造的な活動であったり、あるいはさいたま市への

愛情、愛着であったり、そういったものをもう一度考えていただける、あ

るいはそういった創造的なものを目指してくれる、そんなきっかけになる

ようなイベント、事業になってほしいと考えております。 

         芸術的な事業でございますので、短期的な視点だけではなくて、長期的

な視点も非常に大切に考えておりまして、そういったことも含めて、「（さ

いたま市）文化芸術都市創造条例」という条例をつくっております。こう

いった文化芸術面におきましても、さいたま市の人材育成であるとか、あ

るいはまちづくりなどにも生かしていける取組をやっていきたいと考えて

おります。 

〇日本経済新聞  ありがとうございます。 

〇 共同通信   共同通信といいます。 

         今の質問に関連する部分もあるんですけれども、まずＰＲ、今後取り組

んでいくということでしたが、具体的にはどういった方法をお考えでしょ

うか。 

〇 市  長   まずは、今後の市内向けＰＲについてでございますけれども、本日皆様

のところにお配りしておりますイメージキャラクターの「さいたマムアン」

ちゃんを活用した新たなポスター、あるいはリーフレットのほか、本市出

身の参加アーティストであります野口里佳さんのキービジュアルを使用し

たポスター、リーフレットを作成して、配布してまいります。展示作品や

市民の皆さんが参加できるプロジェクトを盛り込んだリーフレットであり、

より具体的なイメージをお伝えできるようになるのではないかと思ってお

ります。 

         また、それぞれポスターについて５,０００枚、リーフレットにつきまし

ては１０万部を製作いたしましたので、ターゲットに合わせて使い分けな

がら、市内の公共施設、市内外の鉄道駅、また自治会掲示板、全国各地の

美術館、博物館、公共施設等に掲示、配架をお願いしていきたいと考えて

おります。 
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         また、トリエンナーレのＰＲののぼり、懸垂幕や看板なども新たに製作

しておりまして、７９日間の長丁場、ポスターと連動させながら９月以降

市内各所に展開をし、機運を盛り上げていきたいと考えております。 

         また、「さいたマムアン」ちゃんに市内のさまざまな場所、またイベント、

広報制作物に登場してもらいまして、親しみやすい、共につくる、参加す

る芸術祭としてトリエンナーレをＰＲしていきたいと考えております。 

         また、そのほか開幕前にはアーティストプロジェクトと連動したＰＲイ

ベントも予定しております。今後は会期に近づきまして、アートプロジェ

クトのイベント、それから制作過程の参加の呼びかけなども積極的に情報

発信していきたいと考えております。特に今回でき上がった作品を見てい

ただくということだけではなくて、ぜひ皆さんにお願いしたいのは、その

制作している過程の中のこともぜひ取材などしていただいて、その後そう

いった（制作に）参加された方がどのように変化をしていくのか、あるい

はその作品がどのように皆さんから見られているのかということも含めて、

ぜひ記事として取り上げていただきたいと思っております。 

         今回は、できるだけ多くの参加者による参加型の芸術祭、共につくる芸

術祭ということで考えておりますので、ぜひ皆様にもご協力をお願いした

いと思います。 

〇 共同通信   ありがとうございます。 

         もう一点なんですけれども、経済波及効果２２億円程度と見込んでいる

ということでしたけれども、原則無料の中で、２２億円で３０万人来たと

しても、そうすると１人当たり単純計算ですけれども、７，０００円ぐら

いのお金をどこかで使っていなければいけないということになろうかとは

思うんですけれども、どういった根拠に基づいて試算されているのか、も

う少し詳しく教えていただけますか。 

〇 事務局    これは、埼玉県が出しています経済波及効果の簡易ツールを使用しまし

て算出したものでございます。そこのツールの中には、ある一定の数を入

れていきますと最終的に数字が出てくるというものでございますけれども、

基本的に宿泊施設がさいたま市はそう多くございませんので、そういった

ところの条件を加味しながらデータを入れ込んで得た数字でございます。

最終的には、調査を行った上で波及効果を導き出していきたい。あくまで
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今の、現段階での試算、目安としていただければと思います。 

〇 共同通信   目安なのは、それは現状ではそうかと思うのですけれども、そうすると

宿泊客等が宿泊したり市内で飲食したり、県外から来て、そういう方がい

らっしゃるというふうに想定で見込まれているという理解でよろしいんで

しょうか。 

〇 事務局    はい、そのとおりでございます。 

〇 共同通信   ありがとうございます。 

〇 時事通信   時事通信です。 

         トリエンナーレなんですけれども、アーティスト３４組ということです

が、これ何カ国という。何カ国、３４組という言い方をしたらいいのかと

いう点が一つと、あと会場数がこれは幾つになるのかという話と、事業数、

市民プロジェクトとかいろいろありますけれども、事業数全部で何プロジ

ェクトというか、何事業になるのかというのはありますかね。 

〇 事務局   数的なところにつきましては、後ほどお話をさせていただきたいと思いま

す。（会見後追加：１０ヶ国（日本を含む）３４組、会場数は１７、アート

プロジェクト数は４８、市民プロジェクト数は４０、連携プロジェクト数

は２１、全体プロジェクト数は１０９以上となります。） 

〇 時事通信   あともう一点です。トリエンナーレ３年に１回という意味があるという

ことなんですけれども、次回の開催は３年後という考えなんでしょうか、

この事業に関して。 

〇 市  長   基本的にはそういう考え方です。 

 

 

 

 

〇 ＮＨＫ    ほかございますか。 

         そうしましたら、幹事社質問に移らせていただきます。質問、主に３点

ですけれども、まとめて伺います。 

         オリンピック関連なんですけれども、まず１点目、市長冒頭でもご発言

でおっしゃっていましたが、改めまして今回オリンピック閉幕しまして、

さいたま市出身の選手の出場もありましたが、今回のオリンピックの総括

幹事社質問：リオデジャネイロオリンピックの総括

と感想、４年後の東京大会の準備において特に力を

入れている点、事前キャンプ誘致の進捗状況につい

て 
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と感想をお願いしたいのが１点。 

         それから、２点目ですが、４年後は東京オリンピックということになり

ます。さいたま市は、サッカーとバスケットボールの開催会場ということ

になっていますが、４年後に向けてどういった点に力を入れて特に準備を

進めていくお考えなのかということを伺わせてください。 

         それから３点目、近くの横浜市はイギリスですとか、千葉県はオランダ

など、周辺の自治体というのは事前キャンプの招致に次々と成功している

現状があるのですけれども、さいたま市として現在どういう状況にあるの

かと。その進捗状況についてお伺いしたいと思います。この３点について

お願いいたします。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問にお答えをしたいと思います。 

         まず初めに、一番お伝えしたいのは、さいたま市（内）の高校に通って

おられまして、また在住もされておりましたバドミントン女子の奥原希望

選手が見事銅メダルに輝いたことで、大変うれしく思っておりますし、心

からおめでとうを申し上げたいと思います。バドミントンの男女を通じて、

シングルスでは日本人初のメダル獲得ということでありまして、この偉業

に対して心から敬意を表したいと思います。 

         奥原選手は、皆さんご案内のとおり、二度にわたり膝にけがを負われ、

非常に苦労されながらけがを克服されて、そして今回オリンピックの出場

の機会を得て、堂々たる快挙をなし遂げられたということであります。 こ

の奥原選手のたゆまない努力、そして最後まで諦めない、そして鍛錬を続

けてきたその精神力に本当に頭が下がる思いでいっぱいでありますし、多

くの市民に勇気を与えてくれたと考えております。本当におめでたい、う

れしいことであります。 

         こうしたすばらしい、また偉大なアスリートが市内の高校から世界に飛

び立ったということは、大変大きな誇りであります。奥原選手は、まだ

２１歳ということで若い選手でありますので、２０２０年に開催されます

東京オリンピックを含めて、今後さらに活躍を期待したいと思っておりま

す。 

         また、奥原選手以外にも、さいたま市ゆかりの選手が（５）名ほどリオ

デジャネイロオリンピックに参加をされました。本当にお疲れさまでした。
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それぞれの選手がこのオリンピックを目指して、本当に厳しい練習を積み

重ねて、それを乗り越えて代表という栄冠をかち取って、オリンピックに

出場されました。結果は、それぞれあろうかと思いますけれども、この経

験あるいはそれまでの選手たちの努力は、それを取り巻く多くの皆様のお

力と、またその選手の存在が周りの若い選手たち、また子どもたちに大き

な希望と夢を与えてくれたものだと思っております。まずは、お疲れさま

を申し上げたいと思いますし、また新たな出発をして、さらに頑張ってい

ただきたいと思っております。 

         また、今回は、中学生としては実に２０年ぶりにオリンピック出場とな

りました、酒井夏海選手も出場されました。１４歳という年齢でオリンピ

ックを経験されたということは、大変すごいことで、本人にとっても財産

でありますし、市内でスポーツをするさまざまな中学生に対しても、ある

いは小学生に対しても、夢と希望を与えてくれたと思っております。 

         また、陸上の２００メートルに出場されました藤光謙司選手については、

７月に左足を痛めるアクシデントもありまして、残念ながら予選突破はか

なわなかったわけでありますけれども、藤光選手も長年の競技生活の中で

かち取ったオリンピック出場ということでありましたので、思う存分やっ

ていただけたのではないかと思います。 

         また、サッカーでも浦和レッズの興梠選手、また遠藤選手、またレッズ

からファジアーノ岡山にレンタル移籍中の矢島選手については、アンダー

２３の日本代表として本当に一生懸命戦っていただきまして、あと一歩の

ところで、決勝トーナメントということでありましたけれども、今後のさ

らなる成長発展、また希望を持たせてくれる大変すばらしいプレーをたく

さん見せていただいたと思っております。 

         今回のリオデジャネイロオリンピックでは、日本人選手が過去最高のメ

ダルの獲得数を遂げられました。多くの皆さんがオリンピックの選手の皆

さんのひたむきに競技に取り組む姿勢また努力に対して、市民が、また国

民が感動した大変すばらしい大会だったと思います。 

         また、運営等についてはいろいろ課題もあったのかとは思いますけれど

も、それらについては本市も職員を派遣しておりますので、そこでのいろ

いろな経験を踏まえて、今後東京オリンピックに向けての課題の整理と、
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そしてそれらを生かした取組につなげていきたいと思っております。 

         いずれにいたしましても、今回出場された選手の皆さんに心から感謝と

御礼を申し上げたいと思います。 

         それから、４年後に向けて力を入れていく取組については、現在庁内推

進本部と、それから本年７月に設置をしました支援会議等によりまして、

ワーキングチームを立ち上げております。今年度策定予定の行動計画の中

に、それらの取組を官民一体となって検討していきたいと考えております。 

         私たちとしては、県有施設を２会場持つという優位性を活用しまして、

東京オリンピック・パラリンピックを一過性のものにするのではなく、大

会後もその先の将来に向けての市の発展につながるように、大会開催準備

に向けまして観光、国際交流、スポーツ、文化芸術、教育等の振興につな

がるような取組を検討し、さいたま市の魅力を世界に向けてアピールして

いきたいと考えております。 

         また、事前キャンプ誘致の推進状況でございますが、本市では国の名前

はお示しできませんけれども、会場の確認などの打診はあるものの、まだ

事前キャンプの誘致は決まってございません。進捗状況につきましては、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が国際競技基準に

適合する施設を紹介する「事前キャンプ候補地ガイド」におきまして、本

市の国際競技の基準適合施設であります記念総合体育館の登録を行ってお

ります。先般８月５日から大会組織委員会のホームページで、世界に向け

て公開となったところでございます。 

         リオオリンピックが閉幕いたしまして、これからパラリンピックもござ

います。また、それを受けまして、今度はいよいよ４年後の東京大会とい

うことになってくるかと思いますけれども、埼玉県とも協力、連携を図っ

ていきながら、相手国の要望する内容も踏まえまして協議、検討し、また

誘致活動も今後積極的に進めていきたいと思っております。 

         

 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございました。 

         では、今の幹事社質問の市長の答えに対して質問がある方お願いいたし

ます。よろしいでしょうか。 

その他：台風９号で被害に遭われた方々への今後の支援 

について 
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         そうしましたら、そのほか質問のある社はそれぞれお願いいたします。 

         ＮＨＫですが、昨日の台風９号なんですけれども、冒頭お話がありまし

たが、改めて市として、例えば人的被害ですとか、あるいは建物の大きな

損傷とか、大きな被害は今回確認されて、特になかったという認識なのか

ということと、浸水被害なんかは結構あったと思いますが、そうした被害

を受けた方々への今後の支援とか、市としてやっていくことについてちょ

っと教えていただけますか。 

〇 市  長   現状におきましては、人的な被害については報告をされておりません。 

         ただ、物的被害につきましては、床上浸水が１８件、それから床下浸水

が７６件、道路冠水が３４件、道路損壊が１件、その他の被害として倒木

などが４９件ございます。 

         今回は避難準備情報を流させていただき、また１１時２０分の段階で避

難勧告させていただきました。また、６時半には避難勧告の解除も行わせ

ていただきましたけれども、この避難勧告は１３５世帯２６５人に対して

行わせていただきました。 

         避難所については、それぞれ開設をさせていただいたわけですが、午後

６時４５分までに全員避難所からお出になられて、ゼロという状況になっ

たところでございます。 

         今後につきましては、被害状況等などを十分把握しまして、消毒等、い

ろいろな協力あるいは支援については、区役所を中心にしながら対応して

いくと思います。 

〇 ＮＨＫ    ありがとうございます。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         リオオリンピックに関してなんですけど、特にバドミントンで男女初の

シングルスのメダルを獲得した奥原選手とかに、改めて市として何か賞を

贈ったり、あと労をねぎらったりする交流の場みたいなものを考えていら

っしゃることはありますでしょうか。 

〇 市  長   オリンピックに出場されました選手については、さいたま市のスポーツ

表彰要綱に基づいて、スポーツ特別功労賞等として表彰状と記念品を授与

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 



 
20 

         特に銅メダルを獲得した奥原希望選手については、スポーツ特別功労賞

のほか、祝意と市民等への啓発も兼ねて何かできないか検討しているとこ

ろでございます。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         またちょっとリオの話に戻ってしまって恐縮なんですが、運営の問題の

件で、市からも職員を派遣されているということでしたが、国とは別。オ

リンピック組織委員会とは別で出しているということですか。 

〇 事務局    大会組織委員会のほうに２名派遣しておりまして、そのうち１名の者が、

今回のリオデジャネイロに行っておりまして、多分明日か明後日くらいに

戻ってくる予定です。 

〇 朝日新聞   東京都のほうも、予算の見直しですとか、調査のほうをまた改めてとい

うところで始めているところではあると思うんですけれども、改めてさい

たま市としても見直していきたい点というか、重点的に考えていきたい点

があれば、教えていただければと思います。 

〇 市  長   基本的には、今お話があったように現地に職員が１人行って、つぶさに

いろいろなオリンピックの運営状況を見てございますので、そこでの状況

を報告してもらい、その中で課題を整理して、そしてそれにしっかりと対

応していくということと、あとはさいたま市らしいおもてなしも含めたこ

とをどのようにやっていくかを、先ほど申し上げました庁内の推進会議や

支援会議などでの具体的なワーキンググループを１０ぐらいつくる予定で

ございますので、その中できめ細やかに検討していきながら対応していき

たいと考えております。 

〇 ＮＨＫ    ほかに各社さんご質問ございませんでしょうか。 

         それでは、どうもありがとうございました。これをもちまして記者から

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８月３１日水曜日、２時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２９分閉会 
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※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。 

 

 


