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さいたま市長８月定例記者会見 

平成２８年８月３１日（水曜日） 

午後２時００分開会 

〇 進  行   定刻となりましたので、ただいまから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東京新聞さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 東京新聞   幹事社を務めます東京新聞と申します。よろしくお願いします。 

         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。 

         明日９月１日は防災の日です。埼玉県、さいたま市をはじめとする九都

県市では、毎年この時期に大規模地震発生時における迅速かつ円滑な災害

の応急対応の実施を目的として合同の防災訓練を実施しています。 

         既にお知らせしましたとおり、今年はさいたま市が幹事市となり、明日

さいたま新都心周辺を中央会場として、防災意識、地域防災力の向上、さ

らに防災体制の強化を図る実践的な訓練を実施します。 

         各家庭におきましては、非常持ち出し品、備蓄品の準備、また避難所や

家族との連絡手段の確認など、日頃の備えを見直す機会としていただけれ

ばと思います。 

         それでは、議題に移らせていただきます。 

         初めに、議題１「さいたま市議会９月定例会提出議案について」説明さ

せていただきます。 

         平成２８年９月定例会を９月７日に開会いたします。提出議案数は

１８件でございます。内訳としましては、予算議案が４件、決算議案が４件、

それから条例議案が３件、そして一般議案が４件、道路議案が１件、人事

議案が２件になっております。 

         それでは、予算議案から説明いたします。予算議案は、一般会計補正予

市長発表：議題１「さいたま市議会９月定例会提出議

案について」
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算の先議分及び通常分、それから国民健康保険事業特別会計補正予算、介

護保険事業特別会計補正予算の４件でございます。 

         補正額としては、先議分としては１億４，４８５万円、通常分としては

８億３，５１６万４，０００円、合わせまして９億８，００１万４，０００円

となります。特別会計は国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別

会計で、合わせまして２２億２，００６万７，０００円、補正額の合計で

は３２億８万１，０００円となっております。 

         補正予算の特徴についてご説明をさせていただきます。 

         １つ目は健康、福祉の充実の分野でございます。 

         １点目としましては、先議分として、平成２８年の４月以降に出生した

乳児に対しましてＢ型肝炎ワクチン予防接種の定期接種を平成２８年

１０月から開始するという予防接種事業についてでございます。 

         そして、２点目は、介護基盤の整備を推進するため、市内に開設する定

期巡回・随時対応型訪問介護事業所等の開設準備に関する経費等の一部を

助成する老人福祉施設（等）建設補助事業でございます。 

         そして、３点目が保育所等利用待機児童の解消を図るために賃貸物件に

よる保育所の追加整備を行うとともに、補助基準額等を改定し、保育所整

備に対する補助金を増額とする特定教育・保育施設等整備事業の一部でご

ざいます。 

         ２つ目は、農業の振興といたしまして、意欲のある市内農業者等に対し

まして、小松菜やヨーロッパ野菜について、高収益な作物あるいは栽培体

系への転換を図る取り組みを支援するため補助金を交付する農業政策推進

事業でございます。 

         最後に、主な条例議案についてご説明させていただきます。 

         まず、１つ目がさいたま市農業委員会の委員等に関する条例でございま

す。農業委員会等に関する法律の改正による農業委員会制度の見直しに対

応しまして、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めまして、

また並びに農業委員の候補者の選考に関して必要な事項を定めるための条

例を制定するものでございます。 
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次に、議題２「平成２７年度決算の概況について」でございます。 

         決算議案としては、次の４件を提出する予定でございます。１つ目は、

「平成２７年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について」、２つ

目としましては「平成２７年度水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分

について」、３つ目としましては「平成２７年度病院事業会計決算の認定に

ついて」、そして４つ目としましては「平成２７年度下水道事業会計決算の

認定及び剰余金の処分について」でございます。 

         まず、一般会計決算の特徴についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。平成２７年度は、ＣＳ９０という目標に向けまして、市民満足度の

さらなる向上に取り組み、「総合振興計画後期基本計画」、また「しあわせ

倍増プラン２０１３」及び「さいたま市成長戦略」を推進する事業を着実

に実施いたしました。市民一人ひとりが幸せを実感でき、誰もが住みやす

いと思えるまちづくりの実現を目指す予算として組ませていただきました。

特に「教育」、「環境」、「健康・スポーツ」の分野で本市の良さや強みを生

かしながら、さまざまな施策や事業の取り組みを効果的に行いました。 

         歳入の根幹をなす市税収入につきましては、６年連続で増加をいたしま

した。決算規模は、本市誕生以来最大でありました前年度に次ぐ規模とな

りました。一層のコスト削減と財源の確保に努めた決算となったところで

あります。その結果、一般会計の決算額としましては、歳入の決算額では

４，５８５億３，９００万円でございます。続きまして、歳出決算額とし

ましては４，４７９億８，５００万円でございます。実質収支としては

５２億５，７００万円となりました。さいたま市誕生以来、連続して黒字

を実現いたしました。 

         歳入のうち、歳入の根幹をなす市税収入と主な科目について説明させて

いただきます。まず、市税収入についてでございます。市税収入は、前年

度比７億２，０００万円、また０．３％の増加ということになりました。

個人市民税では、（個人）所得及び納税義務者数の増により増加をいたしま

した。法人市民税は、税制改正、特に法人税割の税率の引き下げが行われ

ましたので、これによって減少しました。また、固定資産税、都市計画税

市長発表：議題２「平成２７年決算の概況について」
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につきましては、土地の地価上昇の影響によりまして増加いたしました。

合わせて２，２５９億２００万円という数値になりました。 

         また、地方交付税につきましては前年度比３億１，８００万円、４．８％

の減になりました。地方消費税の引き上げによりまして、地方消費税交付

金の額が引き上げられたため、減になりました。 

        続きまして、国庫支出金でございますが、これは前年度比１１億

９，６００万円、１．６％の増になります。総額で７５０億１，１００万

円でございます。循環型社会形成推進交付金は減となりましたが、特定教

育・保育施設等運営費負担金、また生活保護費負担金、保育所等整備交付

金が増となったことによりまして、全体としては増加になりました。 

         また、市債についてでございますが、前年度比１１８億９，３００万円、

２２．０％の減でありまして、４２１億６，６００万円になっております。

清掃施設整備事業（債）、また臨時財政対策債の減等によりまして、全体と

しては減少ということになりました。 

         続きまして、一般会計の歳出についての主な決算の特徴についてご説明

させていただきます。まず、義務的経費についてでございます。これにつ

きましては、生活保護費や自立支援給付費等の増によりまして、扶助費が

増加となりました。また、減税補てん債の償還終了によりまして公債費が

減少いたしました。人件費は１６億６，８００万円の増、扶助費は５２億

２００万円の増、公債費は２３億６，２００万円（の減）になりまして、

合わせて２，３１９億７００万円になりました。 

         続きまして、投資的経費についてでございます。前年度比７９億

６，６００万円、１１．４％の減少でございます。武蔵浦和駅第３街区市

街地再開発事業、また消防施設等整備事業及び大宮区役所新庁舎整備事業

は増となりましたけれども、新クリーンセンターの整備事業が終了いたし

まして減となりましたので、全体としては減少したということでございま

す。 

         また、その他の経費につきましては、前年度と比べまして９億

６，８００万円、０．６％の増の１，５４０億８，４００万円になります。

これは、公共施設マネジメント基金及び地域経済活性化・雇用創出臨時交

付金基金への積み立て等が減となりましたけれども、商店街振興事業等が



5

増となりまして、全体として増になりました。 

         続きまして、特別会計についてでございます。１６の会計の特徴につい

てご説明をさせていただきます。国民健康保険事業特別会計ほか１５会計

の総額でございますが、歳入決算額としましては前年度比（１．５％）増

の３，１８７億４，６００万円でございます。それから、歳出の決算額に

つきましては前年度比１．６％増の３，１５２億４，９００万円となりま

した。また、実質収支額でございますが、２８億１，８００万円となりま

した。主な特徴としましては、国民健康保険、また後期高齢者医療、介護

保険事業の特別会計で保険給付費などが年々増加していることが挙げられ

ます。 

         財政健全化判断比率等についてご説明させていただきます。実質赤字比

率、また連結実質赤字比率につきましてはいずれも黒字になっております。

実質公債費比率につきましては、前年度より０．２ポイント下がりまして

５．０％となっております。 

         次に、将来負担比率でございますが、前年度より１７．２ポイント減の

９．７％となりました。減少した理由といたしましては、将来負担額でご

ざいます退職手当負担見込額や、公営企業等の地方債の残高に対する繰り

出し予定額が減少したことなどによりまして、この９．７％になりました。

全ての健全化判断比率におきまして、法に定められました早期健全化基準

を大きく下回っているために、健全な状況が維持できていると考えており

ます。また、資金不足比率につきましても１１の企業会計のいずれも資金

不足は発生しておりません。 

         次に、公営企業の関係の３つの会計についてご説明をいたします。各会

計とも経営の健全化等、計画的な（経営）を推進してまいりました。その

結果各会計の損益でございますが、まず水道事業会計につきましては

５７億３，８００万円の黒字でございます。給水収益が減少したものの、

人件費それから支払利息等の費用の減少と前年度の新会計制度への移行後

の特別損益の影響によりまして前年度比５億９，０００万円の増となりま

して、事業収益が３０２億１，９００万円、事業費用としては２４４億

８，１００万円になりました。 

         また、病院事業会計は、事業収益としては１４９億５，３００万円、事



6

業費用としては１４４億８，２００万円、当年度損益は４億７，１００万

円（の黒字）でございます。退職給付引当金として約２４億５，６００万

円を一括計上いたしました前年の会計制度変更による影響で、今年は前年

度比２９億４，９００万円の増になりました。 

         続きまして、下水道事業会計でございます。事業収益につきましては

２３７億４，９００万円、事業費用としては２３１億４，７００万円、当

年度損益は６億２００万円の黒字でございます。流域下水道維持管理負担

金など費用が増加いたしましたが、下水道使用料などの収益が増加いたし

まして、前年度比４億４，２００万円の増になりました。決算については

以上でございます。 

         続きまして、議題３「第８回世界盆栽大会ｉｎさいたまに向けた新たな

取り組みについて」ご説明をさせていただきます。 

         大きく３つの新たな取り組みを行ってまいります。１つ目は、小学生の

盆栽体験授業ということで、１０月より市内の１１の小学校におきまして

盆栽体験の授業を実施いたします。２つ目が「世界盆栽大会ｉｎさいたま

半年前イベント」を実施します。１０月１日から４日まで、大宮駅西口イ

ベントスペースにおきまして実施いたします。そして、３つ目でございま

すが、９月２日に国土交通省記者会見室におきまして世界盆栽大会の公式

記者会見が初開催されます。それでは、順次詳細について説明をさせてい

ただきたいと思います。 

         まず初めに、小学生の盆栽体験授業について説明させていただきます。

市内１１の小学校におきまして約１，０００人の児童が盆栽づくりを体験

いたします。児童が盆栽の作製、育成を通しまして、さいたま市が世界に

誇る盆栽に興味を持って、また理解を深めていただくために実施するもの

であります。ここで作製いたしました盆栽につきましては、第８回世界盆

栽大会のメイン会場であります「さいたまスーパーアリーナ」に展示させ

ていただきます。 

         １１校は、１０月６日に行われます辻南小学校から始まりまして、２月

市長発表：議題３「世界盆栽大会に向けた新たな取り

組みを実施します」



7

１４日の大宮南小学校まで随時実施いたします。 

         次に、「第８回世界盆栽大会ｉｎさいたま半年前イベント」についてご説

明させていただきます。平成２８年の１０月１日から４日まででございま

すが、ＪＲ大宮駅西口のイベントスペースにおいて実施いたします。内容

は、ステージイベントや小学生が育てる盆栽の展示、また世界盆栽大会の

ＰＲなどを行う予定となっております。 

         最後に、世界盆栽大会公式記者会見についてでございますが、日本の伝

統文化、芸術としての盆栽の魅力を世界にアピールすべく、世界盆栽大会

の公式記者会見が開催されます。日時は９月２日、２時から２時４５分ま

ででございます。場所は国土交通省５階、記者会見室となっております。

内容としましては大会の概要、名誉総裁としての秋篠宮殿下の就任の発表、

そして大会の登録の受け付けなどについてでございます。 

         私からは以上です 

〇 東京新聞   それでは、市長からの説明について質問をお願いします。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         保育園の補正予算の件でお伺いしたいんですけれども、定員４００人を

プラスするということで、それで待機児童との兼ね合いについて、これで

解消をさせるというお考えということでよろしかったでしょうか。 

〇 市  長   「しあわせ倍増プラン２０１３」で、平成２９年度当初でこの待機児童

をゼロにしようという計画で進めてまいりましたので、これを増強するこ

とによってゼロになるように努力をしていくということでございます。 

〇 朝日新聞   それで、関連なんですけれども、もちろんハード的な部分で施設をふや

す、つくるというところも大事だと思うんですけれども、保育士の確保と

いうところも重要な課題になってくると思うんですが、７月には地方でキ

ャンペーンをしたりして保育士の確保ということもしていらっしゃったと

思うんですが、今回は国の超過交付に伴うということで、施設をつくると

いうか、増設のための補正予算のみなんですけれども、その保育士の確保

という点ではいかがでしょうか。 

〇 市  長   今年度の当初予算で地方でのキャンペーンを行わせていただいておりま

議題１に関する質問
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す。また、そういった成果あるいは状況を見据えながら、今お話のとおり

ハードの整備だけではなくて、保育士の確保あるいは質の確保ということ

も私たちにとっては大変重要な課題でありますので、今後、各都市におき

ましても保育所の整備など行われるということも見据えながら、その確保

策については来年度に向けて拡充をしていきたいと考えております。 

〇 読売新聞   今の絡みで、地方都市での保育士に対する募集のＰＲ、これ現在ところ

の実施状況と、あとどれぐらいレスポンスがあったのかといったことはわ

かりますでしょうか。 

〇 市  長   今の質問については、また後ほど申し上げます。 

        （会見後追加：６月下旬から８月上旬にかけて、東北・北陸地方・関東近

県・埼玉県内の指定保育士養成校約１００校を訪問。学生の反応としては 

市内民間保育施設への就職に関する問い合わせや施設見学の希望の申し出

などがあった。） 

〇 時事通信   細かいんですけれども、盆栽大会の１１小学校、この選定はどういう理

由なんでしょうか。旧大宮市なのかとか、何かこれは基準があるんですか。 

〇 市  長   基本的には、できるだけ全区域でというスタンスで各小学校からの希望

調査などを行って、それで決定させていただいたと聞いております。若干

ですが、全ての区ではなかったということになりますが。 

〇 東京新聞   それでは、幹事社として代表質問をさせていただきます。 

         リオデジャネイロオリンピックについて、９月７日からパラリンピック

が始まりますけれども、市ゆかりの選手も出場しますが、市長としてはど

んな期待をされているのかお願いします。 

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。 

         リオデジャネイロパラリンピックにつきましては、本庁舎及び各区役所

の横断幕、また懸垂幕にも掲げておりますとおり、さいたま市からは６名

のゆかりのある選手が出場されます。 

議題３に関する質問

幹事社質問１：パラリンピック出場選手への期待に

について
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         まず、アーチェリーではさいたま市の教育委員も務めてくださっており

ます平澤奈古選手。平澤選手は、アテネ大会において銅メダルを獲得され

ている方でもございます。ぜひとも２つ目のメダルの獲得を目指して頑張

っていただきたいと思っております。 

         次に、ボッチャの高橋和樹選手は、３月に開催されましたボッチャの世

界大会におきまして、日本人では初となる個人戦での準優勝を果たしたと

聞いております。パラリンピックの出場は初めてでありますが、リオでの

メダル獲得も十分期待できるのではないかと思います。 

         また、このほかにも車椅子バスケットボールでは藤澤潔選手、またウィ

ルチェアーラグビーでは岸光太郎選手、また車椅子テニスでは眞田卓選手

と堂森佳南子選手の２名が出場されます。車椅子バスケやウィルチェアー

ラグビーについては、車椅子同士が激しくぶつかり合う競技でもあります

ので、けがには気をつけていただくとともに、それぞれが目指す目標に向

けてその力を出し切っていただきたいと思っております。 

         私は、各競技においてこの６名が活躍される姿は、市内における障害者

スポーツの普及啓発につながることはもちろんでありますけれども、障害

のある方、ない方にとっても、この皆さんの真摯な活動は勇気をいただけ

るものだと思っておりますし、また障害のある方にとっても大きな自信を

与え、また目標となるような存在になるのではないかと期待をしています。 

         各選手が世界の選手と競い合う、そういった姿を見て、この４年後の東

京パラリンピックを目指す方が一人でも多く本市から出ることを期待した

いと思っております。 

〇 東京新聞   もう一つお願いします。 

         ４年後には東京パラリンピックも控えているわけですけれども、今後市

内で障害者スポーツの推進にどのように取り組んでいかれますでしょうか。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの２つ目の質問にお答えをしたいと思います。 

         本市の障害者スポーツの推進につきましては、「障害者スポーツの振興と

周知・啓発」及び「パラリンピック等を目指す選手への支援育成」を中心

に現在進めております。 

幹事社質問２：障害者スポーツの推進について
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         まず、障害者スポーツの振興については、「障害者スポーツレクリエーシ

ョン教室」の開催、あるいは「全国障害者スポーツ大会」へのさいたま市

選手団の派遣を実施しております。また、障害者スポーツの周知・啓発の

取り組みとしましては、（５）つのスポーツイベントを実施しています。 

今年のゴールデンウイークの時期には、オリンピック・パラリンピック

の競技種目を気軽に体験ができるという「スポーツフェスティバル」を開

催しました。そして、秋口には障害の有無にかかわらず誰もが参加できる

「ユニバーサルスポーツフェスティバル」を実施いたします。 

         市民等に障害者スポーツ体験の場を提供し、障害者スポーツの周知・啓

発はもとより、魅力の発信につながるものと考えております。 

         そのほか「J：COM presents 2016 ツール・ド・フランスさいたまクリテ

リウム」では、パラサイクリングの選手等によるタイムトライアルレース

の実施、また「さいたま国際マラソン」では車椅子の部を設けまして実施

することといたしております。 

         また、ブラインドサッカーの国際親善試合「ノーマライゼーションカッ

プ」もこれまで４回実施をしてきまして、今年５回目になりますけれども、

そういったことの周知・啓発にも取り組んでおります。 

         次に、パラリンピックを目指す選手の育成、そして強化につきましては、

現在市独自では実施しておりませんけれども、埼玉県において東京パラリ

ンピックに向けて、才能のある若手選手の発掘、育成強化を行う「彩の国

パラリンピック選手育成強化事業」を実施しておりまして、この事業の中

で本市の選手の発掘、育成も行われているところとなっております。本市

としては、全国障害者スポーツ大会のさいたま市代表候補選手を選考する

中で、このパラリンピックを目指す選手を彩の国パラリンピック選手の育

成強化事業に結びつけていくということで、育成強化を図っていきたいと

考えております。 

         このほか、現在市単独での支援事業についても検討しているところであ

ります。本年３月に設置しましたスポーツ振興基金を活用しまして、オリ

ンピック・パラリンピックに向けた支援を図るということも現在検討中で

ございます。事業内容が決まり次第、またお示しをしていきたいと思いま

す。 
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〇 東京新聞   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、ほかに質問のある方は質問してください。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         明日の防災訓練に関してなんですけれども、合同の防災訓練ですが、訓

練というのはトレーニングという視点と、あと課題発掘の場であるという

視点があると思うんですが、市長としては今回の訓練の中で、どのような

ところを重点的に見たいというか、どのような点がポイントだと考えてい

らっしゃいますでしょうか。 

〇 市  長   今回は、全体のテーマを「つながり」ということにさせていただいてお

りまして、企業、住民の皆さん、そして行政、１３０機関と団体が集結し

て、この「つながり」がいざという時にどのように連携を図っていくかと

いうことを改めて再確認をし、訓練をしていくことが非常に重要だと考え

ております。 

         また、実際いざ災害が起こった場合にも、あるいはそれを援助、支援を

する場合にも、両方ともなかなかうまくつながっていかないということに

ついて、これを再検証しながら、課題もあわせて見つけていきたいと思っ

ております。 

         また、もう一つは、さいたま市は、先般「首都圏広域地方計画」の中で、

災害時の首都（圏機能）のバックアップ拠点ということが（求められてお

り、その具体的な取り組みとして）国土交通省の緊急災害（対策）派遣隊

の拠点に位置づけられたところであり、もう一段、さいたま市の役割の重

要性というのが生まれてきたところであります。そういう中でこれまでの

訓練と同時に、そういった役割についてももう一度私たちなりに再検証し

ていくことが必要だろうと考えております。 

         それから、今回は（九都県市の）幹事市ということもございまして、（九

都県市合同で作成される）今年度の総合防災訓練大綱の中で被災地をさい

たま市と想定して、９月１日に（政府調査団による視察）もあわせて実施

するということになりますので、九都県市の合同防災訓練との連携を図り

ながら実施するということが今回の一つのポイントになるのではないかと

その他：九都県市合同防災訓練について
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思っております。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         先ほどの訓練に関連してなんですけれども、明日の訓練は予定どおり行

われるのかということ。東北、北海道の台風の被害が大きいと思うのです

けれども、そういったところへの支援や救援というのが優先されるという

判断もあるかと思うんですけれども、予定どおり、規模が変わったりです

とか、状況が変わったりというのはあるんでしょうか。 

〇 市  長   今のところ、変更については聞いておりません。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先週の２３日に、東松山市の都幾川の河川敷で１６歳の無職の少年が遺

体で発見されるという事件がありました。同じ県内の事件ということで、

まず市長の事件に対しての受けとめと、問題点はどういうところにあった

のかという市長の見解をお聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   東松山市で起こった事件についてでございますが、将来ある若者の命が

失われるという大変痛ましい事件が起こったということは大変悲しく、ま

た残念であり、あってはならないことであると思っております。 

         その事件の全容については、まだ私自身も把握をしておりませんので、

そういったことについて十分把握をした上で、教育委員会には、この児童

生徒の健全育成、あるいはこういった事件が起こらないためのさいたま市

なりの対応ということもしっかりと踏まえて、今後の対応をしっかりとっ

ていただきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、亡くなった１６歳の少年は一度入学した高

校を退学しているということなんですけど、さいたま市立、市立の高校４校

あると思うんですが、この４校の例えば退学者数ですとか退学した、中退

者の数ですとか、中退者に対してのフォローとかというのは何か市として

現在あるのか、あるいは今後の方策みたいなものはあるのでしょうか。 

〇 市  長   それについては教育委員会が所管しておりますので、後ほど数値とその

辺のフォローアップについてお知らせをさせていただきたいと思います。 

（会見後追加：市立４高等学校の中途退学者は極めて少ない状況です。中

その他：東松山市の事件について
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途退学者へのフォローアップについては現在、行っておりません。） 

〇 朝日新聞   今のに関連してなんですけれども、やはり逮捕者の中には中学の不登校

ですとか高校の中退者がかかわっているということで、先ほど市長もさい

たま市なりの解決法をというふうにおっしゃっていましたが、さいたま市

では自立支援ルームなど、課題を持った若者に対する市独自の取り組みと

いうものをもう既にされていると思います。県内で、全国的にも先駆けて

やっている事業ですので、さいたま市として地域との連携というところで

打ち出していけるロールモデル的な部分もあるかとは思うんですが、その

あたりはいかがでしょうか。 

〇 市  長   解決の手段の一つが若者自立支援ルームということについては、非常に

効果が上がっていると私自身は感じています。先日も若者自立支援ルーム

で、地域の皆さんをお招きしての夏祭り、夏祭りといっても本当に身近な

方々が集まって暑気払い的な形だったのですけれども、その様子を見せて

いただいても、日ごろから若者の支援に努めていただいているＮＰＯ、そ

れからＮＰＯだけではなくて地域の皆さんがたくさん来てくださいました。

私たちもいろいろな報告を受けている中で、地域の自治会等の行事にもか

なり積極的にこういった若者たちが参画をして、そして少しずつこの生き

がいとかやりがいみたいなことを見出し始めているというようなことも聞

いておりますし、今回のお祭りでも、その子供たちがみんなで企画をして、

そして運営をして実施をしてくれたものでありましたけれども、そういう

意味では少しずつ私たちの支援が成果を上げてきているのではないかとい

うことを垣間見ることができたと思っております。またあわせて応援して

くれている地域の皆さんや応援してくれる方々が、いろいろな形で広がっ

てきているということにつきましても、これは大変良い成果の一つではな

いかと思っております。今、かなり人数が増えてきておりますので、今後

そういったことも踏まえまして、いろいろな対応をまた考えていかなくて

はいけないと思っております。 

         いずれにしましても、とにかく将来のある若い皆さんのことですから、

いろいろな形で、不登校になったり、あるいは中退があったとしても、再

度いろいろな形でチャレンジをして社会復帰を果たして、そしていろいろ

な夢や希望をかなえてもらいたいと、そして生き生きと人生を過ごしても
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らいたい、そんな応援を私たちとしてはできる限りしていきたいと思って

おります。 

〇 朝日新聞   そういった社会復帰を手助けするということで、行政の中でもできるこ

とはまだまだあるということですね。 

〇 市  長   そうです。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         中央区の新都心になるんですかね、県立の小児医療センターが完成して、

年末にオープンするという報道がありました。さいたま市、お膝元という

か地元なんですけれども、これの完成についての受けとめと、市として今

後期待することというのは何かございますでしょうか。 

〇 市  長   本日、関係の皆様方のご尽力によりまして、さいたま新都心のまさに中

心的な場所に、新たな医療拠点としてさいたま赤十字病院と県立小児医療

センターが完成されたと伺っております。心よりお喜び申し上げたいと思

います。 

         さいたま赤十字病院には高度救急救命センターが整備され、また小児医

療センターには小児の救命救急センターが整備をされることになります。 

         また、両病院が一体的に整備をされ、総合周産期母子医療センターが設

置されるなど、救急医療であるとか、課題でありました周産期医療といっ

た喫緊の課題に対する医療体制が整えられるものと非常に期待をしていま

す。実質的にスタートするのは１２月、あるいは年が明けてからと聞いて

いますけれども、この２つの病院の役割がこれからさらに大きくなると思

っておりますし、その中で大きな役割を果たしていただくということを期

待したいと思います。 

〇 東京新聞   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１０月１３日木曜日、１時１５分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。 

その他：県立小児医療センターの完成について
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午後２時４３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。


