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さいたま市長１１月定例記者会見 

平成２８年１１月１０日（木曜日） 

午後１時３０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です。よろしくお願いします。 

         まず、市長のほうから発表内容につきまして説明をお願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         秋も深まり、公園の木々や街路樹が色づき始めたさいたま市内を約２万

人のランナーが駆けめぐる「第２回さいたま国際マラソン」を今週末に開

催いたします。 

         １２日土曜日には、親子ランの部や車いすの部をはじめとする駒場ファ

ンラン、１３日日曜日には女子の代表チャレンジャーの部を含む一般フル

マラソンの部を開催します。 

         そして、沿道の９カ所では地元団体や学校がランナーを吹奏楽や太鼓、

サンバ、よさこいといったパフォーマンスで応援いたします。この沿道応

援隊は、昨年もランナーから大変好評いただきました。 

         ぜひ沿道で観戦される皆様にも、国内外から参加されているランナーに

対し、おもてなしの気持ちを込めて温かい声援をお願いできればと思いま

す。 

         それでは、議題の説明に入らせていただきます。 

 

 

         まずはじめに、議題１「さいたま市文化賞・市政功労賞受賞者が決定し

ました」についてご説明させていただきます。 

         さいたま市では文化芸術、またスポーツの分野におきまして、顕著な功

績のあった市民、または市にゆかりのある方に対しまして、さいたま市文

化賞を贈呈いたしております。平成１６年から実施しておりまして、今年

市長発表：議題１「さいたま市文化賞・市政功労賞受 

賞者が決定しました」 

開催します」 
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度で１３回目ということになります。昨年度まで３５名の受賞者がおり、

旧市での受賞者も５３名おります。（ことし今年度）は５名の方に贈呈いた

します。 

         まず、１人目の受賞者はジャーナリストの轡田隆史さんです。県立浦和

高等学校在学中からサッカー選手として活躍され、高校在学中は全国大会

優勝に貢献するなど、サッカー王国埼玉の歴史を築いたお一人でもござい

ます。また、新聞記者として世界各地で取材を行い、テレビのニュース番

組のコメンテーターとしても活躍され、著作も多数ございます。本市のス

ポーツ振興審議会委員を１２年間にわたって務められ、本市のスポーツ振

興にも大きな功績を残されました。 

         そして、お二人目の受賞者は清水マリさんでございます。日本初の長編

テレビアニメ「鉄腕アトム」で主役のアトムの声を演じるなど、日本の声

優の草分け的存在であります。「妖怪人間ベム」のベロ役の声やさまざまな

役の声でも全国に親しまれているほか、舞台での朗読活動やむかし語りで

も活躍されました。また、市内ではユーモア文化の継承活動や小学校など

での朗読指導などを精力的に展開されておりまして、本市の文化芸術の振

興に大きく寄与されました。 

         続きまして、３人目の受賞者でございますが、歌手で作曲家のタケカワ

ユキヒデさんでございます。ヴォーカル作曲を担当したバンド、「ゴダイゴ」

は一世を風靡し、「ガンダーラ」でありますとか、あるいは「銀河鉄道９９９」

など数多くの名曲を残されました。また、さいたま市では市歌「希望（ゆ

め）のまち」の作曲を担当されたほか、若手音楽家の育成を目的としまし

た「さいたま夢ＫＡＮＡ音楽祭」をプロデュースされるなど、本市の音楽

文化の振興に大きく寄与されました。 

         続きまして、４人目の受賞者でございますが、リオデジャネイロオリン

ピック、バドミントン女子シングルス銅メダリストであります奥原希望さ

んでございます。県立大宮東高校在学中に日本人初となる世界ジュニア選

手権大会で優勝、またオリンピック初出場となりましたリオデジャネイロ

オリンピック大会では男女を通じて日本バドミントン史上初のシングルス

のメダリストとなりました。奥原さんのバドミントンにおける大きな功績

は、多くの市民に夢と希望を与え、本市のスポーツ振興に大きく寄与され
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ました。 

         そして、５人目の受賞者でございますが、リオデジャネイロ・パラリン

ピックにおきまして、ウィルチェアーラグビー銅メダルリストであります

岸光太郎さんでございます。２０年間にわたりましてウィルチェアーラグ

ビーの選手として活躍され、ロンドン、そしてリオデジャネイロの２回に

わたってパラリンピックに出場され、リオデジャネイロ大会では日本チー

ム初となる銅メダルの獲得に貢献をされました。岸氏のウィルチェアーラ

グビーにおける功績は、多くの市民に夢と希望を与え、本市のスポーツの

振興に大きく寄与されました。 

         次に、市政功労賞でございます。この賞は、市の公益の増進に寄与、ま

たは市政の振興発展に尽力され、その功績が特に顕著である方に対し贈呈

するものでございます。平成１６年から実施いたしておりまして、今年度

で１３回目ということになります。昨年度までに５３３名の方々が、また

２０団体の受賞者がおります。また、旧市での受賞者は１４５名になって

おります。 

         今年度は、コミュニティ、保健・福祉、環境・経済、そして消防・防災、

教育・文化・スポーツ、寄附功労の各分野において１９名及び１団体の方々

に贈呈をいたします。（ことし今年度）の受賞者は、お手元の資料のとおり

でございます。 

         最後に、表彰式のご案内でございます。平成２８年１１月１６日水曜日

の午前１０時からホテルブリランテ武蔵野にてとり行いたいと思います。

皆様方には取材のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

         議題の１の説明は以上でございます。 

 

 

         続きまして、議題２「第２回東日本連携・創生フォーラムｉｎさいたま

の開催について」ご説明をさせていただきたいと思います。 

         昨年から始まりました東日本地域の新幹線沿線自治体に出席をしていた

だきますこのフォーラムでありますが、１１月２８日月曜日、パレスホテ

ル大宮におきまして開催いたします。首都圏の玄関口でありますさいたま

市が東日本のネットワークの結節点としてフォーラムを通じて東日本をつ

市長発表：議題２「『第２回東日本連携・創生フォーラ 

ム inさいたま』の開催について」 

開催します」 
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ないでいく役割を果たしてまいりたいと考えております。また、それぞれ

の地域の特徴を生かしまして、東日本地域の創生のため、本市の連携・交

流機能の集積・強化を図っていきたいとも考えております。 

         それでは、フォーラムの概要についてご説明をさせていただきたいと思

います。 

         まず、日程につきましては、今申し上げました１１月２８日月曜日の、

（２１４）時から（７１９）時までとなります。会場は、大宮区のパレス

ホテル大宮でございます。 

         今回の参加自治体は、函館市、八戸市、盛岡市、秋田市、福島市、郡山

市、宇都宮市、那須塩原市、みなかみ町、新潟市、三条市、高岡市、氷見

市、南砺市、金沢市、さいたま市の計１６市町になります。 

         次に、フォーラムのプログラムについてご説明させていただきます。

１４時からの会議と１７時半からの交流会ということで、２部構成になっ

ております。 

         まず、１４時から（１５１７）時までの会議につきましては、東日本地

域の各自治体首長による会議となります。議題は、昨年の首長フォーラム

で方向性が示されました「広域周遊ルート等の検討」と、「連携拠点、情報

発信拠点の設置」の２点が中心となります。また、連携に向けました具体

的な検討及び意見交換を行っていきたいと考えております。 

         また、（５１７）時半から（７１９）時までの交流会につきましては、各

都市との交流を深め、広域的な人的ネットワークを築いていくために各都

市の商工団体等も交えた交流会を行っていきたいと考えております。 

         続きまして、本年度新たに参加をいただく３つの自治体をご紹介したい

と思います。 

         まず初めに、栃木県の宇都宮市でございます。首都圏の一翼を担う栃木

県の県庁所在地でございます。 

         次に、群馬県のみなかみ町でございます。本市とは国内友好都市を締結

しておりまして、町としては初参加ということになります。自治体規模は

異なりますけれども、多様な地域の観光資源を持っております。 

         そして、３つ目が新潟県の三条市でございます。三条市はオリパラ首長

連合の会長市でもございまして、その経験を生かした連携にも大いに期待
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をしております。 

         会議のファシリテーターには、昨年に続きまして日本総合研究所の藻谷

浩介氏にお願いしております。皆さんご承知のとおり、藻谷先生は山口県

生まれの５２歳、平成合併前の３，２００市町村を全て訪問し、地域特性

を多面的に把握していらっしゃいます。２０００年ごろより地域振興に関

して精力的に研究、著作、講演を行うなど、まちづくりに精通されている

方でもございます。 

         続きまして、議題についてご説明をさせていただきます。 

         １つ目は、昨年の首長フォーラムで方向性が示されました、連携に向け

た具体的な検討の一つである、東日本連携における「広域周遊ルート等の

検討」についてでございます。このテーマは、将来的な最終目標として連

携都市の物産、文化、祭り、イベント等の地域資源を活用した新たな広域

周遊ルートの確立を目指していくものです。 

         そのためには、まず東京オリンピック・パラリンピックが開催される

２０２０年を第１の目標年として、連携都市と広域連携の成功事例の研究

でありますとか、あるいは情報交換等を実施いたしまして、東日本の玄関

口であります大宮駅を拠点に連携都市への観光客の誘導と受け入れ態勢の

充実を図ってまいりたいと考えております。 

         続きまして、議題の２つ目でございます。東日本の「連携拠点、情報発

信拠点の設置検討」についてでございます。これは、東日本の地域の各市

町の皆様とさいたま市とを結ぶ連携の拠点となります「（仮称）東日本連携

支援センター」の設置を大宮駅周辺で検討しているものでございます。 

         本市にとりましても地域の活力を生み出すようなシンボリックな拠点と

なるよう、各都市や地域の皆様との連携によって進めてまいりたいと考え

ております。まだ機能でありますとか、あるいは事業の運営方法、また設

置場所等、クリアしなければならない諸課題も多く残されておりますので、

関係先との協議を今後具体的に進めていきたいと考えております。このフ

ォーラムで意見交換を図りたい主な議題ということについては以上でござ

います。 

         最後に、東日本連携に関連しました民間事業者による取組をご紹介した

いと思います。 
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         現在、大宮駅周辺の民間事業者が東日本地域とのつながりを深めながら

魅力あるまちづくりを進めていこうと、近隣の商業施設が連携して新たな

まちのにぎわいを創出するイベントを実施いたしております。この活動は、

百貨店やホテル、商業者などの民間が中心となりまして、東日本連携協議

会を立ち上げて、地域が一体となって取り組んでいるものでございます。

本市では、こうした民間主導による活動を積極的に応援していきたいと考

えております。こうした地域と連動した取組によって、本市の拠点性ある

いは機能がより一層充実されていくものと考えております。 

         議題の説明は以上でございます。 

〇 時事通信   それでは、市長からの発表内容について質問のある方は随時お願いいた

します。 

 

〇 共同通信   共同通信です。 

         「第２回東日本連携・創生フォーラムｉｎさいたま」の件なんですけれ

ども、第１回はいつごろ行われて、また第３回、第４回と今後開く予定も

あるのか、その２点をちょっと教えてください。お願いします。 

〇 市  長   第１回目は昨年の秋、１０月ごろ開催させていただきまして、１３の自

治体の首長さんたちに集まっていただいて、いろいろ議論させていただき

まして、その際にいろいろ具体的な提案であったり、あるいはこういう事

業、こういう活動をやったらというご提案があったものについてより一層

深掘りをしていこうということで、今回２つのテーマをご用意させていた

だいているということです。そして、３回目、４回目についても今後継続

的にいろいろな形で各自治体との連携あるいは協力関係を築いていくとい

うことからも継続して実施をしていきたいと考えております。 

〇 共同通信   あともう一点、済みません、これはそもそもさいたま市が呼びかけて始

まった会議と考えていいでしょうか。 

〇 市  長   そうですね。さいたま市が呼びかけさせていただいて、昨年も会議が行

われる前に金沢でありますとか高岡でありますとか、あるいは私以外も職

員が何人か各自治体を回って趣旨を説明して呼びかけをさせていただきま

した。また、今回も函館であるとか盛岡とか、それから福島、それから郡

山等々、あと青森も回らせていただいて、事前にいろいろな意見交換など

議題２に関する質問 
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もさせていただきながら２回目を迎えるということになります。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今回の東日本連携・創生フォーラムについてなんですけれども、今回、

宇都宮市、みなかみ町、そして三条市と、３つの自治体が新たに参加にな

っているんですが、この新たな参加の決め手になったことというのはどう

いうことだと市長としては捉えていらっしゃいますか。 

〇 市  長   例えば宇都宮市さんの場合は、函館市さんからもいろいろな話があって、

北海道新幹線からすると北関東が一つの大きなターゲットということもあ

って、もちろん大宮から２０分（程度）で行ける場所でもありますし、ま

た首都圏の中心的な都市ということもありますので、呼びかけさせていた

だいております。あと、みなかみ町はもともと私どもと友好関係がござい

ますし、さまざまな観光資源もたくさん持っている場所でありますので、

そういう意味でゴールデンルートづくりなども含めていろいろな協力連携

ができるのではないかということです。それから、三条市においては、オ

リパラに向けてオリパラ首長連合ができております。オリパラのときに日

本のいろいろな地方のいろいろな技術、技能、あるいは文化等も含めてい

ろいろな外国人に来ていただいて、そして日本のよさを知っていただこう

ということで連合体をつくっているところですけれども、その代表をされ

ているのが三条市の市長さんということもありまして、私どもも一つはオ

リンピックをターゲットにしながら、その後継続してつながっていける体

制を構築しようということを考えておりましたので、また新潟市さんから

のご紹介などもありまして、今回入っていただいたということになります。 

〇日本経済新聞  日経新聞です。 

         フォーラムの件なのですけれども、去年からこの東日本の連携というの

を力を入れて取り組まれて、毎年年を追うごとに具体的な形で何か積み上

げていくというのも大切なことだと思うのですけれども、今回のフォーラ

ムでここまでは具体化させたいというようなところで市長が思われている

ところはありますか。 

〇 市  長   昨年やって、１つはもちろんいろいろな議論をして、そして具体的な協

力関係のあり方みたいなものが見えないかということでやったわけですけ

れども、その直後に私どもも函館にお邪魔をしまして、函館でさいたま市
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のプロモーションをさせていただいたりもしましたし、またそのフォーラ

ムがきっかけとなって、青森市と南砺市を含めた５つの自治体が棟方志功

サミットを開催したということも聞いております。私たちが思っているの

は、議論するだけのフォーラムで終わらせるつもりはなくて、むしろいろ

いろな事業であるとか、あるいはいろいろ共同で取り組む施策を積み上げ

ていく。その結果が東日本の連携やあるいは東日本全体にとってプラスに

なるということを目指していきたいと考えております。その中で、先ほど

申し上げましたけれども、１つは東日本のゴールデンルートというような

言い方をしましたけれども、広域的な周遊ルートについては、１つは外国

人のインバウンドがどちらかというと東京から西側のほうに集中している

ということがございますので、それに負けないぐらいすばらしい場所、あ

るいはすばらしい文化、すばらしいものがたくさんございますので、それ

をもう少し効果的に、また広域的な連携を踏まえて、外国人観光客を含め

てさまざまな情報提供をしていく。そのためには、どのような連携をして

いこうかというお話を具体的に詰めていこうと考えております。 

         また、情報発信拠点の場所についても、先ほど東日本連携支援センター

と仮称で申し上げましたけれども、この東日本全体が発展していくために、

それぞれの都市が発展するために、さいたま市として何ができるのかも踏

まえて、その機能のあり方について、もう少しいろいろな議論を深めなが

ら設置ができたらと思っております。 

         また、あわせて、先ほども民間のお話が出ましたけれども、民間の事業

者の皆さんもそういった動きを受けて、かなり協力的にいろいろな物産展

をやっていただいたりとか、あるいは東日本のいろいろな地域でとれた食

材などを使って、それをお店で出してキャンペーンをやっていただいたり

と、非常に協力的に進んでおります。将来的には、自治体が中心というよ

りは、むしろ民間の事業者の皆さんが中心となって進めていく。それを行

政がバックアップをしていく形にできればと思っております。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         フォーラムの件なのですけれども、この新拠点センターというのは東京

交通会館にあるような、ああいう各自治体のブースみたいなものを入れる

ような形とイメージすればよろしいんでしょうか。 
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〇 市  長   中身については、今まさに詰めている真っ最中でございまして、そうい

う東京にあるアンテナショップとは少し違ったものにしていこうというこ

とで、本市と東日本地域の企業や住民とが相互交流できるような場にして

いく。あるいはそういったマーケティング的な機能を持たせてフィードバ

ックをして、さいたま市のみならず首都圏全域で販売ができるような状況

をつくり出していく。いわゆる東京にあるアンテナショップとは違う形に

できないかを考えております。この辺は私たちの思いと、活用していただ

く東日本のそれぞれの自治体の皆さんの思いとニーズもございますので、

そういったことなども十分踏まえながら、その持つべき機能や、その場所

で行う内容については詰めていければと思っております。 

〇 共同通信   今のに関連してなんですけれども、この東日本連携支援センターは大宮

に設置したいという意向で話が進んでいるということでよろしいんですか。 

〇 市  長   そうですね。大宮駅周辺と考えております。それは、先般国土交通省で

首都圏広域地方計画が３月後半に発表されました。その際に、首都圏の中

での西日本の玄関口が品川駅、そして東日本の玄関口は大宮駅。西日本の

玄関口、品川駅はリニアの発着点になることもあって、そのような位置づ

けをされておりますし、大宮についても東日本の玄関口という位置づけを

いただきましたので、そういう意味では大宮駅周辺にその機能を持ってい

こうと考えています。特に新幹線のちょうど結節点でもございますので、

利便性も非常に高いということもあるし、その地域の個性を生かしてとい

うことで考えております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         ちょっと何点かあるのですけれども、まず東日本連携支援センターなの

ですけれども、場所が大宮駅周辺ということで、あと機能についてはこれ

からということなんですけれども、スケジュール感につきましては、いつ

開設というのがあるのか、まず１点。 

         あと２点ありまして、参加市町が１６市町ということなのですけれども、

これ現段階で全市長様なり町長様なりがお見えになる予定なのか。 

         あと、最後にもう一点、前回、去年の１０月２６日のフォーラムでは、

フォーラム宣言というものが採択されたのですけれども、今回につきまし

ても何らかの形で宣言といいますか、こういった形で進んでいこうという
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方向性を取りまとめるような宣言というか、何かそういう形のものは出さ

れるのでしょうか。 

〇 市  長   ご質問に順次お答えしたいと思います。 

         まず、東日本連携支援センターのスタートの時期については、平成３０年

度中には開設をしたいというスケジュール感で考えております。 

         今回お見えになります１６の市町については、市長さんないし町長さん

ないし副市町長さんがいらっしゃるということです。 

〇 事務局    経済政策課でございます。 

         ただいまの参加自治体の首長はということでございますが、今回さいた

ま市も含めて１６になるのですが、首長といたしましては１０市町の出席、

また代理になりますけれども４市、オブザーバー参加としては２市でござ

います。 

〇 埼玉新聞   １０人の市長さんですか。 

〇 事務局    ９の市と１の町、みなかみ町です。副市長ですとか、代理出席が４市、

オブザーバー参加２市でございます。 

〇 時事通信   オブザーバーはどこなのですか。 

〇 事務局    八戸市と三条市がオブザーバー参加で、いわゆる事務方の出席になりま

す。 

〇 時事通信   首長さんが参加される９市１町を皆さんにお願いします。 

〇 事務局    函館市、福島市、郡山市、宇都宮市、那須塩原市、みなかみ町が町長さ

んです。新潟市、高岡市、氷見市、加えてさいたま市ということで１０市

町です。 

〇 市  長   基本的にはフォーラム宣言もしていきたいと考えてございます。 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         今度大宮駅周辺に設置を予定しているこの情報発信拠点、センターにつ

きましては、利用者というのはどのあたりのエリアから来ることを想定さ

れていますでしょうか。利用者が来館するエリア、首都圏全域なのか、も

しくは県内とか、どの辺のエリアを想定していらっしゃいますでしょうか。 

〇 市  長   展開の仕方で変わってくるかとは思いますけれども、ベースはさいたま

市及びさいたま市周辺、県内ということが中心になろうかと思いますけれ

ども、ただ発信の仕方等によっては首都圏からも当然引っ張ってこられる
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ことにはなると思います。その辺についてはテーマとか、あるいは物によ

って変わってくると思いますけれども、私たちとしては、東京に置くとワ

ンオブゼムになってしまうので、そうではなくて、さいたま市あるいは大

宮ということで、まさに東日本のいろいろな物であるとか、情報であると

か、人がたくさん集まる場所という、そういうイメージを出していきたい

と思っていますので、そういう意味では基本はさいたま市あるいは埼玉県

内ということになりますけれども、それ以外の首都圏からも、ある程度引

っ張ってきたいと思っております。 

〇 事務局    ただいまの説明に加えまして、当然機能、役割にも関連してくるところ

なのですけれども、当然ビジネスマッチング等々の機能を設置できればと

いうことになりますので、当然そうなりますと東日本全体の地域の方々に

もおいでいただけるような機能ができるのであれば、当然そういった方々

にも大宮の支援センターを活用していただきたいということになろうかと

思います。 

〇 読売新聞   ビジネスマッチングの機能というのは、どういったものなんでしょうか。 

〇 事務局    これは、それぞれ地域の技術力でありますとか、またニーズ、シーズが

それぞれ地区にあろうかと思います。それは、今回私ども経済局が担って

いるところになりますので、それがものづくりであったり、商材でありま

すとか、商品等々の販売でありますとか、新たな取引、イノベーションに

つなげていきたいということになりますので、いわゆる商業全体、産業全

体という形になろうかと思います。 

〇 読売新聞   その参加する自治体の特産物とか、中小企業のマッチングを行うという

ことですか。 

〇 事務局    そういった点も視野に入れられればと考えております。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         文化賞と市政功労賞の質問なのですけれども、ごめんなさい、私ちょっ

と勉強不足で、今回は５人の方が文化賞で、市政功労賞は１９名１団体が

受賞されていますけれども、この人数というか、何組受賞するというのは、

例年に比べて多いのか少ないのかということと、あと市長から見て、今回

の顔ぶれの印象というか、今回はこういう人が集まったとか、豪華な顔ぶ

議題１に関する質問 
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れだとか、今回の受賞者に対する印象をお聞かせいただきたいんですが。 

〇 市  長   まず、文化賞については例年より多いと思います。その一つの要因は、

オリンピックがあって、そこで銅メダルという大変大きな実績を残されて、

そして市民に大きな夢と希望を与えてくれた方が２人今回入っております

ので、いつもよりその分多かったということが言えるのではないかと思い

ます。 

         市政功労賞は、毎年、人数が決まっているわけではありませんけれども

大体同じぐらいの規模感でということと思います。 

〇 埼玉新聞   今回オリンピックがあるので、その分が今回増えたと。 

〇 市  長   そうですね、その分が増えたと思います。 

 

〇 時事通信   私のほうから、連携の件なのですけれども、支援センターなのですけれ

ども、これはさいたま市が設置するのか、参加自治体と、民間が入るのか

どうかわかりませんが、共同設置のイメージなのか、どちらでしょうか。 

〇 事務局    大変恐縮でございます。支援センターの設置につきましては、基本的に

はさいたま市が中心となってということを今検討しておりまして、加えて

当然参加自治体の協力、またご負担等々も検討しなければならないと考え

ております。運営につきましては、やはりそこのところは民の活力という

形が一番重要でございますので、できましたら運営につきましては民の共

同体、協議会等々ができればと考えております。 

〇 時事通信   共同かどうかというところはどうなんですか。共同というのは、出資を、

自治医大だと４７都道府県共同で設立しているんですけど、そういうイメ

ージなのか、あくまでもさいたま市主導なのかというところなんですけれ

ども。 

〇 事務局    基本的にはさいたま市主導の中で、参加自治体の皆さんから協力をいた

だくという形になろうかと思います。 

 

 

 

 

 

議題２に関する質問 

幹事社質問： 

①市議会閉会を受けての総括 

②特別職報酬等審議会答申を受けての対応方針 

③クリテリウムの（感想）総括 

④トリエンナーレの現状と課題 

⑤さいたま国際マラソンの準備状況・意気込み 
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〇 時事通信   ほか市長からの発表内容につきましてございますか。よろしいですか。 

         それでは、幹事社のほうから何点か質問させていただきます。一括で、

事前には４点ということで申し上げていましたが、簡単なことなので、５点

質問させていただきます。 

         １つは市議会、４日の日に閉会いたしました。決算が不承認になるなど

の状況もありまして、閉会を受けて市長の議会を振り返ってのコメントを

お願いします。 

         ２番目は、特別職報酬等審議会、答申がありまして、期末手当について

引き上げの答申だったと思いますが、これを今後どのように対応するか。

１２月議会ありますけれども、それについてお願いいたします。 

         ３点目は、さいたまクリテリウムの感想、課題等につきまして総括をお

願いしたいと思います。 

         ４点目はトリエンナーレ、人員の状況も含めまして、現状と課題につい

てお願いします。 

         ５点目は、今週末、日曜日のさいたま国際マラソンに市長も出られます

けれども、準備状況とか意気込み等をお伺いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問に順次お答えしたいと思います。 

         まず、１点目の市議会９月定例議会閉会を受けての総括ということでご

ざいますけれども、さきの定例会におきましては提案した諸議案に関しま

して大変熱心なご審議をいただいたと感じております。市議会及び市議会

議員各位の皆様には大変感謝をしております。 

         振り返りますと、これまでにも増して、審議の過程においてさまざまな

ご意見やご指摘をいただいたものと強く感じております。その結果として、

平成２７年度さいたま市一般会計及び特別会計（決算）が不認定となった

ことについては大変重く受けとめております。 

         中でもさいたまトリエンナーレにおける職員の長時間勤務につきまして

は、本会議での緊急質問をはじめ、総合政策委員会でも集中的に審議が行

われ、さまざまなご意見、またご提案をいただきました。職員のワークラ

イフバランスの実現については、ここ数年来重要な課題として取り組んで
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まいりましたが、議会のご指摘も踏まえ、しっかりと改善をしてまいりた

いと決意を新たにしております。それ以外でもいただいた決議をはじめ、

議員の皆様からのご意見やご指摘を十分尊重するとともに、ご審議いただ

きました内容を精査して、適切に対応していきたいと考えております。 

         今後とも市議会におきましては、私、市長と、さいたま市議会とは車の

両輪でございますので、市民のために熱心なご議論をいただければと思っ

ております。 

         ２点目の特別職報酬等審議会の答申を受けての対応ということでござい

ます。答申をいただいた際にも申し上げましたとおり、基本的には特別職

報酬等審議会の答申を尊重してまいりたいと考えております。条例改正案

の提案時期につきましては、市人事委員会勧告に基づく職員の給与改定と

あわせて検討していきたい。できるだけ早く対応ができればと考えており

ます。 

         ３点目、さいたまクリテリウムの感想、総括ということでございます。

前日の雨も上がりまして、大会当日は天候にも恵まれて、さいたま新都心

駅周辺の会場には、サイクルファンのみならず、多くの方々にお越しいた

だくことができたと考えております。ことしのフランス本大会の総合優勝

を含む４賞受賞者らトップアスリートの、まさにスピード、あるいは迫力、

そして会場の興奮と感動を多くの皆様に味わっていただくことができたの

ではないかと考えております。 

         また、大きな混乱などもなく、大会を無事に終了することができたと考

えております。協賛各社、オフィシャルサポーターズの皆様をはじめ、警

察や交通事業者等、関係機関の皆さん、会場周辺にお住まいの皆様、事業

者様等のご理解とご協力によるものであると、心から感謝と、また御礼を

申し上げたいと思います。 

         本大会の開催によりまして、本市の魅力を国内外に向けて情報発信して

いくという点で、大変意義深い大会となったと考えております。国内外で

テレビ放送、また新聞、サイクルスポーツ関連誌など、多くのメディアに

取り上げていただきまして、「スポーツ先進都市さいたま市」を全国、そし

て世界へアピールすることができたと考えております。ことしは、特に商

店街との連携を強化して、スタンプラリーであるとかコラボカフェなど、
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幾つもの店舗と協力関係を結びまして、大会そのものを活用していただき

ました。 

         また、世界最高峰の自転車ロードレースでもありますツール・ド・フラ

ンスの名を冠したイベントの開催が、自転車関連業界等にもインパクトを

与え、地域経済の活性化にもつながっていくものと期待をしております。 

         スポーツ、環境、健康、これらは少子高齢化の中で大変重要な要素であ

ります。こういった機能をあわせ持ち、私たちの生活に密着している自転

車という素材を最大限に活用することで、引き続き自転車を活用したまち

づくりに拍車をかけて進めていきたいと考えております。 

         今年度から、３年間の継続開催することが決定しておりますので、スポ

ーツ振興はもとより自転車を活用したまちづくりを推進するシンボル的な

大会として、また市民の皆様が誇りに思えるような、そんなイベントにさ

らに発展させていきたいと思います。大会の総括を、細かい点なども含め

てしっかり行って、議会をはじめ市民の皆様のご理解を得ることを行って

いきたいと考えております。 

         続きまして、４点目のご質問でございます。トリエンナーレの現状と課

題ということでありますが、ちょうど会期も半分を過ぎたところでござい

ますが、多くのメディアに取り上げていただきまして、おかげをもって多

くの方々にお越しをいただいていると、おおむね順調と考えております。

今後、アーティスト大友良英さんによりますイベントであるとか、あるい

はワークショップのほか、鈴木桃子さんによるドローイング作品のトーク

イベントの開催なども予定されておりまして、会期末に向けてさらに多く

の方々にお越しをいただきたいと思っております。 

         また、川埜龍三氏の作品を表紙に配しました新たなリーフレットを作成

し、１１月１１日に配布する予定となっております。また、野口里佳氏に

よるキービジュアルを表紙としたリーフレットも、内容を更新いたしまし

て１１月１８日に配布させていただく予定でございます。それぞれ作品と

配置エリアの関係をわかりやすくデザインしたほか、出品作品の画像を掲

載しており、多くの方々にご来場いただけるように市内各所に配付し、さ

らにＰＲに努めていきたいと考えております。 

         続きまして、５点目でございます。さいたま国際マラソンについてでご
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ざいますけれども、さいたま国際マラソンについては、いよいよ今週の土

曜日に駒場ファンラン、そして日曜日に代表チャレンジャーの部のフルマ

ラソンのレースと、それから約１万６，０００人の方々に参加していただ

く市民マラソン、それから８キロの部ということになっておりまして、お

おむねさまざまな準備が整い、併設で行われる「埼玉うまいもの市場」で

ありますとか、ボランティアの説明会であるとか等々の準備も、おかげさ

まで順調に進んでいると考えております。 

         また、その安全性の確保ということでは、埼玉県警察をはじめ警備ある

いは沿道対策などについても綿密な打ち合わせを実施し、おおむね順調に

できていると考えております。 

         いずれにしましても、１１月１３日は市内の広域で交通規制を実施する

ことになりますので、一層の広報活動を行って、市民の皆様への影響をで

きるだけ少なくしていきたいと考えております。 

         以上です 

〇 時事通信   市長みずからマラソンに参加される準備状況と、抱負もいただければ。 

〇 市  長   ことしの大会は、おかげさまで埼玉県警察をはじめ関係機関のご協力も

ありまして、市民フルマラソンについては、制限時間が昨年の４時間から

６時間に拡大をさせていただくことができました。 

         また、定員についても昨年の５，０００人から１万６，０００人という

ことで、３倍以上増やさせていただくことができ、さいたま市民のみなら

ず、全国からたくさんのランナーが来て走っていただくことになるわけで

ありますけれども、私もその仲間入りをして、市民の皆さんと一緒にこの

マラソンの楽しさをともに感じながら、完走ということを目指して準備を

進めてまいりました。何度か長距離も走りまして、先日試走的なこともや

りましたので、何とか制限時間ぎりぎりぐらいになると思いますが、完走

ができる可能性が出てきたというところでありまして、全力を挙げてゴー

ルを駆け抜けていきたいと思っております。 

         この１万６，０００人、全部合わせると２万人を超えるランナーがやっ

てきますので、私たちとしてはしっかりとおもてなしをして、それぞれの

ランナーにとって思い出に残る、いい大会だったと言われるような大会に

していきたいと思っております。 
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〇 時事通信   それでは、代表質問に関連して各社お願いします。 

〇 読売新聞   今の絡みなのですけれども、読売新聞です。 

         コースを実際に走られて、去年よりもことしのほうが高低差とか起伏が

少し滑らかになったと、緩くなったというふうな話がありますけれども、

その辺は走ってみていかがでしたでしょうか。 

〇 市  長   私もコース全体１回、多少歩きもありましたけれども、回ってみて、や

はり去年よりは起伏は減ってきていると、走りやすいコースに昨年以上に

なっているという感じはいたしておりますが、それでもやはり後半に少し、

東西を行くコースの一部で多少高低差がありますので、その辺が多分ラン

ナーにとっては一番大変なところになってくるのかと思っております。 

         走りやすいという部分と、私たちは完走が目的ということでありますけ

れども、レースに勝つとか、記録を出すというところでは幾つか勝負どこ

ろがあって、見る側にとっても楽しい、そんなコースになっているのでは

ないかと思います。 

〇 読売新聞   目標タイムはどのぐらいを。 

〇 市  長   目標タイムは、制限時間が６時間ですので、とにかくその６時間以内に

ゴールの中に入っているというのが一番の目標になっております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞でございます。 

         さいたまクリテリウムについてお伺いしたいと思います。先ほど市長か

ら今年度から３年間の継続開催が決定しているということでした。新都心

のコース内に、今回新しく病院ができたりということで、次年度以降ちょ

っとコースの変更等々が話に上がっているんですが、現段階でちょっと違

うコース、こちらにしようとかという何か腹案みたいなものはございます

でしょうか。 

〇 市  長   現時点では、この道路環境がよくて、市民生活あるいは経済活動への影

響が比較的少なく、そして駅からある程度近いなどを考慮いたしますと、

やはりさいたま新都心駅周辺を第一義的には考えております。 

         そして、さいたま新都心に建設中の病院あるいは警察等の関係者と協議

を重ねているところでございます。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

幹事社質問に関する質問 
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         クリテリウムについてお伺いします。たしか２月議会の予算委員会だっ

たかと思いますけれども、クリテリウムについて副市長のご答弁だったと

思うのですが、将来的に大会の実施を民間に移行することも視野に入れて

いると。その検討すべき課題とか、そういうものをこの複数年契約の３年

間で検討していかれるのだというお話だったかと思いますが、改めて市長

として、将来的にこの大会のあり方をどう考えていらっしゃるのかという

ことと、そのためにこの３年間でどういうことを市としてクリアしていき

たいとか、検討していきたいとお考えになっていらっしゃるか、この２点

についてお伺いできればと思います。 

〇 市  長   今話の中にもございましたけれども、やはりできるだけ市の財源が軽減

されて、もう一方で協賛企業が増えやすいようにメリットを一層増やすよ

うな取組、あるいは増やせるような魅力的な大会にさせていくということ

が大変重要だと思っておりますし、またそれを踏まえ取り組みながら、や

はり民間等への移行というものを視野に入れて、検討していくことが必要

と考えておりますし、この３年間という期間をいただきましたので、そう

いった中でこれらを実現できるように取り組んでいこうと考えております。 

〇 東京新聞   東京新聞と申します。 

         トリエンナーレなのですけれども、以前も一度聞いたんですけれども、

今の段階での来場者数はどのくらいになっているのかというところと、あ

と市長目標に掲げられました３０万人ですか、今の段階で届きそうなのか

どうかというところも含めて回答をお願いします。 

〇 事務局    来場者の数でございますけれども、１１月１０日現在、きのうまでの集

計でございます。全体の合計人数はまだ精査中でございますけれども、旧

民俗文化センター、旧部長公舎など主要なアートプロジェクト会場の合計

人数及びエアドームや東武アーバンパークラインにおける演劇公演などの

イベント参加人数の合計といたしまして、延べ約６万１，０００人の方々

にご来場いただいております。 

〇 市  長   あと見込みですね。今主要の会場の部分がありましたけれども、これら

に加えて連携しているイベントなどもありますので、その辺についてはま

だ報告が来ておりませんので、いずれしてもより多くの方々に見ていただ

くということが重要だと思いますし、残りあと１カ月ありますので、後か
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ら見ようという人たちもおりますので、なるべく早くたくさんの方に行っ

ていただ（こうときたいと思います）。 

         それから、やはり場所が分散しており、１日ではなかなか見切れないと

いうところもありますので、早く来ていただいて、できれば全てのものを

見ていただけるように、私たちとしてもより一層広報に努めていきたいと

思います。 

〇 東京新聞   追加でごめんなさい。今の６万１，０００人ということなんですけれど

も、これは想定していたよりも多いのか少ないのかというのはどうなんで

しょうか。 

〇 事務局    一般的に国際芸術祭、我々が想定しているものは、いわゆるＳＮＳとか

口コミ等で尻上がりという観点で捉えておりますので、ほぼこれは６万

１，０００（人で）想定どおりということで考えております。 

〇 東京新聞   ちょっと意地悪な質問かもしれないんですけど、その周辺のところとい

うのはいまいちわからない部分ありますけれども、今６万人で、本当に

３０万人もいくのかなと思ってしまう数字ではあるんですけれども、その

点はいかがお考えでしょうか。 

〇 事務局    内訳でございますけれども、アートプロジェクトの人数は、２０万人と

想定しています。このほか、市民プロジェクト、連携プロジェクトで１０万

人、合計３０万人の予定でございます。 

         それともう一つ、主要なアートプロジェクトの合計人数とただいま申し

上げましたが、実はカウントが、まだ精査しておる数字がございます。例

えば花と緑の散歩道、ここにはこの散歩道自体に作品が掲げられておりま

して、ここの人数のカウントはしておるのですが、その目的が通行なのか

鑑賞なのかが、まだ精査されておらない部分がございます。この数から、

本来の鑑賞目的ではない人数、通行や通学の数を引いた数、これを足し込

むと想定どおりという形で今考えております。 

〇 読売新聞   全体の人数が出るのというのは、大体いつぐらいになりそうでしょうか、

終了後になると思うんですけども。 

〇 事務局    今の段階では、契約の委託業者等々含めて、精査の期間を含めて、この

時点ではっきりとは申し上げられないです。 

〇 読売新聞   年度末とかになってしまいそうな感じですか。 
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〇 事務局    なるべく早目の段階で数字は申し上げたいと思います。 

〇 市  長   年度末まではいかないと思いますけれども、ただ、１２月いっぱいはか

かるのではないかと思います。いずれにしても、なるべく早くわかるよう

にしていきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         トリエンナーレに関連してなんですけれども、防火、防災体制について

お伺いいたします。今月５日に、東京新宿の明治神宮外苑で行われていま

した現代アートの作品を展示するイベントで、作品が燃えて５歳の女の子

が亡くなるという事故がございました。 

         さいたまトリエンナーレ、幾つも会場が分かれて、幾つも作品が展示さ

れているんですけれども、各会場、各作品の防火体制ですとか、あと一部

私も見て回ったんですが、暗い場所とか、危険が潜んでいそうな、そうい

う環境で鑑賞する作品というのも幾つかあったと思うんですけれども、防

火、防災体制につきましてはどのようになっていますでしょうか。 

〇 市  長   今回の大変痛ましい事故を受けまして、翌日にはこの運営事業者に対し

まして、各会場における安全対策の点検、あるいは強化を指示いたしてお

ります。また、一部の作品については巡回の頻度を上げるなど、対策を講

じるように指示もしております。 

         また、具体的には会場の清掃であるとか、屋外作品などの巡回警備の徹

底を指示しております。 

         なお、今回の開催に当たりましては、各施設において所管消防署による

確認もいただいておりますし、また今回の事故を受けまして、またさらに

確認もしていただいております。 

〇 埼玉新聞   消防署で。 

〇 市  長   消防署です。 

 

〇 時事通信   幹事社質問に関してはよろしいですか。 

         それでは、そのほか質問ある方はよろしくお願いします。 

〇 読売新聞   アメリカ大統領選でトランプ氏が当選しまして、事前に優勢だったクリ

ントンさんが敗れてしまったのですけれども、この結果については市長は

どのようにごらんになっておりますでしょうか。 

その他：アメリカ大統領選挙結果について 
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〇 市  長   まず、第４５代アメリカ大統領に就任することになりましたドナルド・

トランプ氏にお祝いを申し上げたいと思います。 

         また、当初の予定というか、想定とは違う結果になったことで、多少の

驚きはございます。今後トランプ氏の、これまでの言動がそのままアメリ

カ大統領としての判断に直結するかどうかということは考えにくいと思っ

ておりますし、トランプさんでありますので、どんな政策カードが切られ

るかというのは、私も含めて、不安と、また期待を持って多くの方が見守

っていらっしゃると思いますが、いずれにしても日本にとっては、アメリ

カは安全保障についても、あるいは経済についても、あらゆる面で大変重

要なパートナーでございますので、やはりこれまでどおりしっかりとした

同盟関係を築いていただきながら、また、しっかり対応していただくとい

うことを望んでおります。 

〇 時事通信   ほかにございますか。 

         それでは、記者クラブ側からの質問は以上です。 

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１１月２５日、１時半から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３０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。 

 

 


