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さいたま市長１１月定例記者会見 

平成２８年１１月２５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、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   幹事社の時事通信社です。よろしくお願いします。 

         では、市長から発表案件につきまして、よろしくお願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         ９月２４日から７９日間の日程で始まりました「さいたまトリエンナー

レ２０１６」も残すところ２週間余りとなりました。本日は市民会館おお

みやにおきまして、大友良英さんによる音楽ライブ＆トークイベントが

７時から行われます。今週末には同じく大友良英さんとアジアの招聘アー

ティストが一般参加者とともにつくりあげる音楽パフォーマンスが、また

来月１日からは市民プロジェクト「文化フェスティバル」も開催されるな

ど、１２月１１日のフィナーレに向け、ますます盛りだくさんなイベント

がめじろ押しとなっております。まだご覧になっていない皆さんにもぜひ

これから足を運んでいただき、「共に作る、参加する芸術祭」を楽しんで

いただければと思います。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         初めに、議題１「平成２８年さいたま市議会１２月定例会提出議案につ

いて」ご説明をさせていただきます。 

         平成２８年さいたま市議会１２月定例会を１１月３０日に開会いたしま

す。議案の数は合計で３５件となっております。内訳につきましては、予

算議案が１２件、条例議案が１０件、一般議案が５件、道路議案が１件、

そして人事議案が７件でございます。 

         それでは、予算議案から説明をさせていただきます。 

市長発表：議題１「さいたま市議会１２月定例会提出

議案について」
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         まず、一般会計補正予算の先議分及び通常分、また国民健康保険事業特

別会計補正予算等、特別会計が８件、それから病院事業会計の補正予算等、

企業会計が２件、合わせまして１２件になっております。 

         補正額といたしましては、一般会計の先議分につきましては、（仮称）

岩槻人形博物館整備事業の債務負担行為を変更するもので、予算額の増減

はございません。通常分といたしまして１１１億２，６７１万５，０００円

となっております。 

         特別会計につきましては、国民健康保険事業特別会計など８会計で合わ

せまして６，８８７万７，０００円になっております。また、企業会計は

病院事業会計など２会計で１１億３，９１１万円になっております。補正

の合計として１２３億３，４７０万２，０００円でございます。 

         続きまして、補正予算の特徴についてご説明をさせていただきます。 

         まず、１つ目は国の補正予算を活用した事業の実施として、（１）であ

りますけれども、大規模災害に備え迅速な罹災証明を発行可能にする被災

者生活再建支援システムを導入する防災対策事業についてでございます。

こちらについて５，５６６万円を計上してございます。 

         （２）は、低所得者の消費税の引き上げによる負担を軽減し、社会全体

の所得の底上げを図るために臨時福祉給付金の支給を行うものでございま

す。臨時福祉給付金給付事業として３２億２，０６８万円を計上しており

ます。 

         続きまして、（３）でございますけれども、障害者福祉施設の施設整備

や防犯対策を行う事業者に対しまして補助金を交付する障害者施設整備事

業について６億５，６８６万円を計上しております。 

         そして、（４）としまして、保育士の不足対策としまして、市内保育所

等への保育士の就業促進と就業継続を支援するために就業準備金の貸付額

を現行の２０万円から４０万円に倍増させる特定教育・保育施設等運営事

業に３，０００万円を計上させていただいております。 

         そして（５）といたしまして、良好な学習環境を確保するために小学校

６校及び中学校５校のトイレ改修工事等を行います小学校営繕事業に４億

９，９６７万５，０００円、そして中学校の営繕事業については７億

４，６１８万３，０００円を計上しております。 
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         続きまして、（６）としまして、市民生活の基盤となる道路、下水道等

の整備を実施するものでございまして、国直轄の道路事業負担金など４事

業合計しまして６億４，３６９万７，０００円を計上しております。 

         また、既に予算を計上している事業のうち国庫補助金の追加内示により

まして事業を行うことができることとなったものについて、年度内に事業

の完了が見込めないため、繰越明許費の設定を行うことにしております。 

         次に、２つ目でございますが、教育の充実についてでございます。 

         浦和東部第二特定土地区画整理事業地内に開校予定の新設小学校建設用

地の取得を行う小学校新設校建設事業に３７億６，０６３万４，０００円

を計上いたします。 

         そして、３つ目でございますが、地域間連携の推進といたしまして、東

日本の地方創生に寄与する（仮称）東日本連携支援センターの設置に向け

まして基本設計及び実施設計を行う広域連携推進事業としまして

２，０６６万１，０００円を計上しております。 

         最後に、主な条例議案を説明いたしたいと思います。 

         （１）といたしましては、さいたま市病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例でございますが、これは市立病院の診療科目に６科目

を追加をいたしまして、市の基幹病院として医療機能の充実を図るため、

条例の一部を改正するものでございます。 

         （２）は、さいたま市空き家等対策協議会条例でございます。こちらに

つきましては、法に定める空き家等の対策計画の策定及び現行並びに実施

に関することを調査審議いたします附属機関を設置するため、新たに条例

を制定するものでございます。 

         引き続きまして、議案の２つ目でございます「第１０回さいたまシティ

カップの開催」について、その概要を説明させていただきたいと思います。 

         さいたまシティカップは、海外の強豪クラブチームを招き、本市をホー

ムタウンとする浦和レッズ、大宮アルディージャとの国際親善試合等を実

施することによりまして、多くの市民に一流のプレーを間近で見る機会を

提供するとともに、「サッカーのまち、さいたま」を国内外に発信するこ

市長発表：議題２「第１０回さいたまシティカップを

開催します」
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とを目的としまして、平成１５年度より開催を重ねてまいりました。本年

度の開催で１０回目という節目の大会となります。 

         今大会は日韓友好５０年を記念しまして、２０１６Ｊ１リーグ年間勝ち

点１位を獲得しました浦和レッズと韓国Ｋリーグ・クラシックの覇者、Ｆ

Ｃソウルとの対戦が実現をいたしました。開催日は、来年の２月１２日の

日曜日１３時３０分キックオフ予定でございます。会場は、浦和レッズの

聖地でもあります浦和駒場スタジアムであります。 

         日韓友好５０年記念といたしましたのは、日韓両国の国交が正常化して

から２０１５年で５０年を迎えました。パートナーシップ都市（等）を韓

国に持つさいたま市として、日韓友好５０年を記念いたしまして、またこ

の第１０回大会は２０１５年開催に向け企画をしたものでございましたけ

れども、試合日程等の調整の兼ね合いから２０１７年２月の開催となった

ことから、この冠をつけてございます。 

         第１０回大会を記念しまして、市内在住の小・中学生２，０００名を無

料で招待いたします。そのほか、小学生を対象といたしましたサッカーク

リニック等の開催も予定していまして、概要が固まり次第、市または浦和

レッズのホームページで募集を行ってまいりたいと思っております。 

         次に、チケット販売概要についてご説明をさせていただきます。一般販

売の前に、さいたま市民を対象といたしましたホームタウン優先販売を

１２月２２日木曜日から来年の１月９日月曜日まで行わせていただく予定

であります。続きまして、一般販売を１月１２日木曜日１０時から行わせ

ていただく予定でございます。チケットの料金は、料金表のとおり、メイ

ンの中央指定席でありますカテゴリー１の５，０００円を最高額といたし

まして、以下カテゴリーの５まで求めやすい料金を設定させていただいて

おります。 

         続きまして、ＦＣソウルにつきましてご説明させていただきます。

１９８３年に創立しました韓国の首都ソウルをホームタウンとするチーム

でございます。ホームスタジアムはソウル・ワールドカップスタジアムで

ありまして、６万６，８０６人を収容するアジア最大級のサッカー専用ス

タジアムでございます。今シーズン６度目のＫリーグ優勝を果たしまして、

国内トーナメントを５回制覇した韓国屈指の名門クラブでございます。監



5

督のファン・ソノン氏は、Ｊリーグでもプレーしまして、セレッソ大阪、

また柏レイソルに在籍をしまして、セレッソ大阪時代の１９９９年にＪリ

ーグの得点王に、またベストイレブンも獲得いたしております。また、主

要選手には、サンフレッチェ広島で活躍し、日本代表の経験も持っており

ます高萩洋次郎選手も所属いたしております。 

         浦和レッズにとってＦＣソウルは、今年の５月、ＡＣＬ決勝トーナメン

ト１回戦で対戦しまして、延長戦の末ＰＫで敗戦したライバルチームでも

ございます。Ｊリーグ屈指の人気、実力を誇る浦和レッズと韓国Ｋリーグ

のチャンピオンとの対戦は、国内外のサッカーファンから注目されるさい

たまシティカップになると自負いたしております。 

         さいたまシティカップの説明は以上でございます。 

〇 時事通信   市長から発表のありました２議題につきまして、質問があればお願いし

ます。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         議案に上がっています東日本連携支援センターについて伺いたいんです

が、物産を例えば販売展示するということであれば、近隣のデパートなど

のほうが集客もあったりですとか利益も上がるんではないかなというふう

に思ったりするんですけれども、それをあえて市がやるということの意義

をどのように考えているかということと、もしその集客の秘訣とか何かあ

りましたら伺いたいんですけど。 

〇 市  長   事業の概要につきましては、交通の結節点、東日本の玄関口であります

本市がより拠点性を高めて、駅からまちに出ていただくことを目指すとと

もに、出展する自治体への波及を狙って東日本地域の地方創生を推進する

ことを目的としております。そこで行われることは、地域の情報発信であ

りますとか、ビジネスマッチングの支援等の目的性の高い地方創生機能を

持たせて、より幅広い人へ訴求する機能を検討しております。 

         また、東京にあるアンテナショップと違って、本市の企業や住民、また

東日本のそれぞれの自治体の企業や人との双方向の交流が可能な場として

いきたいと考えております。機能は、これから来週行われます東日本の連

携創生フォーラムがございますので、各連携自治体の意見を聞きながら精

議題１に関する質問
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査をしていきたいと考えておりまして、この東日本地域の地方創生に資す

るシンボリックな施設と考えております。単に物販をする施設ではござい

ません。 

〇 ＮＨＫ    以前の会見でも確かに出た話なんですけれども、あえて市がやるとか、

あとはほかの自治体に声をかけるという、そこら辺の意義というのはどん

なふうにお考えなのかなというのを改めてお伺いしたかったんですけれど

も、それをシンボリックにしたいというふうなお話でもあったんですが。 

〇 市  長   さいたま市は、先日国土形成計画の首都圏広域地方計画の中で東日本の

対流拠点との位置づけをいただきました。特に大宮駅につきましては、首

都圏の中で西日本の玄関口がリニアモーターカーの始発駅になります品川

駅、そして東日本のまさに玄関口が大宮駅という（期待）もいただきまし

て、新幹線（６）路線が結節していく重要な場所であるということで、単

に通過する駅にするのではなくて、そこを玄関口として東日本全体の対流、

人、物、それから情報をいろいろな形で連携あるいは交流させることによ

って東日本地域全体が発展をするようにという、そういった拠点というこ

とで位置づけられております。 

         さいたま市としては、これまでも東日本それぞれの路線を走る新幹線が

整備されてきたことによって、駅周辺のまちもまさにそれとともに発展を

してきたという経緯もございます。それを生かして、駅のみならず、駅周

辺にそういった情報の発信であるとか交流を生み出す場所を設けることに

よってより一層交流を深めていくと。細かいビジネスの物の売り買いの話

については、これは民間が中心になってやっていただくことと考えており

ますが、それを結びつけたり、それを結びつけていく仕組みのところをさ

いたま市としては行政としてやっていこうと考えているところであります。 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         市長のお考えとしては、東日本の新幹線沿線の自治体を中心に広く交流

してもらうような仕組みをつくりたいということで、その拠点として大宮

を場所として考えていらっしゃると思うのですけれども、どうしても地理

の位置的な関係上、東京、上野とかのほうが比較的利便性があって、今後

いかにして大宮の存在感を高めていくかということが一つのポイントかな

と思うんですけれども、その一つがこの情報発信拠点なのかなと思います
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けれども、それだけにとどまらず、今後その大宮駅あるいはその周辺が東

京がある中で存在価値を高めていくためにはどういったことが、これだけ

じゃなくてどういったことが必要になるか、その辺をちょっとお聞かせい

ただければと。 

〇 市  長   私たちは、これまでも東日本の中枢都市をつくっていこうということの

もとにさまざまな計画あるいは事業を行ってまいりました。１つは、まず

広域的な交通の結節機能を高めていこうということで、今年の４月に事業

化決定いたしましたけれども、首都高速道路（埼玉）大宮線の北進となる

新大宮上尾道路、それから現在、（さいたま）見沼のところでとまっており

ます首都高速道路埼玉新都心線の東進。こういった広域的な道路網を拡充

していくということが１つ。 

         それから、２つ目としまして、現在ある鉄道の結節機能。これをさらに

高めていくということで、今回、交通政策審議会で答申をいただきました

けれども、１つは地下鉄７号線の延伸であったり、あるいは東西交通大宮

ルート、これは大宮駅からさいたま新都心駅、浦和美園駅までのＬＲＴの

ルートということになりますけれども、それとさらに今回は私たちの計画

が認められて、大宮駅の機能そのものを高度化していこうということにつ

いても、この交通政策審議会の中で初めて答申をいただきました。 

         現在この大宮駅は、全国のＪＲ管内でいいましても９番目、首都圏で東

日本では８番目に乗客が多い、そういう駅でもございます。そして、新幹

線の状況を見ましても、大宮東京間（６）つの路線が全て、大宮から先は

ずっと同じ路線で走っていきますので、かなりダイヤがいっぱいになって

いる状況もありますし、これから特に北陸新幹線含めて、ダイヤの増便も

検討されていく中で、私たちとしては新幹線の大宮始発を復活させて、全

部ではありませんけれども、ダイヤを増便する部分については、そういっ

た始発なども設置をしていただこうという要望であったり、あるいは駅の

東武線とＪＲの乗りかえをより一層しやすくすることであったり、駅の機

能を改善し、また駅周辺のまちづくり、それから交通のアクセス、こうい

ったものを強化していこうということで、大宮駅グランドセントラルステ

ーション化構想ということもやっております。 

         こういった交通インフラの整備と、あわせて都市機能として宿泊である
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とかＭＩＣＥといった、そういった都市機能がまだ必ずしも十分ではない

と。既にさいたまスーパーアリーナは稼働率が高過ぎて、とることが不可

能なくらいな状況になっていたり、ソニックシティもほぼ同様な状況がご

ざいます。そういったコンベンション施設、あるいは宿泊機能を都市機能

として高めていく。 

         それらに加えて、今回はそういったソフトの部分で仕組みをつくってい

く。東京という大きな市場がありますけれども、東京に行くとそれぞれの

地域がワンオブゼムになってしまって、必ずしも十分なプロモーションで

あったり、存在感というのを出しにくい。ただ、大宮であれば、あるいは

さいたま市であれば、東日本との連携ということをより重視した形でやっ

ていこうと考えていますので、その中で東日本全体のそれぞれの地域にと

って、さいたま市とお互いにウイン・ウインの関係がつくれるのではない

かと。その呼び水といいますか、その仕掛けをつくっていこうということ

を今行政としてやっていこうと。 

         ビジネスベースの話は、今も既に軒先マルシェであるとか、いろいろな

取り組みが大型商業施設の皆さんを中心に行われていたりもしますので、

経済交流という意味では民間が中心になってやっていくことが望ましいだ

ろうと私たちも思っていますし、またあわせてそれ以外の分野については

行政間の連携でやれることについては、またそれも議論してやっていきた

いと思っています。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         新設小学校の用地の取得の件で関連なのですけれども、これはみそのウ

イングシティの中のお話かと思うんですけれども、既にある美園小学校の

ほうが生徒が増え過ぎて、プレハブをつくったりとかってなっているんで

すけども、これは当初の人口増加の計画よりも、予想よりも上回って人が

入ってきているということになるんでしょうか。 

〇 市  長   受け入れている子供の数という意味では、予定していたよりも周辺の自

由学区の子供たちも含めて入ってきてございますので、想定していた子供

の数よりも増えているということは言えると思いますけれども。ただ、も

ともとこの地域、計画の段階で、（既に開校している美園小学校に加えて小

学校１校、中学校１校）については整備するという予定で区画整理事業を
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進めてまいりましたので、それが進んできた段階でＵＲから（小学校用地

を）買い入れていくということにはなっていました。 

         それで、既に（中学校）１校については先行して（用地）取得をしてお

りましたので、今回はもう一つの予定していた小学校（の用地を取得し、

小学校、中学校を整備するということになります。） 

         ただ、美園小については予想よりもかなり（児童）が集まったというこ

ともあって、プレハブをつくって、一時的な対応ということが必要になっ

てきているという状況がございます。 

〇 朝日新聞   そのあたりも含めてなんですけれども、今年度末には２地区の整備が完

了するということもあって、みそのウイングシティの計画そのものについ

ての現状の評価というか、市長としての受けとめ、見方を教えていただけ

ますか。 

〇 市  長   予定よりも、地盤の関係もあって、若干おくれてきた経緯はあろうかと

は思っておりますが、現状としてそのほうも安定をして、そして区画整理

をした保留地等を販売できるような状況になりましたので、その中で、特

にＵＲ等が持っていた保留地等についてはほとんどもう売り先も決定して

いるという状況でありますので、今後このまちづくりが急ピッチで進んで

くると思います。 

         当初の予定どおり、また予定に近い形で、これからさらにみそのウイン

グシティのまちづくりが進んでくると思っておりますし、また私たちとし

ては、それまで想定してこなかったというか、国の総合特区に指定してい

ただいて、環境の先進都市、スマートコミュニティをつくろうというプロ

ジェクトもあわせてそのエリアでやらせていただいておりますので、より

魅力的なエリアに、あるいはさいたま市が今後環境であるとか健康である

とか、そういったまちづくりをしていく上でのモデル的な街区になってく

ると思っております。 

         アーバンデザインセンターみそのを昨年整備しまして、また美園タウン

マネジメント協会という民間の事業者も入っていただいて、研究機関とさ

いたま市と民間事業者の皆さんで進めているまちづくりもございますので、

あわせて将来のビジョンに向けて着々と進めていきたいと思っております。 
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〇 時事通信   その他、市長からの発表内容についてはございますか。よろしいですか。 

         それでは、幹事社からの質問をさせていただきます。２点ありまして、

１点目は、冒頭ございましたが、さいたまトリエンナーレ、残る期間わず

かということですけれども、ねじ巻きの時期かと思いますが、そういう意

味で大宮の話もあったかと思いますが、現状なり、やっぱりまだ課題だと

いう話、あるいは後半に向けての展望につきまして、中間点を過ぎている

という観点から、それについてお答えいただきたいということと、招待に

よる国際大会等、一般、子供たちも含めて出られるファンランも含めてあ

りましたさいたま国際マラソンですが、それの実施に当たっての総括的な

コメントと、市長みずからランナーとして完走されましたけれども、それ

につきまして感想があればよろしくお願いします。 

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

         まず、１点目のトリエンナーレの現状と課題、そして見通しということ

であります。冒頭にも申し上げましたが、会期も残り２週間強ということ

になりました。新たなリーフレットも作製し、最後のＰＲに今、力を注い

でいるところでございます。 

         先日スタンプラリーのダブルチャンスの景品も公式ウエブサイトで公表

いたしましたが、より多くの方々にお越しいただいて、そして楽しんでい

ただきたい、あるいは芸術に触れていただきたいと思っております。 

         また、本日午後７時から市民会館おおみやで、また明日２６日と明後日

の２７日には、大宮小学校でアーティスト大友良英氏によります音楽パフ

ォーマンスやワークショップ等のイベントも予定されております。会期末

に向けてさらに盛り上げていきたいと考えております。これから後半戦に

かけてさまざまな、また締めくくるようないろいろなイベントなどもござ

いますので、あわせてＰＲをし、そしてより多くの方々に来ていただける

ように全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。 

幹事社質問：

１ さいたまトリエンナーレの現状と課題、見通し

２ さいたま国際マラソンの総括とランナーとして

参加した感想
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         また、去る１１月６日に明治神宮外苑において開催されました東京デザ

インウィーク２０１６において火災事故が発生し、死傷者が発生するとい

う事故がございました。亡くなられた方に深くお悔やみを申し上げたいと

思います。私たちもこの事故を受けまして、会場運営事業者に対して安全

点検を再度徹底するように指導いたしましたけれども、安全確保に最善の

注意を払いながら、安全にこの会期を全うしていきたいと考えております。 

         それから、２点目です。さいたま国際マラソンについての感想というこ

とでございますけれども、大会当日はおかげさまで２日間とも天候に恵ま

れまして、参加されたランナーの皆様はもとより、フルマラソンのコース

沿道にはたくさんの市民の皆さんが応援に駆けつけていただいて、声援を

送ってくれました。大いに盛り上がった大会になったと感じております。 

         また、大きな混乱もなく、大会を無事に終了することができました。こ

れもひとえに協賛いただきました各社の皆様をはじめ、警察や交通事業者

等の関係機関の方々、またコース周辺にお住まいの皆様や事業者の皆様な

どにご理解、ご協力をいただいたことによるものであると思っております。

多くの皆様方に感謝と御礼を申し上げたいと思います。 

         また、１１月１１日金曜日から１３日にかけて、けやきひろばで埼玉う

まいもの市場を開催しまして、ランナーの皆さん、観戦をしていただいた

方々などにもおいしいもの、あるいは特産品を楽しんでいただくことがで

きたと考えております。 

         また、大会のコンセプトであります「未来をつくる子供たちに夢と希望

を贈る大会となす」を実現するものとして、児童・生徒によるさまざまな

体験型のイベントも開催させていただきました。国際大会に直接かかわる

ことが児童・生徒にとって貴重な経験となり、将来に生かされると考えら

れることから今後も展開をしていきたいと考えております。 

         代表チャレンジャーの部に関しましては、１位のダニエル選手、２位の

ゴベナ選手をはじめとする海外招待選手が大変大活躍をされたという印象

を持っております。那須川選手、吉田選手も頑張っていただきましたけれ

ども、より一層の日本人選手の活躍を今後期待したいと思います。 

         また、今後国際大会の代表選考レースに出場する選手には、名古屋ある

いは大阪よりもきついと言われておりますこのさいたまのコースで好タイ
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ムを出して、国際大会に臨もうという方々が増えていただければと思って

おります。 

         一般フルマラソンの部については、今回４時間から６時間に延長させて

いただき、また定員も５，０００人から１万６，０００人に拡大をさせて

いただいたことから、走りたいと思った方々がエントリーができたと考え

ております。完走率も９２％を超えまして、ランナーの要望に応えられた

ものと考えております。 

         私もランナーの一人として参加をさせていただきましたけれども、コー

ス沿道の応援にも背中を押していただいて、それが大変励みとなって、ま

た力となって完走することができました。 

         ８キロメートルの部につきましては、一般フルマラソンと同じスタート

ラインで同時にスタートして、フルマラソンと同じコースを走りまして、

駒場スタジアムがフィニッシュとなっていることから、フルマラソンと同

じような雰囲気を味わっていただけたのではないかと思います。 

         今後も健康のためのランニングを継続する、あるいはフルマラソンに挑

戦をしたいと思う方のきっかけに、あるいはそういった皆さんが目指す大

会になってくれればと思います。 

         また、今回、昨年と違うのは、２日間にわたって開催をさせていただい

たということでありまして、前日の土曜日には子供から大人まで楽しめる

ランニングイベント、駒場ファンランを開催させていただきました。参加

者を含めて約５，０００人の来場者がございました。４種目の全参加者が

完走できたということで、大変うれしく思っております。 

         新たな種目として行いました車いすの部では、最初のスタートラインで

車いすの皆さんがにこにことほほえみながら待機をして、スタートを今か

今かと待っていた姿や、最後にゴールした２人のランナーを親子ランの部

に参加するために待機していた１，０００人を超える皆さんがゴール前で

拍手と声援をもって迎えてくれたシーンには大変感動いたしました。 

         また、リレーマラソンにつきましては、定員を下回りましたけれども、

企業や学校の部活動あるいは友人同士の参加などもございました。歌ある

いはダンスパフォーマンスなどを織りまぜられながら、文字どおり楽しみ

ながら走ることができた、そんな大会になったのではないかと思っており
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まして、２日目の本格的なマラソンと、１日目のこういったまさにファン

ラン、走ることの楽しさを知っていただくイベントが、２つ同時にできた

ということは私たちにとっても、より一層このイベントの価値を上げるこ

とにつながったのではないかと思います。 

         次回大会に向けて、今回の状況を十分に把握し、また課題等を整理した

上で、主催５者をはじめ、警察や関係者と協議をし、市民の皆さんから愛

される地域に根づいた大会としていければと考えております。 

         以上です。 

〇 時事通信   招待選手と同じところを走ってみて、タイムから見るとかなりレベルの

高いコースかなと思うんですが、走ってみてどの辺きつかったとか、そう

いう市長みずからのランナーとしての印象というのはございますか。 

〇 市  長   私は、２０キロを過ぎたあたりぐらいから結構きつくなりました。前半

がちょっとハイペースで走ってしまったものですから、２０キロを過ぎた

あたりから苦しくなりまして、一番最初に苦しくなったのが、ちょうど浦

和美園駅のところに橋がかかっておりますけれども、あそこのところが

１回目大変きつい思いをしながら上っていって、その次が新浦和橋のとこ

ろです。それから、埼大通りに上がっていきまして、本当に最後のゴール

近くでありますけれども、上がってくるところが、やはり坂としては大変

きつかったなという印象を持っております。 

         今回は、特にコースのアップダウンもさることながら、少し気温が高く

なったということもありましたので、その分汗などもかいて、足がつりそ

うになってしまったりというような状況もありましたけれども、ややアッ

プダウンの多い厳しいコースと言われておりますけれども、まさにそんな

コースになっていると感じました。ただ、私の場合は練習からかなりアッ

プダウンを意識して第二産業道路で練習したりもしていましたので、アッ

プダウンはもちろん大変ではありましたけれども、そのことだけというよ

りは、やはり足の痛みとかもありましたので、そういった中での苦しさを

たくさん感じました。 

幹事社質問 2に関する質問
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〇 時事通信   あと、トリエンナーレなんですけれども、国際芸術祭ということで海外

の方々の観覧の動向とか反応というのは、市長はどのようにお感じになり

ましたか。 

〇 市  長   私も何度か見に行ったり、あとＳＮＳ等でトリエンナーレがどのように

評価されているかということで見させていただいたりもしました。外国人

に特定できるものではありませんけれども、出している芸術それぞれにつ

いては比較的評価が高くて、ぜひ見たほうがいいと書いている方もたくさ

んいらっしゃったと思っておりますし、海外からの作家さんもかなり参加

をしていただきましたので、かつさいたま市でつくるということをかなり

意識した作品をつくってくださったと思っておりますので、そういう意味

では、芸術の場合なかなか評価するのは難しいところもありますけれども、

周りの評価としては、作品そのものについては、そういうプラスの評価も

多かったように思います。 

〇 時事通信   あと、まだ期間中なんですけれども、終わった後、作品はどのようにし

ていくかというのはお考えあるんでしょうか。 

〇 事務局    作品でございますけれども、作家のほうから、また、こちらのほうから

残していただくことが可能かということで幾つかの作品を、今申し込んで

いるところでございます。 

         その中で、さいたま市にふさわしい作品を幾つか残していきたいと考え

ております。 

〇 時事通信   では、幹事社質問関係でご質問がある社はお願いします。 

〇 市  長   あと、走った感想ですね。とにかくマラソンは、国際マラソンに限って

はいないのかもしれませんけれども、とにかくゴールインしたときのあの

感動というのは物すごい達成感があって、私にとっても人生初めてのチャ

レンジであり、また生まれてからこの半年ぐらいは一番距離数としては走

ったと思っておりますので、その分も含めて大変大きな達成感と感動に包

まれたと思っています。また、あわせて沿道や、あるいは一緒に走ってい

るランナー同士が励まし合ったり、あるいは応援をいただいたり、マラソ

ン大会ってすごく地域の皆さん、走っている皆さんと一体となって盛り上

幹事社質問１に関する質問

幹事社質問２に関する質問
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がり、また楽しみ、感動を味わえるという、そういう大会だと思います。 

         さいたま国際マラソンもボランティアで今回５，０００人の方々が参加

をして、盛り上げてくれましたけれども、そういった人たちも単に給水を

するだけではなくて、頑張れとか、励ましの言葉をたくさん言っていただ

いたので、特に後半になってそれが大きな力になって、多分完走率の９２％

のうち、最後の１０％ぐらいは応援で持ち上げられたのではないかという

ぐらい、ボランティアの皆さんもランナーを励ましてくれていた姿も見ま

した。そういった意味では、大変一体的に行われた大会になったと思って

おります。 

〇 時事通信   幹事社質問関係は各社ありますか。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         先ほどのトリエンナーレの件で関連なんですが、残せる作品は残すとい

うお話だったのですけれども、それは今の場所に残すということなんでし

ょうか。それとも、どういった形で残していくのかを教えていただけます

か。 

〇 事務局    作品の残す形でございますけれども、今の場所というのは、あくまでも

７９日間のトリエンナーレの期間中でございまして、（今後は）その作品を

管理のしやすいところに移す予定でございます。 

〇 時事通信   幹事社関係はいいですか。 

         それ以外の質問につきまして、質問のある社はお願いします。 

〇 埼玉新聞   アスベストの被害で、中央区にあった工場の近くの方が、中皮腫がアス

ベストの影響によるものだと認定されましたけれども、そのことについて

の市長の思いというか、感想と、あとさいたま市は健康被害調査を環境省

から打診されているのはやられていないそうですけれども、今後やる予定

はあるのか、お考えを２点お聞きしたいんですけれども。 

〇 市  長   まず、石綿健康被害に関することについてでございますが、さいたま市

としては従来から、環境省による労働災害以外の石綿健康被害救済制度の

申請窓口と健康相談を受け付けておりまして、これらについてはホームペ

ージで公開をしてまいりました。 

幹事社質問１に関する質問

その他：中央区のアスベスト被害について
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         今回報道された２名の患者さんは、環境省によるこの石綿健康被害救済

制度の対象ということで認定されたものと思われます。市を通さず、直接

環境再生保全機構へ申請したものであると思われますので、市としては今

回、申請者の状況については把握をしておらなかったということでござい

ます。 

         認定後は医療行為が中心となるため、病院におきまして治療が行われて

いくものと思います。市の役割としては、必要に応じてこの健康相談など

に対応していくということを考えております。 

         また、環境省から、本市を含めた全国の自治体へ調査への参加意向の、

照会が以前ございましたけれども、調査に参加するには対象地域、また年

代等の解決すべき課題が想定されます。調査の遂行には、専門的な知識を

有する職員が必要であると考えておりますが、呼びかけの際には市内での

ばく露が疑われます認定患者の存在が、私どもとしては把握していなかっ

たということもございまして、それには参加せずに見送った経緯がござい

ます。今回この２名の患者さんが認定されたということを受けまして、環

境省による石綿健康被害救済制度の関連する調査については、今後協議を

進めながら、調査に参加するかどうかについて検討を進めていきたいと考

えております。 

〇 埼玉新聞   そのことですけれども、どちらかというと前向きに協議していくことに

なるんでしょうか。 

〇 市  長   今回の認定を受けて、市民の皆さんの不安が懸念されますので、その解

消を図っていくということは必要があると考えております。 

         ただ、もう一方で今回の（認定）については、環境省による石綿健康被

害救済制度の対象と認定はされたと聞いておりますが、当該のアスベスト

関連工場と発病との因果関係が認められたということでは、必ずしもない

と伺ってございますので、そういったことなども含めて、いずれにしても

アスベストに対する不安などもあろうかと思いますので、その中で環境省

と協議をしながら検討していきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   これまでは、協議もしていなかったわけですよね。協議することだけで

も前進ではあるわけですかね、前進というか、進んでいると…… 

〇 市  長   そうですね。これまでは、要するにアスベストの被害ということで、直
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接相談等については、今回のように認定されるような方の認識がなかった

ということがございますので、今回こういったことがございましたので、

改めて調査の参加ができるかどうかも含めて、環境省と協議を行っていき

たいと、いくということを、今既に検討を始めているということでありま

す。 

〇 時事通信   各社、ほかは質問いかがでしょうか。 

〇 埼玉新聞   今回の議案の中に、市立病院の損害賠償の決議を求める議案があると思

うんですけれども、裁判、民事訴訟を起こされて、その原告側と今回和解

案に合意することになったと聞いておりますけれども、市としましては、

その医療行為に関して責任というか、医療ミスというか、そういうのはあ

ったと、まずお考えなのかどうかをお聞きしたいのと、あと今回このよう

な事態になったことについてのお考えもお聞きしたいんですけれども。 

〇 市  長   これまで裁判という形の中でやってきたわけでありますけれども、その

中で裁判所のほうから、いわゆる和解（の提案）ということで提示をいた

だきまして、それをもとに両者が協議をしてまいりました。その中で、そ

の和解内容について私たちとしては合意ができるということで、議案とい

う形で出させていただいたということでございます。 

         合意の中身等については、和解のところに内容については公開をしない

という形になってございますので、申しわけございませんけれども、そこ

はご理解をいただきたいと思います。 

〇 読売新聞   今の関係で、きのう記者室で行われたレクチャーの中で、追加でちょっ

と質問させていただいた項目があって、その中で受けとめ方についてどう

いうふうにお考えですかという項目で、医療行為の中で起きた出来事であ

るということで、市に瑕疵があったのかどうかというところがちょっとよ

くわからなかったのですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。

要するに市に何か責任を負うべき瑕疵があったのかどうなのか、その点で

す。 

〇 市  長   詳細については、担当のほうからご連絡をさせていただきたいと思いま

す。 

〇 読売新聞   担当はどなたになるのでしょうか。昨日ペーパーでいただいた以上のこ

その他：市立病院の損害賠償請求事件の和解について
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とは申し上げられないということになると、要は意味がよくとれない部分

について追加の質問は受けられないということで、ちょっとこちらとして

は困ってしまうのですけれども、そこをもう少し対応していただきたいな

というふうに考えているんです。 

〇 市  長   和解の合意に基づいて出させていただいていますので、いずれにしても

その和解の内容を十分把握しているものでしか、どこまで出せるか十分に

申し上げられないところがございますので、その中でできる限りお知らせ

はしたいと思いますが、そういった合意もあるものですから、ご理解をい

ただければと思います。 

〇 読売新聞   わかりました。 

〇 埼玉新聞   それに関して詳細とは別に、損害賠償額が１億３，０００万円以上、高

額なんですけれども、そういうお金を払うことになってしまったこと自体

に対しては、どういうふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   いずれにしてもそういった医療（行為中に）起こったということについ

ては、私たちとしては誠に遺憾なことだと思っておりますし、こういった

ことが基本的にはあってはいけないことと思っておりますので、今後そう

いったことが起こらないように、より一層しっかりと対応ができるように

していきたいと思っております。 

〇 時事通信   各社ほかはいかがでしょうか。 

         よろしいようであれば、記者側の進行をお返ししますので、よろしくお

願いします。 

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１９日月曜日、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２５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。


