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さいたま市長３月定例記者会見 

平成２９年３月２７日（月曜日） 

午後１時００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日本経済新聞さん、進行をよろしくお願

いいたします。 

〇日本経済新聞  ３月の幹事社を務めます日経新聞と申します。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、市長から説明をお願いし

ます。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         先週、大宮公園で桜の開花宣言がございました。前回の記者会見でもお

知らせいたしましたが、さいたま市では多くの市民の皆さまや団体、企業

のご協力によりまして、桜の下を歩ける日本一の桜回廊を見沼田んぼに整

備することができました。これからの時期、桜の美しさとともに、都市に

隣接した自然豊かな見沼田んぼのすばらしさを感じていただけると思いま

す。またさらに、サクラソウ自生地として唯一の国指定特別天然記念物で

あります田島ケ原サクラソウ自生地もあり、こちらも見ごろを迎えます。

これらの自然は市の大切な財産です。未来に受け継いでいくためにも、皆

さんと一緒に育て守っていきたいと思っています。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         それでは、初めの議題は、さいたま市で２８年ぶりに開催する「第８回

世界盆栽大会ｉｎさいたま」の概要や見どころについてご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

         まず、「盆栽、～次の１００年へ～」が今大会の大きなテーマとなって

おります。開催時期は平成２９年４月２７日から３０日までとなっており

ます。 

         また、メイン会場でありますが、さいたまスーパーアリーナ、また初日

の開会式については大宮ソニックシティ、レセプションについてはパレス

市長発表：議題１「第８回世界盆栽大会 inさいたま」
を開催します
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ホテル大宮で開催することになっております。 

         また、サブ会場でございますが、武蔵一宮氷川神社、さいたま市大宮盆

栽美術館、大宮盆栽村となっております。 

         後援は、農林水産省、経済産業省、外務省、文化庁、国土交通省観光庁、

埼玉県、ＮＨＫ、株式会社テレビ埼玉、株式会社埼玉新聞社でございます。

協賛は、本市に関係している企業よりご協力をいただいております。 

         世界盆栽大会は、世界の盆栽愛好家が集い、（親善）を深めるとともに、

盆栽文化の普及と技術の向上、また国際間の親善・交流を目的として開催

されることになっております。会期中４日間の全てのプログラムに参加で

きる盆栽愛好家向けの大会登録者は３月２１日現在で１，０６３名となっ

ております。 

         また、一般の方向けといたしまして、さいたまスーパーアリーナコミュ

ニティアリーナで行います「日本の盆栽水石至宝展」がございます。入場

料は、当日券が１，０００円で、前売り券は８００円になります。また、

小学生以下は無料となっておりますので、ぜひともお子様連れでお越しい

ただきたいと思います。 

         それでは、大会のスケジュールについてでございます。まず、２７日は

１５時から開会式を開催し、また１６時から記念デモンストレーションが

行われます。また、（１９）時からは歓迎レセプションになっております。

一般の方々は２８日から参加できることになりますが、さいたまスーパー

アリーナで「日本の盆栽水石至宝展」がございます。 

         それでは、大会の見どころについてご紹介したいと思います。 

まずデモンストレーションがまず大きな見どころになっております。日

本を代表する盆栽師の方々１３名と世界各地から招聘しました８名の盆栽

師の皆様によるデモンストレーションが行われます。例えば日本盆栽協会

の常任理事を務められております木村正彦さんでありますとか、あるいは

世界盆栽友好連盟の日本地区の理事を務めていらっしゃいます竹山浩さん、

日本水石協会の理事長を務めております小林國雄さん、また日本盆栽協会

の理事を務めております鈴木伸二さんなどによるものでございます。デモ

ンストレーションでは、それぞれの盆栽師の特徴を生かし、原木から芸術

的な作品となる過程を見ることができます。 
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         次は、「日本の盆栽水石至宝展」についてでございます。主なプログラ

ムでございますが、まず特別企画展示として、めったに見ることができな

い希少な皇居の盆栽と盆器、また日本を代表する貴重な盆栽を展示いたし

ます。あわせて、世界の盆栽紀行として、世界中で愛されております盆栽

の姿を映像、また写真等を使用して紹介いたします。さらに、全国から募

集いたしました３００席を超える世界最高峰、世界最大規模の盆栽・水石

作品を展示いたします。 

         また、市民参加のプログラムといたしましては、昨年１０月から盆栽体

験授業で作製し、大切に育ててきました市内の１１の小学生約１，０００名

がつくった個性豊かな盆栽を授業風景の写真とともに約３０メートルにわ

たって飾ります。 

         また、市民の盆栽展示としましては、平成２７年度から約２００名を対

象に公民館において実施してきました盆栽講座で作製いたしました盆栽を

展示いたします。 

         さらに、盆栽の交流コーナーといたしまして、盆栽愛好家団体によりま

す初心者向けの盆栽の手入れでありますとかワークショップなども行わせ

ていただきます。 

         引き続き説明させていただきますが、さいたま観光大使の一人でもあり

ます山田香織さんによります次世代の盆栽展示としまして、写真とコラボ

レーションした神秘的な展示を行うことになっております。また、ステー

ジイベントとしましては、盆栽のデモンストレーション、趣味の園芸のス

テージ、着物ショーなどが行われます。 

         会場内には、盆栽以外の観光ＰＲを行うさいたま市ブースを設置いたし

ます。ここでは、岩槻人形の展示のほか、さいたま市国際ジュニア大使の

初めての活動の場といたしまして、大会に来場されました外国人の皆さん

と交流する場を設ける予定となっております。 

         また、農林水産省と連携いたしまして、輸出用の盆栽の売店を設置いた

します。ここでは、検疫済みの盆栽を外国に持ち出すための手続を行うこ

とができます。 

         次に、サブ会場のプログラムについてご紹介したいと思います。まず、

武蔵一宮氷川神社におきましては、武蔵一宮氷川神社奉納盆栽展といたし
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まして、舞殿と回廊に盆栽展示を行います。観覧は無料となります。 

         また、大宮盆栽美術館におきましては、特別記念展といたしまして、大

会期間と大盆栽まつり期間中は、五葉松の銘が「日暮し」とついておりま

す盆栽を約６年ぶりに公開いたします。大会登録者は、観覧料は無料でご

ざいます。「日本の盆栽水石至宝展」のチケットを提示すると、観覧料が

割引となります。 

         大宮盆栽村の盆栽園では、期間中開園し、多くのお客様をお迎えし、大

会を記念した記念鉢の販売も行う予定となっております。 

         次に、世界盆栽大会のツアーについてご説明いたします。まず、４月

２５日には大会開催前の世界盆栽友好連盟のＶＩＰのメンバー約５０名を

対象としたプレツアーを行います。行き先は、長野県長野市、それから小

布施町、石川県金沢市に行くことになっております。 

         また、大会終了後の５月１日にはオプショナルツアーを行います。オプ

ショナルツアーにつきましては、どなたでも参加できますので、世界盆栽

大会専用ホームページから申し込みをお願いいたします。 

         さいたま市につきましては、岩槻方面へのツアー、また川口市、鹿沼市、

高松市については盆栽にゆかりの深いツアーとなっております。大会終了

後も引き続きさいたま市を拠点に観光していただき、５月３日から始まり

ます大盆栽まつりも楽しんでいただければと思っております。 

         これまで実行委員会と連携しながら大会のＰＲもしてまいりましたが、

世界中からたくさんの方が本市を訪れるせっかくの機会でありますので、

より本市の魅力を知ってもらうための大会関連イベントについて少しご紹

介をしたいと思います。 

         まず、ＪＲ大宮駅では、西口イベントスペースにおきまして、盆栽大会

の紹介でありますとか、東北や市内の盆栽家による東北や金沢ゆかりの大

型盆栽を展示いたします。また、初めて大宮駅に来られる方などを対象に

しまして、大宮観光ボランティアガイド会による観光ガイドも行います。 

         また、さいたま新都心駅前には、ウエルカムディスプレイといたしまし

て、植栽によります日本の原風景を表現したディスプレイを設置いたしま

す。 

         また、盆栽四季の家につきましては、休憩スペースを設置させていただ
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きまして、北区で活動している皆様による折り紙や絵手紙の無料体験を行

います。さいたま市文化振興事業団主催によります箏の体験・演奏会やサ

ックス四重奏の演奏会も行うことになっております。 

         また、土呂駅と大宮公園駅前には、盆栽村に訪れました観光客のために

臨時の観光案内所も設けさせていただきます。土呂駅では、ＪＲ大宮支社

のご協力のもとに、プロジェクターによる大会のＰＲ映像の投影でありま

すとか大会横断幕、ポスターの掲出、また爪切りの廃材を使用しました金

属のスクラップ盆栽の展示によりまして大会のムードを盛り上げてまいり

ます。 

         また、大会を訪れた方に少しでも長い時間本市に滞在いただき、市内を

回遊しておいしい食事やお土産を購入していただくために、地元商店会、

大宮東口商店街、大宮西口商店街のご協力によりまして、盆栽会席であり

ますとかカレーなど盆栽にちなんだメニューやグッズ販売店などを掲載い

たしました周辺ガイドマップをお配りする予定となっております。 

         また、より多くの方に大会を知っていただくとともに、本市に訪れてい

ただいた方に楽しんでいただくために、４月１５日から５月７日まで宝探

しイベントといたしまして、ＪＲ大宮駅、コクーンシティなどのご協力を

いただきながら、「伝説の盆栽四天王」と題しまして市内に隠された４つ

の宝箱を探すファミリー向けのイベントも実施してまいります。 

         地元商店会、大宮東口商店街、大宮西口商店街などから盆栽にちなんだ

メニューやグッズなどの情報が寄せられておりますので、まだ案のものも

ございますが、一例をこちらにご紹介しておりますので、ご覧いただきた

いと思います。 

         世界盆栽大会まであと１カ月となりました。大会の成功に向けて全力で

取り組んでいきたいと思っております。議題１については以上でございま

す。 

         続きまして、議題の２でございます。「さいたま市スポーツ振興基金を

活用した事業の実施について」説明をさせていただきます。 

         さいたま市スポーツ振興基金は、２０２０年東京オリンピック・パラリ

市長発表：議題２「さいたま市スポーツ振興基金を活

用した事業の実施について」
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ンピック競技大会の開催を契機といたしまして、また平成２７年度のさい

たまクリテリウム事業におきまして収支差額が出たために、それに相当す

る金額を有効に活用させていただこうということで、市のスポーツ振興の

施策をさらに推進していくために、当該施設の推進に必要な経費の財源に

充てることを目的としまして、平成２８年３月にさいたま市スポーツ振興

基金を設置いたしました。この基金を活用しまして「スポーツの力でまち

に元気を！未来のアスリートを育成します！」をテーマに事業を実施いた

します。 

         具体的には、平成２９年度から２つの事業を実施してまいります。 

まず１つ目でございますが、「オリンピック・パラリンピックを目指す

選手への応援」をテーマといたしまして、オリンピック・パラリンピック

強化指定選手奨励金交付事業を実施いたします。この事業は、本市のスポ

ーツ振興及びスポーツに関する市民意識の醸成を図っていくために本市在

住のオリンピック強化指定選手及びパラリンピック強化指定選手等に奨励

金を交付するものでございます。 

         ２つ目でございますが、「小中学生のスポーツ活動に対する応援」をテ

ーマといたしまして、小中学生全国大会等出場奨励金交付事業を実施いた

します。この事業は、既存の助成制度の対象となっていないスポーツ競技

を行う小中学生に対しまして、全国大会、国際大会等への出場に対しまし

て奨励金を交付するものでございます。 

         まず、オリンピック・パラリンピック強化指定選手奨励金交付事業につ

いて説明させていただきます。対象者は市内に住所を有する方で、１つは

オリンピック強化指定選手、２つ目としましてはパラリンピック強化指定

選手といたしまして、さらにパラリンピックにつきましては、各加盟競技

団体の独自の強化指定選手についても対象とさせていただくものでござい

ます。 

         奨励金につきましては、①のオリンピック強化指定選手、②のパラリン

ピック強化指定選手に対しましては１０万円を、③のパラリンピック加盟

競技団体の独自強化指定選手については５万円を交付させていただきます。

平成２９年５月１日月曜日から申請受け付けを開始しまして、関係書類を

添付の上、市スポーツ振興課に申請書を提出していただくというものでご
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ざいます。 

         次に、小中学生全国大会等出場奨励金交付事業についてでございますけ

れども、この対象者は、①としまして、全国大会等に出場し、市内に住所

を有する小中学生の保護者及び②としまして、全国大会等に出場し、市内

に活動の本拠のある団体であって、出場する小中学生のうち市内に住所を

有する小中学生が過半数を占める団体とするものでございます。 

         この際、全国大会等への出場に当たりまして、既存の助成制度の対象と

なる方は除かれることになります。そのため、学校の部活動でありますと

か、あるいは陸上、水泳等のさいたま市体育協会に加盟している団体の競

技は既に既存の制度でカバーしているため本制度の対象とはなりません。

このほかの、これまでの助成制度の対象となっていないホッケー、ボクシ

ング、レスリング、アーチェリー、ドッジボール、ダンススポーツなどの

競技について、より支援の門戸を広げまして、本制度の対象とさせていた

だきます。 

         本制度におきまして、全国大会とは、公益財団法人日本体育協会に加盟

する競技団体が出場する全国規模の競技大会などを、また国際大会とは、

オリンピック競技大会及びユースオリンピック（競技）大会、ジュニア大

会を含む世界選手権大会、アジア競技大会などとしております。 

         奨励金については、個人に対しましては全国大会で５，０００円、国際

大会で２万５，０００円を限度として、団体に対しましては全国大会で２万

円、国際大会で１０万円を交付するものでございます。平成２９年４月３日

から申請受け付けを開始いたしまして、関係書類を添付の上、市スポーツ

振興課に申請書を提出していただくことになります。 

         スポーツ振興基金を活用した事業についての説明は以上でございます。 

〇日本経済新聞  ありがとうございました。 

〇 共同通信   共同通信です。 

         盆栽大会の関係なんですけれども、成功に向け全力をというお話があり

ましたが、共催という立場で難しいところもあるかもしれないんですけど、

例えば来場者の目標とか見通しとか、成功の基準をどのように考えていら

っしゃいますでしょうか。 

議題１に関する質問
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〇 市  長   第１回目の大会は、さいたま市で開催していただいて、世界により一層

広がる契機となったと思っておりますが、今回の大会は性別を超えて、よ

り幅広い方々に参加していただいたり、あるいは見ていただきたいという

思いがございます。現時点ではまだ目標は定めておりませんが、そうした

ことも考慮して考えていきたいと思っております。 

         また、一つの目安として、大会登録者数は１，２００人、至宝展の入場

者数は２万人に目標を設定しております。ただ、この参加者の数だけとい

うことではなくて、幅広い年代の方々に対していろいろな訴えをしていけ

ればと思っているところであります。 

〇 共同通信   もしあればでいいのですけれども、幅広いというのは、恐らく若い人に

も来てほしいというご趣旨かと思うのですけれども、例えば前回はこうい

うふうな状況だったので、今回このようにしたいみたいなものって何かあ

るんでしょうか。 

〇 事務局    観光国際課でございます。 

         前回は、盆栽愛好家の大会ということでしたので、今回のように市民参

加という部分はございませんでした。ですので、一つの象徴と言えるのは、

小学生１１校の１，０００鉢（の盆栽）を飾りますので、そういったとこ

ろで子供たちから盆栽の文化振興を広めていくことを積極的に（進めて）

いきたいと思っているところです。 

〇 東京新聞   東京新聞と申します。 

         盆栽大会に絡んでなんですけれども、市長はさいたまの盆栽をめぐる現

状なり課題をどう捉えていらっしゃって、この盆栽大会を通じてどのよう

に発展、あるいは改善していきたいという思いがあるんでしょうか。 

〇 市  長   １つは、これまで私も幾つか海外を回って、それで盆栽とか、そういっ

た方々とお話をさせていただいたときに、世界的には日本の文化でありま

すこの盆栽の人気が非常に高くなってきていると感じているところであり

ますが、今、国内で見ますと、やはりまだまだ海外と比べると十分な広が

りがないのかなという感じがしております。そうした中で、どうしても盆

栽というとやはり高齢者の男性の趣味というようなイメージが強いわけで

すけれども、今回の大会でそういったイメージを払拭して、女性であった

り、あるいは幅広い年代の方々が楽しめる文化であるということを認識し
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ていただけるような大会にしていきたいと思っています。 

         それから、やはり盆栽園さんの後継者といいますか、盆栽を次の世代に

つないでいくための人材の確保あるいは育成ということが大変重要な課題

の一つだと思っておりますので、こういった幅広い層に楽しんでいただく

とともに、次の時代を担っていただけるような人材を育てていくための一

つのきっかけにもしていきたいと思っているのが２つ目でございます。 

         それから３点目としては、現時点でもかなり外国人の皆さんがこの盆栽

村周辺、盆栽美術館を含めまして、かなり来ていただいておりますけれど

も、今後さらに、まさに世界の盆栽の聖地にしていきたい、そんな思いが

ございます。そういう意味では、それにふさわしい大会にもしていきたい

し、この間発表しました国際盆栽アカデミーを含めて、外国の方々に来て

いただけたり、あるいは盆栽文化そのものを体験していただく機会などを

つくれるような、そんな仕組みを今後つくっていきたいと考えております。 

         それから、あともう一つは検疫の問題もかなりありますものですから、

その辺の工夫であったり、難しさもありますけれども、盆栽を輸出してい

くということについても、ここ数年ジャパンブランド化事業の中で、さい

たま市も輸出をしていくための取組をやってまいりましたので、そういっ

たビジネスにもつなげていきたい。ですから、産業としての基盤も確立し

ながら、人材の育成も図っていくことがより一層必要なのではないかと課

題を認識しております。 

〇日本経済新聞  今の、先ほどの関連なんですけれども、登録状況が国内が３９０で海外

が６７３ということで、目標が１，２００ということですけれども、日本

人の方が外国の方よりも少ないですけれども、今後増えていく見通しなん

ですか。外国人に関しては、目標をある程度達成しているということなん

でしょうか。 

〇 市  長   第１回目の大会も、これは国内のほうが海外より少なかったのです。国

内が５０４名、海外は７３３名で、前回の大会は１，２３７名、３２カ国

の方々にお越しをいただいています。日本で開催するせっかくの機会であ

りますので、私たちとしては国内のより多くの盆栽愛好家の方々に来てい

ただきたいという思いもありますし、あと海外は、今中国と（韓国）の方々

の参加状況がまだ確認ができていないので、それらの国、地域を含めると、
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前回並み以上にはいけるのではないかと考えております。過去の大会から

見ますと、そんな状況であるということでございます。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         盆栽大会の関連なんですけれども、大勢のお客様、特に外国からのお客

様がさいたま市内へいらっしゃることが想定されまして、先ほど大会だけ

ではなくて、市内への回遊をというお話もあったんですけれども、その受

け入れ体制なんですけれども、例えば外国語表記ですとか、通訳ですとか、

インフォメーションの窓口ですとか、そのあたりの市の体制というのはど

のようになっていますでしょうか。 

〇 事務局    本大会実行委員会で開催いたしますので、実行委員会で４日間の通訳ボ

ランティアを募りまして、各箇所、メイン会場、サブ会場に配置いたしま

す。それから、大宮駅とか、そういったところにも案内ができるようにし

ているところなのですけれども、市のほうの体制といたしましてはそれを

応援する形で、先ほど少し触れましたけれども、土呂駅、それから大宮公

園駅に臨時の観光案内所を設けまして、配るパンフレット等々も日英表記

にしております。そういったところで対応しています。あと看板について

も、主要駅、それからサブ会場周辺については表記のほうが終わっており

ます。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけど、テロ対策ですとか、そのあたりの安全確保につ

いてはいかがでしょうか。 

〇 事務局    安全対策ですとか警備面につきましても、実行委員会のほうで十分な対

応をとっております。それについても、警備の計画書ですとか、そういっ

たところもしっかりとつくっておりますので、そのように運営していくつ

もりでございます。 

〇 埼玉新聞   警察とかと連携しているということですか。 

〇 事務局    そうです。 

〇日本経済新聞  それでは、幹事社として代表質問に移らせていただきます。質問はまと

めて行いますので、よろしくお願いします。 

         今回の記者会見が２０１６年度最後となりますけれども、今年度を振り

幹事社質問：２０１６年度を振り返っての成果と新年

度に向けて改善したい点について
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返って成果を上げたとお考えのことを幾つか挙げてください。また、新年

度が始まりますが、今年度の課題を踏まえて改善したいということはある

でしょうか。 

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。 

         最初に、平成２８年度の成果についてからお答えをしたいと思います。

まず、昨年８月に公表いたしました「平成２８年度さいたま市民意識調査」

におきまして、さいたま市を「住みやすい」と感じている方が８３．２％、

また今住んでいる地域に「これからも住み続けたい」という定住の意向を

お持ちの方も８４．６％に上りまして、調査を開始をしました平成１９年

度以降、過去最高の数値ということになりました。特に「住みやすい」と

言っていただいている市民の割合は、ちょうど１０％ぐらい伸びたという

ことになります。 

         また、本市の人口動向としまして、子育て世代の方々の転入が多く、昨

年１１月には人口が、住民基本台帳登録ベースでございますが、１２８万

人を超えました。これは、子育て楽しいさいたま市の実現など、さまざま

な施策を推進してきた成果の一つであると考えております。 

         また、さらに昨年３月には国の「国土形成計画、首都圏広域地方計画」

の中で、「大宮」が東日本の玄関口機能を果たす対流拠点として位置付けら

れました。また、それにあわせて、大宮駅周辺の大型商業施設を中心に、

東日本連携推進協議会が発足しまして、百貨店の軒先に店舗を出して、東

日本の食べ物などを販売する軒先マルシェなどを実施していただくなど、

官民連携が図れたこと。新幹線の主要な駅、都市としっかりと連携が始ま

った、そんな年になったと考えております。 

         また、防災面におきましても、昨年７月に国土交通省所管のＴＥＣ―Ｆ

ＯＲＣＥ（テックフォース）の活動拠点として、本市内にございます日本

大学大宮キャンパスを使用可能とする協定を国土交通省の関東地方整備局、

日本大学、さいたま市の３者で締結することができました。これによって、

より一層、防災に強い都市としてさらに大きな一歩を踏み出すことができ

たということが言えると思います。 

         加えて、交通面におきましては、新大宮上尾道路について、与野ジャン

クションから上尾南インターまでの延長８キロメートルが国の直轄事業と
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いうことで新規事業化されました。交通政策審議会の答申におきまして、

地下鉄７号線の延伸あるいは東西交通大宮ルートの新設も認めていただき

ました。そういう意味では、広域的な交通網の整備等ということについて

は非常に大きな成果が上げられた１年になったのではないかと思っており

ます。 

         また、新年度に向けた課題についてでございますけれども、これまでも

何度も申し上げてきておりますが、これから人口減少を迎えるというのが

平成３７年、２０２５年が一つのピークという推計が現在なされているわ

けでありますが、そういう意味ではこれからの１０年前後というのが、本

市が厳しい、また激しさを増す都市間競争の中で勝ち残って、また持続可

能な発展を遂げていくために大変重要な、また大切な期間である、時間で

あると考えておりまして、その中で昨年は、今申し上げましたとおり広域

的な交通網、あるいは国の計画の中で明確な位置付けということにもなり

ましたので、新しいステージに入るまさに運命の１０年へのスタートを切

ることができたと思っているところであります。今後も本市の強みであり

ます交通結節点としての機能を強化していくこと、またあわせてその交通

の利便性を生かした都市機能を拡充していくこと、また防災拠点機能など

本市の強み、また特徴をしっかりと生かした施策や事業に力を入れてまい

りたいと考えております。 

         特に新年度につきましては、これまでも進めてまいりましたＣＳ９０運

動、「住みやすい」と言っていただける市民の割合を９０％以上にしようと。

２０２０年までに９０％以上にしようという取組を今行っているわけであ

りますけれども、さらに（新）年度はそういった昨年度のさまざまな成果

を踏まえながら大きく目指していく、また大きく成果を上げられる、そん

な１年にしていきたいと思っております。 

         また、その中で具体的には、まず第１としては健幸で安心・安全に暮ら

せるまちづくりに向けた取り組みということで、やはり２０２５年は人口

減少ということもありますけれども、あわせて高齢化が非常に進展をして

くるという時期でもございますので、それらを見据えながら健康寿命を延

ばし、市民一人ひとりが健幸に暮らしていくことができる、そういった地

域社会、そういうさいたま市をつくっていくための取組、「スマートウエル
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ネスさいたま」の取組をさらに強力に推進していきたいと考えております。 

         また、介護保険の新しい総合事業をスタートさせるとともに、認知症高

齢者等とその家族に対する体系的な支援を実施していくことで、高齢者と

その家族が住みなれた地域で安心して暮らせる環境づくりを進めていきた

いと思います。 

         また、健康マイレージにつきましても、６５歳未満という年齢の上限を

撤廃いたしまして、健康マイレージでためたポイントを長寿応援制度のポ

イントと交換可能にすることによって、利用される方々の利便性の向上を

図り、またより多くの方々に参加をいただける、こんなふうに思っている

ところであります。 

         また、これまでも取り組んでまいりました子育て支援では、待機児童の

問題、保育所の整備といったものも、今年度予算でも１，３００以上の定

員数を新設するということで進めさせていただいておりますけれども、そ

ういった保育所の整備、また、「子育て楽しいさいたま市」を実現していく

ための施策をしっかりと進めてまいりたいと考えております。 

         そして、東日本の中枢都市に向けた取組としましては、昨年、先ほど申

し上げましたとおり東日本の対流拠点という位置付けをいただきました。

まさにその大きな追い風をしっかりと受けとめて、私たちはタイムリーに、

またスピーディーに対応していくことが必要であると。そのためには、や

はり東日本のハブシティとしての地位を築いていくためのハード面の整備

とソフト面の仕組みの充実を図っていくことが必要であります。その中で、

私たちとしては「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の取組

をさらに前に進めていき、駅機能の高度化、また鉄道路線間の乗りかえ改

善、東口駅前広場の整備などに取り組むほか、ソフト面としては東日本地

域の交流人口の拡大、ビジネス活動の促進を図るために、この連携拠点機

能の強化を行っていきたいと思っております。さらに、新大宮上尾道路、

地下鉄７号線、東西交通大宮ルートに係る取組についても着実に、またし

っかりと前に進めていきたいと考えているところであります。 

         私からは以上です。 

〇日本経済新聞  ありがとうございます。 

         代表質問の説明に関して質問のある方は質問してください。 
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         それでは、そのほかに質問のある方は質問してください。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先週２４日に、さいたま市役所の人事が発表されました。副教育長をは

じめ、女性の幹部登用が進んだのと、あと若手の活躍を促すということの

ご説明がありました。今回の人事につきまして、狙いと、この人事による

期待される成果につきまして教えていただけますでしょうか。 

〇 市  長   それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 

         まず、新年度の人事異動のポイントについてでございますが、今回は大

きく４つの点がそのポイントだと思っております。 

         まず１点目が、今お話がありましたけれども、「女性職員の活躍促進」で

あります。平成２９年度の女性管理職は、平成２８年度の１６６人から

１７７人に増やしまして、また局長級には５人、また部長級にも６人の配

置をいたしております。それぞれの局長のポストも、子ども未来局長また

中央区、桜区、緑区の区長、それから副教育長ということで、まさにこの

女性のきめ細やかな視点も十分取り入れていただきながら活躍をしていた

だける、そういったポストではないかと思っておりますので、女性ならで

はの視点から、さらなる各部局における、あるいは各区における施策の推

進を図っていただきたいと思っているところであります。 

         ２点目は、「若手職員の積極的な活用」でございます。昨年度から実施を

いたしました係長級の昇任試験の合格者が、平成２８年４月１日付で主査

に昇任昇格して１年が経過をしたわけでございますが、この職員の中から

係長への昇任を行いました。その結果、一般事務で最も早い係長の昇任に

ついては、平成２８年度の４２歳から４歳若返りまして、３８歳になりま

した。若手職員が監督職として活躍をし、また組織の中核を担っていくと

いうことで職員のモチベーションが向上して、組織の活性化につながって

いくと考えております。また、係長昇任年齢が若くなることによって、将

来的には管理職の職員への若手職員の登用にもつながっていくと考えてお

ります。 

         また、平成２８年度から実施をしております、この係長の試験について

も、また積極的に多くの職員がチャレンジをしていただけると、そういっ

その他：人事のねらいと期待される成果について
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た機運にもつながるのではないかと考えております。 

         ３点目は「子ども家庭総合センターの開設準備への対応」でございまし

て、子ども家庭総合センターの開設に向けて、センター内に設置をする予

定であります子どもケアホーム、児童相談所、心の健康センター、総合教

育相談室などの各部署へ事務職４人と精神保健福祉士、心理、福祉職など

専門職１６人の職員を配置します。さいたま市として初めて取り組む「総

合相談」、「インクルーシブ子育て支援」、また「子どもケアホーム」の業務

をはじめとした拡大・強化される業務に、重点的に専門職を中心とした職

員を配置することで、子供・家庭・地域の子育て機能を総合的に支援する

中核施設であります「子ども家庭総合センター」の開設準備体制をしっか

りと整えていこうというものでございます。 

         そして、最後に４点目でございますが、「長寿応援社会の実現への対応」

であります。高齢者が活躍するまちづくりを推進する体制として、保健福

祉局に「長寿応援・地域医療体制整備担当」の理事、理事は局長級でござ

います。あと長寿応援担当の福祉部の副理事、これは部長級でございます

けれども、配置をしました。 

         超高齢社会を迎え、高齢者への行政需要が増大する中で、今回配置する

保健福祉局の理事及び福祉部の副理事を中心とした体制のもとに、市民の

皆様が高齢期を迎えても安心して生活を営むことができる地域社会の構築

に向けて、総合的な高齢者施策を進めていこうということで配置をさせて

いただいたところであります。 

         以上です。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         市議会について伺いたいのですが、市議会で今議会中に自民党の市議団

が２つに分かれました。真政会さんと、もとの自民党さんというふうに分

かれたのですけれども、予算案の採決態度で真政会のほうは、一般会計の

予算案は賛成、クリテリウムは一部の方が賛成をされた。対して自民党さ

んはいずれも退席というふうな方向を選ばれて、拝見していると真政会さ

んのほうが、より市長の目指すところに、どちらかというと共感されてい

るのかなと受け取れなくもなかったのですが、市長は３期目の立候補の会

その他：自民党の会派分裂に関する受けとめについて
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見で、自民党の方とも同じ方向を向いているということもおっしゃってい

ましたけれども、こうした動きに関して、市長としてどういうふうに受け

とめていらっしゃるか。こうした動きというか、採決態度が違ったりとか

ということも含めて、こうした自民党の動きについてどういうふうに受け

とめていらっしゃるか伺いたいと思います。 

〇 市  長   まず、今回の自民党市議団の会派分裂に関することについては、二元代

表制のもとでございますので、議会の会派内のことについては、コメント

は差し控えさせていただきたいと思いますが、その中で、今回議案に賛成

をいただいたということについては、十分ご審議の中でそういった結論を

出していただいたということは、私たちにとっても大変ありがたい、うれ

しいことであろうかと思っております。 

         現在私としては、これからのまさに運命の１０年という大変貴重な、大

切な時期に当たって、やはり同じ方向を向いている議員の方々としっかり

と連携をしながら、前に進めていくということが必要不可欠であろうと思

っておりますので、そういう中で今後同じ方向の中で、いろいろご議論が

それぞれの会派の皆さんと、より多くの皆さんと、できるようになるとい

いと思っているところでございます。どこがいいとか悪いとかいうことで

はなくて、そういうふうに考えております。 

〇 埼玉新聞   質問が前後しちゃって申しわけありません。 

         スポーツ振興基金を活用した事業の件なのですけれども、このようなオ

リンピック、パラリンピック強化選手の奨励金とか、小中学生の奨励金と

か、こういう同じような事業というのは、ほかの市町村でやられていると

ころはあるんでしょうか。 

〇 市  長   このオリンピック強化指定選手に対する支援については、東京都の青梅

市や香川県の坂出市などで実施していると伺っております。他の政令市で

いいますと、オリンピック、パラリンピック強化指定選手に対する直接的

な助成については、現時点においては確認されていないと。政令市の中で

は、さいたま市の取組が初めてになるのかと思っております。 

         また、全国大会に出場というような視点においては、岡山、堺なども（こ

の制度と同様に幅広く対応すべく）行われていると聞いております。 

議題２に関する質問
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〇 埼玉新聞   確認ですけれども、これまでオリンピック、パラリンピックの選手に対

しては、直接的な奨励金はなかったわけですね。 

〇 市  長   政令指定都市の中ではです。 

〇 埼玉新聞   小中学生の奨励金のイメージなのですけれども、多分いろいろ旅費とか

器具とか、お金は幾らあっても足りないと思うのですけれども、市長はこ

の小中学生に対する奨励金は、各部活とかでどのように使ってもらえれば

ありがたいと考えていらっしゃるでしょうか。 

〇 市  長   これは、先ほど申し上げましたけれども、部活動などは既存のものがあ

りますので、その中で対応していただくと。今回は、今まで対象となって

いなかった分野のスポーツの皆さんに対して、出させていただくという制

度でございまして、そういう意味では、今いろいろなタイプのスポーツが

ございますし、そのスポーツの種類、また広がりもたくさんございます。

また、小学生、中学生の中でも全国大会、また世界大会に出場されている、

そういった選手たちも、市長室に来て表敬訪問してくださったりもしてお

ります。様子を見ていると、そういう子供たちも来ております。そういっ

た方々も経費をすごく個人で負担されています。そういった経費も非常に

かかるというようなこともございますし、また少しでもそんな環境の中で

夢を持って、夢にチャレンジしていく子供たちに、少しでもしやすい環境

をつくれればという、応援をしたい、そんな思いでやらせていただく事業

だと考えております。 

〇 埼玉新聞   確認ですけれども、これまでにいろいろ表敬訪問とか、いろんな種類の

スポーツの方々が表敬訪問されるうちに、市長として何か助成できないか

という思いが芽生えたということも、きっかけの一つではあるんですか。 

〇 市  長   そういう意味では、非常に幅広いスポーツが今楽しまれているというか、

愛好されていますので、さいたま市としては、「スポーツで日本一笑顔あふ

れるまち」をつくろうというのを一つのキャッチフレーズにしております。

ですから、特定の競技だけではなくて、そういう幅広い競技をされている

皆さんの応援もしていきたい、こんな思いで少しでも、ほんのわずかであ

りますけれども、応援ができればということであります。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

その他：市長選について
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         市長選の件なんですけれども、大分近づいてきて、ある程度立候補され

る方の構図が固まってきたのかなと思うのですけれども、市長といたしま

して、今回改めて争点と言いますか、何を市民に問う選挙になるとお考え

なのかというのをお聞かせください 

〇 市  長   先ほど来お話をしていますが、これからの１０年、運命の１０年という

言葉で私自身言っておりますけれども、非常に重要な、まさに人口がまだ

増えている中で、人口減少や高齢化に向けて、今回これからの４年間にど

んな準備をしておくべきなのか、どんなことを充実させておくべきなのか

を、まさに問う選挙だろうと思っております。 

         その中で、私としてはまだ今人口が増加しているうちに持続可能な成長

ができるように、また少しでも人口が減少する年を先に延ばせるように、

また高齢化のスピード感を緩めていくために市民の皆さんの生活重視と、

もう一方として歳入を増やすための、やはりさいたま市自身の成長発展の

ための投資をバランスよくやっていく、そんな１０年になるのではないか

と思っております。それをどういうふうにやっていくのかということが問

われる、そういう選挙になるのだろうと私は思っております。 

〇 共同通信   ちょっと変な形の質問になってしまって恐縮なんですけれども、先ほど

の自民党の会派の関係の質問に対して、二元代表制なのでコメントを差し

控えるというお話があったと思うんですけれども、市長と議会の関係とい

うのは、非常に市政の上でも重要なものかと思いますし、また例えば一概

に比較することは難しいのかもしれませんが、東京都の小池知事は、議会

の会派の動きについてもいろいろご意見を述べている場面もあるかと思う

のです。市長は、どのような心情というか、お考えに基づいて、そういっ

たことにはコメントできないという立場をとられているのか、そのところ

をもう少し詳しくお聞きしてよろしいでしょうか。 

〇 市  長   日本の地方自治制度は二元代表制、私自身も市民から直接選ばれており

ます。また、議会の議員の皆様も市民から直接選ばれて、それぞれの役割

分担をしながら、また私たち執行部は、行政という執行権をいただいて、

その中でさまざまな施策を展開していく。それに対してチェックをしたり、

あるいはもっとこうしたらどうかという提案をいただき、そしてそれを議

その他：自民党の会派分裂に関する受けとめについて
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決していただくのが議会の役割だろうと私は思っております。それぞれの

立場、役割がございますので、それぞれの中でお互いに切磋琢磨しながら

やっていくということが、まず大前提になるのだろうと思っております。 

         ただ、その中で先ほど来申し上げているとおり、これからの１０年、非

常に大切な１０年になります。その１０年の中でやはり前向きな、また建

設的な議論がいろいろな形で行われていく議会と執行部との関係であるこ

とが望ましいと思っておりますので、その中で今後もそういった形の中で、

議会の皆様方が議論をしていただき、またお互いにそういう役割分担をし

ながらやっていけるという、一般論的なことになりますけれども、そうい

った考え方で進めさせていただいております。 

         具体的に、この会派が分かれたとか分かれないということについては、

特に私が申し上げるべきものではないと思っておりますけれども、ただ、

そういったいろんな方向性を向きながら、さいたま市がより一層よくなる

ための議論をしていけるように、これからも私自身も努力をしていきたい

と思いますし、また議会もそうあってほしいと思っております。 

〇 共同通信   今のお話というのは、まさに突き詰めるとチェックする立場である議会

に対して、どうあるべきだとか、その動きについて、個別の動きについて

望ましいとか望ましくないとかいう立場にないというのが、市長のお立場

ということでよろしいでしょうか。 

〇 市  長   はい。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         先ほどの市長選に関連してなんですけれども、選挙年齢が引き下げられ

てから初めての市長選挙になるかと思うんですが、市内で特に若者向けに

投票率を上げるようなＰＲですとか、そのあたりは市で何か考えているこ

とはございますでしょうか。 

〇 市  長   現時点で、具体的にどういう活動、運動をしていくかということについ

てはちょっと申し上げられませんけれども、やはり今回の選挙から、市長

選については１８歳、１９歳の方々が投票できるということになりました

ので、そうした中、前回の国政選挙では、この１８歳の皆さん非常に投票

率も高いということもございました。私たちとしても、やはり選挙に参加

その他：市長選について
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をしていただけるように、より一層、運動としての啓発であったり、ある

いは参加意識を高めていただけるような運動を展開していきたいというふ

うに思っております。 

〇 埼玉新聞   市立高校４校でも何かの授業みたいなものをやるとか、そういうイメー

ジでよろしいんでしょうか。 

〇 市  長   選挙の投票については、これは選挙管理委員会のほうでやられることだ

と思いますので、特にその辺については私自身のほうでコメント等はない

んですけれども。 

〇 埼玉新聞   選挙に行こうみたいなＰＲというか。 

〇 市  長   その辺は、選挙管理委員会のほうで多分検討されていると思うんで、そ

れはちょっと後ほど選挙管理委員会のほうでお答えをさせていただきたい

と思います。 

〇日本経済新聞  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４月７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１時５８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。


