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さいたま市長５月臨時記者会見 

平成２９年５月２９日（月曜日） 

午後１時３０分開会 

〇 進  行   それでは、定刻となりましたので、ただいまから臨時記者会見を始めさ

せていただきます。 

         それでは、記者クラブ幹事社、産経新聞様、よろしくお願いいたします。 

〇 産経新聞   ５月の幹事社を務めます産経新聞と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

         それでは、市長３期目就任に当たっての抱負からちょっとお聞かせいた

だければと思います。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。さいたま市長の清水勇人でございます。 

         ５月７日告示、５月２１日投開票のさいたま市長選挙におきまして、多

くの市民の皆様から熱いご支援をいただきまして、３期目の市政運営を担

うことになりました。本日３期目としての初登庁を迎えたところでありま

すが、改めて市長として課せられました使命と、また責任の重さに身の引

き締まる思いであります。 

         ３期目のスタートに当たりまして、今後の市政運営に当たっての決意と、

また取り組み等についてお話をしたいと思います。 

         「子供が輝く絆で結ばれたまち」、「市民一人ひとりがしあわせを実感で

きる都市」を実現したいと、平成２１年５月の市長就任以来、この思いを

胸に日夜市政発展のために取り組んでまいりました。また、「責任と共感」、

「徹底した現場主義」、「公平・公正・開かれた市政」の３つの基本姿勢を

掲げ、常に全力で市政運営に当たってきたところであります。 

         市民の皆様との約束を着実に実現をしていくために、「しあわせ倍増プラ

ン」、あるいは「行財政改革推進プラン」を策定しまして、また２期目には

市民や企業から選ばれる都市を目指そうということで、「さいたま市成長戦

略」、「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しまして、着

実にその事業を推進してきたところでございます。 

市長就任挨拶
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         加えて市民や事業者の皆様のご協力をいただき、「しあわせ倍増プラン

２０１３」の６０項目１１１事業、また「行財政改革推進プラン２０１３」

の４６項目５４事業について、おおむねこの２期目の中では８割達成する

ことができました。さまざまな取り組みの結果、平成２８年度さいたま市

民意識調査では、さいたま市を「住みやすい」と感じている方が８３．２％

にも達しまして、また「これからも住み続けたい」という市民の割合も

８４．６％と、いずれも過去最高の数値になったところであります。 

         また、昨年日本総合研究所がまとめた指定都市の幸福度ランキングでは、

本市は全国政令指定都市の中で幸福度１位の評価をいただくことができま

した。これまでの取り組みについては、自己満足に終わることがないよう、

グラフ等を活用し、わかりやすく説明することに努めてまいりました。 

         こうしたさいたま市でありますが、現在は人口が増加傾向にありまして、

これから１０年ぐらいは増加傾向にあると予測されておりますが、その後

は減少に転じまして、団塊（ジュニア）世代の割合が多いために高齢化が

急に進んでくるという見通しとなっております。 

         また、平成１７年、２２年、２７年の国勢調査を見ましても、生産年齢

人口については既に減り始めており、この問題は単身の高齢者世帯、高齢

夫婦世帯の増加、核家族化の進展、コミュニティ力の低下を引き起こして

おります。そして、同時に公共施設の老朽化も進んでいると認識しており

ます。 

         財政状況についても、これまでは比較的健全性を維持してまいりました

が、今後は社会保障関連経費等の増大によりまして、大変厳しい財政運営

が見込まれております。これらの課題を乗り越えて、持続可能な成長をし

ていける都市をつくるためには、これから５年から１０年、これは大変重

要な時期であると考えております。 

         昨年３月に決定をされました「国土形成計画 首都圏広域地方計画」の

中でも、これからの１０年がさいたま市のみならず首都圏全体にとっても

その将来を決するまさに「運命の１０年」であると位置づけられました。 

         本市は、東日本の多種多様な人、物、情報が実際に集結する最初の対流

拠点として重要な位置づけが与えられました。今までのさいたま市の取り

組みと、また国での位置づけを大いなる追い風と捉えまして、本市の発展
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に結びつけていくことで、さいたま市を首都圏、また東日本、日本全体、

そして世界の中でさまざまな役割を果たし、また貢献する都市として、市

民の皆様が誇りを持てる都市とすることが必要であると考えております。 

         そのためには、これまでの取り組みを継続し、さらにまた成長、発展さ

せていくことが不可欠であると確信しております。これまでの取り組みを

継続、発展、成長させていくために、「さいたま市新成長戦略」、「しあわせ

倍増計画３」、また「行財政改革推進計画３」、これらを、３つを掲げてこ

の選挙戦を戦わせていただきました。 

         「さいたま市新成長戦略」では、東日本の中枢都市づくりの推進と東日

本の広域経済圏構想ということを掲げさせていただいております。これは

具体的には駅、鉄道網、広域道路網、空港とのアクセスの強化など交通イ

ンフラ、これまでもさいたま市の大変大きな強みでありました交通インフ

ラをさらに拡充していくということであります。そして、２都心４副都心

の都市機能の向上と与野本町駅周辺地区のまちづくりマスタープラン及び

地域づくりの推進をしていくということ。さらに、この東日本全体の広域

的な経済交流を推進していくということを掲げさせていただきました。 

         また、２つ目としては、日本一安全で環境に優しい「さいたま都市強靱

化計画」の推進を掲げさせていただきました。具体的には、国の総合特区、

次世代自動車・スマートエネルギー特区事業の推進と認証によりますスマ

ートホーム、スマートコミュニティの市内全域への拡大でありますとか、

防災機能を持った新見沼セントラルパークの推進、広域防災避難場所であ

るとかエネルギーセキュリティーの確保などに取り組んでまいりたいと考

えております。 

         また、３つ目は「スポーツNO.１都市戦略」ということで、国のほうでも

日本再興戦略の中でスポーツビジネス、スポーツ市場の拡大と、５．５兆

円から１５兆円に拡大するという目標を掲げられておりますけれども、さ

いたま市でも４年前からこの成長戦略に位置づけております。これをさら

に進めて、スポーツ産業の振興と、また笑顔あふれるスポーツの力を活用

した国際スポーツタウンの創造をしてまいりたいと考えております。 

         これ以外にも国際観光都市ＭＩＣＥ戦略、また健康産業の育成と医療も

のづくり都市構想の推進、またグローバル企業の育成、支援、企業誘致の
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拡充と国際展開支援、さらにはグローバル時代の国際教育文化都市という

ようなものを掲げて、これらをしっかりと行政の中の計画として取り組み

まして、それを着実に推進していきたいと考えております。 

         また、市民の皆様のしあわせを実感できる都市づくりにつきましては、

「しあわせ倍増計画３」にして進めていきたいと考えております。 

         １つは、「子どものしあわせ倍増」で、希望（ゆめ）と絆の教育ナンバー

ワン都市を実現する取り組みでありまして、今後給付型奨学金、あるいは

奨学金の返済支援制度の創設などを含めまして、教育支援の拡充を図って

いければと考えております。 

         また、学校のリフレッシュ計画の推進、トイレの洋式化の推進なども、

これまで以上に計画を前倒しして進めていきたいと考えております。 

         また、２つ目として「女性のしあわせ倍増」ということで、これまでと

同様、「子育て楽しいさいたま市」と、さらに女性が輝くまちの実現をして

いこうということで進めてまいります。特にこの８年間も取り組んでまい

りました待機児童ゼロの問題につきましても、旧基準ではこの待機児童ゼ

ロを実現することはできましたが、引き続き保育所のニーズが大変高いと

いうことも十分認識をしておりますので、引き続き待機児童ゼロの問題に

ついてもしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますし、またあわせ

て親と子の絆を深めていく子育て支援をさいたま市らしく拡充していきた

いと考えております。 

         また、３つ目としては「高齢者のしあわせ倍増」ということで、高齢者

が健幸で生き生きと輝く安心できる健幸長寿のまちの実現をしてまいりま

す。これは、やはり高齢者の皆さん、健幸で元気な方々がたくさんいらっ

しゃいますので、コーディネーターを配置して、セカンドライフをしっか

りと支援していきたいと考えております。また、これまでも進めてまいり

ましたシルバーポイント事業あるいはアクティブチケット事業など、高齢

者の健幸、また社会参加の機会を増やす取り組みなどもさらに一層拡充を

していきたいと考えております。 

         また、さらに今後は高齢化のもう一つの側面であります、いざというと

きの安心安全を確保していくために、地域包括ケアシステムの構築などを

しっかりと進めていきたいと考えております。 
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         こうしたことなど、「障がい者のしあわせ倍増」、あるいは「医療・福祉

健康倍増」、また「文化・芸術による豊かさ倍増」、「市民・子どもの安心安

全倍増」、「自然・環境倍増」、「暮らしやすさと絆の倍増」、「中小企業対策

の強化と雇用倍増」というような視点から、しっかりとしあわせを実感で

きる都市というものを優先順位をつけて重点的に取り組んでいきたいと思

っております。 

         また、これらを実現するためには、１期目、２期目も推進してまいりま

したが、やはり行財政改革、これもしっかりと並行して進めていかなけれ

ばなりません。今回の選挙戦では、「高品質経営市役所」を目指していくと

いうことで、「行財政改革推進計画３」で、大きくは３つの柱を立てて推進

していきたいと考えております。 

         １つは、さいたまシティスタットの確立による行政の見える化と、市民、

事業者、大学との連携の推進であります。 

         ２つ目としては、歳入を増やすための財源創出のための施策の拡充と、

やはり公民連携といったものを推進していく。また、ＰＰＰあるいはＰＦ

Ｉ等、さまざまな事業手法によって、この事業を推進していくということ

にも取り組んでいきたいと考えております。 

         また、３つ目としては、ＣＳ９０運動の推進と残業の削減、働き方改革

の推進というものをしっかりと進めていきたいと考えております。こうし

た「新成長戦略」、「しあわせ倍増計画３」、また「行財政改革推進３」とい

ったものをしっかりと進めてまいりたいと思っております。 

         そのためには、まずこれらを行政の計画としていくために、これらを精

査をし、この４年間の工程表にしっかりとまとめて推進をしていくつもり

でございます。 

         また、この計画の策定及び各事業の実施に当たりましては、市政運営に

臨む基本姿勢であります「徹底した現場主義」をこれまで同様しっかりと

つらぬいて、皆様の声、また現場の課題を把握して、適切、タイムリーに

進めていきたいと考えております。 

         また、職員に対しましても指標等を有効に活用しながら、市が直面する

課題、また迅速に進めるべき施策を職員と共有し、より効果的また効率的

な市政運営を進めてまいりたいと考えております。 
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         そして、さいたま市が持続的に発展していくために必要な対応、対策を

あらゆる角度から総合的に判断し、決断、そして実行していきたいと思っ

ております。当然市民の皆様へは、職員とともに丁寧に説明をしていきた

いと考えております。 

         また、議員の皆様方におかれましても、今後もご支援、ご協力が必要不

可欠でありますので、議員の皆様にもしっかり説明し、ご理解をいただく

ように努めていきたいと考えております。 

         今後とも市民の皆様とともに、また職員一丸となってさいたま市発展の

ために全身全霊を傾けて取り組んでいくことをお約束したいと思っており

ます。運命の１０年、本当に大切な１０年であります。市民の力を総結集

し、また市の職員一同、この力を総結集してこの運命の１０年に立ち向か

っていきたいと考えております。 

         以上で私の就任の挨拶とさせていただきたいと思います。引き続き４年

間よろしくお願いいたします。 

〇 産経新聞   ありがとうございました。 

         市長に質問のある社はお願いします。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。 

         今全体のお話をお伺いしたのですけれども、改めてこの４年間で、４年

間の任期中にこれだけは何があっても市長としてもやり遂げるのだと。逆

に言えば、この８年ではなかなかできなかったことでもいいですけれども、

あとの４年でこれだけは何があってもやり遂げるという、その市長の公約

といいますか、約束を教えてください。 

〇 市  長   まずは、基本的には３つあると思っていまして、１つはやはり子育て支

援の関係です。これは、もちろん待機児童ゼロを引き続き継続していくと

いうこともございますが、それ以上にやっぱり親と子の絆を深めていく、

子育てが楽しくなるような子育て支援、こういった仕組みを、量あるいは

質ともに充実をさせて、さらにいわゆる子育てをしっかり楽しみながらや

れる環境をつくっていくということが一つの大きな使命であると思ってい

市長就任挨拶に関する質問

「４年間でやり遂げたいものについて」
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ます。 

         ２つ目が、急激な高齢化が進んでくるということがございますので、地

域包括ケアシステムを含めて、地域の中で安心安全に暮らしていける仕組

みをしっかりとつくっていくということが大きな課題であろうと思います。

これからやはり在宅で対応していくこともかなり多くなってくるかと思い

ます。これは、それぞれ行政がやるべき役割、あるいは市民の皆さんにご

協力をいただいたり、あるいは事業所の皆さんに積極的に取り組んでいた

だく、そういった役割分担もしながら、また専門家の皆さんにも中心的に

入っていただいて、この予防、そして医療、福祉、そういったものが切れ

目なく、皆さんに安心をしてもらえる高齢社会を築いていきたいと思って

おります。 

         ３つ目が、これはなかなかできなかった部分の中に入ると思いますが、

やはりまちづくりのところです。特に２都心４副都心で進めてきました。

そういう意味では、昨年、先ほども申し上げましたけれども、首都圏広域

地方計画という国全体の計画、そして特に首都圏全体の計画の中で、さい

たま市が明確に広域的な役割を位置づけられたということは大変大きな、

さいたま市の歴史の中でも大変重要な年に昨年はなったと私は思っており

ます。その中で、これまで遅れておりました大宮駅周辺のまちづくりを含

めて、まさに人口がまだ増えている間に、もちろんまちづくりであります

から、それなりの年数は当然かかりますので、完成形ができるとは思って

おりませんけれども、やはり基本的なところ、その礎となる部分について

は、運命の１０年の中でしっかりと進めていかなければいけない。 

         特にこの４年間は、非常に最初のスタートになる重要な年になりますの

で、スピーディーに、またタイムリーに、物事をしっかりと決定し、進め

ていくことが必要になると思っております。そういう意味では、特にこの

まちづくりということでは大変重要な、人口減少する前にできるだけ進め

ていくということが私たちは必要だと。そして、できるだけ人口減少する

という局面を遅らせていく、あるいは高齢化のスピード感をできるだけ緩

やかなものにしていくということが持続可能な成長ができる都市になって

いくための大変重要なテーマであり、また視点であると思っておりますの

で、その３点について特に進めていきたいと考えています。 
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〇 ＮＨＫ    もう一点だけよろしいでしょうか。 

         もう一つ、選挙の投票率の関係お伺いしたいんですけれども、今回３１％

と、さいたま市としては最低の数字になったわけでありますけれども、必

ずしも高いことがいいかどうかという議論はいろいろあるとは思うんです

けれども、政令市としてこの３０％ちょっとの方々のみが投票したという

選挙、政治参加意識についてどう思われるかということと、現職市長とし

ての責任なのか、これからの役割なのか、どういうものをお感じになって

いるかというところをお聞かせください。 

〇 市  長   この投票率の問題については、私の選挙の前後、名古屋市で市長選が行

われまして、これも多分過去最低のほうに入っているのだろうと思います。

また、同時に行われました和光市長選挙でも過去最低になりました。また、

千葉市長選挙も、３０％を切って、過去最低ということになって、このと

ころやはり全国的に単独で行われている地方の首長選挙については、かな

り投票率が低下をしているという傾向にあるということでありまして、も

ちろんさいたま市としてもしっかり取り組まなければいけない問題であり

ますけれども、同時に国全体としても大きく取り組んでいかなければいけ

ない課題なのだろうと思っております。 

         その中で、やはりこれまでも申し上げてきておりますけれども、市長選

という選挙は、基礎自治体で市民の皆さんにとって最も身近な、生活と極

めてリンクをしている、あるいは関連性の深い行政を行っている自治体の

トップを決める選挙でありますから、本来でありましたらもう少し投票率

が高いというのが当然望ましいわけでありますけれども、これが低下をし

ているということについては、大変残念な思いでいっぱいでありますし、

私どももこれからも引き続き、それについてより上げる取り組みというの

はしていかなければいけない、日常からしていく必要があるのだろうと思

っております。 

         また、もう一方で、もちろん積極的な評価ということではないのでしょ

うけれども、現状については比較的変えようという意思が少ないというこ

市長就任挨拶に関する質問

「選挙の投票率について」
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との１つのあらわれでもあると思っておりますので、評価としては難しい

ところではありますが、いずれにしても私たちもこの市政の中に、もっと

市民の皆さんに参画をしていただこうということで、これまでも計画をつ

くる段階、あるいは事業を実施する段階、あるいは計画の進捗状況をチェ

ックする段階それぞれに参画をいただいておりますが、最も重要な投票を

していただく段階にもっともっと参加をしていただけるように、日ごろか

ら市政運営の中でも、またさまざまな広報手段を使ってということも含め

ましてやっていく必要があると思いますし、教育という視点からも、やは

り投票する参政権を持っているということの意味、あるいはその重要性と

いうことについては、しっかりと子供のころから教えていく必要があるの

ではないか、と思っているところであります。 

         今回１８歳以上の方々が何％くらい投票されたかわかりませんけれども、

そういったことも含めて考えていく必要があると思っております。 

         なかなか地方選挙の場合、大きなメディア等で取り上げていただけない

ということも一つの要因としてはあろうかと思いますけれども、いずれに

してもこれは誰の責任というよりは、みんなで取り組みをしていかないと。

みんなで考えて一個一個それが上がるように。これはぜひメディアの皆さ

んにもあわせてお願いしたいと思いますけれども、みんなで考えて取り組

んでいくべき課題かと思っております。さいたま市としても、これからも

いろいろな形でやはり身近な、重要な政治なのだということをお伝えでき

るように、これからもそんな環境づくりをしていかなくてはいけないと思

っております。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。よろしくお願いします。 

         市長１期目のときに、市長の任期を３期１２年までにする多選自粛条例

を議会に提案されて、これ否決されましたけれども、それで考えると今回

３期目、最後の期ということになるのですが、現在この３期１２年と限っ

た８年前の考え方について、どう思われますでしょうか。やはり最後の期

というふうな位置づけされているのか、それとももう少し違うお考えで現

市長就任挨拶に関する質問

「８年前の３期１２年の考え方について」
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在いらっしゃるのか、その当たりをお聞かせください。 

〇 市  長   ちょうど最初の市長選挙に当選をしたときに、そういったことをお話し

て当選をさせていただきましたので、すぐに多選自粛条例というのを出さ

せていただきましたが、この中で議会の皆様ともさまざまな形で議論をし

て、最終的には否決をされました。私自身としては、１人の人が過度に長

くやるということについては、余りいいことではないだろうと思っており

ます。ただ、それらの議論を含めて、何期が適切なのかということは、現

時点では明確なものは特にはございません。ただ、私自身がそれぞれの１期

ごとに４年間というこの期間だけを与えられておりますので、その中でと

にかく全力を尽くして、その与えられた任期の中で約束をしてきたことを

しっかりとやり遂げていくということが必要だと思っておりますので、そ

れを踏まえて、その先のこと、あるいは自分なりに評価をし、続けるのか

続けないのかということは、その都度考えていくということが一番適切な

のではないかという考えを今、持っておりまして、これまでもそういった

形でお話をさせていただいてきましたので、今回もこの４年間を、とにか

く選挙戦で訴えてきたことをしっかりと守り、推進をしていくということ

に全力を挙げるということだと考えています。 

〇 朝日新聞   確認で伺うのですが、昔のことで恐縮ですが、当時は３期ぐらいが適当

かなというふうにお考えになっていたというような感じでしょうか。現在

はちょっと違うというふうに、今のお話からだと受け取ったんですが。 

〇 市  長   そうですね。前は３期が適切ではないかと思っていた部分はあったかと

思いますが、現時点では必ずしも３期ということだけではなくて、それぞ

れやはり１期１期、４年間という中で何をやるか、それからその中で何を

やってきたのかということの自分自身の評価もあるし、また市民からの評

価もあって、その中で次のことがそれぞれの判断の中で決められて、自分

が出たいと思っても市民からノーと言われることもあるし、またもうちょ

っとやるべきだという声もあるかもしれないし、それはその都度その都度。

これは別に３期目だからとか、あるいは２期目だからだとかということで

はなく、その都度判断されるべきものだと思って、ここ数年はそういうつ

もりでやってきているつもりです。ですから、３期目に当たっても、３期

目やるべきなのかどうかということは、自分なりに８年間、自分なりにや
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ってきたことを反省というか評価をしながら、またこの次の４年間やるべ

きなのかどうかということを十分に考えながら、出馬表明させていただい

たつもりでありますし、またそういう考えで選挙にも臨んだつもりでいま

す。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先ほど新成長戦略の中で、交通インフラをさらに強化するという話がご

ざいました。この中で、具体的に喫緊に整備しようという交通インフラが

ございましたら教えていただけますでしょうか。あわせて、地下鉄７号線

につきまして、非常に関心高い事案だと思うのですけれども、今の考えを

教えてもらえますか。 

〇 市  長   まず第１が、何といっても昨年事業化が決定しました新大宮上尾道路に

ついては既に国でも予算化されております。要するに、圏央道の開通の次

の大変重要な、首都圏全体にとっても大変重要な道路事業になると思って

おります。これをしっかりと（国及び首都高に）進めていただくというこ

とが、まず最も早いタイミングで進めていただかなければいけない事業と

考えております。 

         それから、あわせて交通網もそうでありますけれども、鉄道網というこ

とでは、これも交通政策審議会の中で新たな答申として取り込まれました

大宮駅の高度化を含めたグランドセントラルステーション化構想でありま

して、特に交通の部分だけで言いますと乗り換えの改善であったり、ある

いは新幹線の始発化ということについても、これは市単独でできることで

はありません。市のほうに権限があるわけではありませんけれども、ＪＲ

に積極的に働きかけをして、そういったことにも取り組んで、その環境づ

くりをしていきたいと思っております。 

         それから、地下鉄７号線の延伸の問題については、これも選挙戦の中で

も、あるいは選挙の前でも申し上げてきました。既に私たちとしては、検

討段階から実行段階に入っているということを再三申し上げてきているつ

市長就任挨拶に関する質問

①「交通インフラの強化について」

②「地下鉄７号線について」
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もりであります。私たちとしては、このさいたま市の発展のために、また

東日本の対流拠点、あるいは中枢都市をつくっていく上で大変重要な路線

の一つであると考えておりますので、さらに事業性等の課題が指摘されて

おりますので、これらも含めて浦和美園から岩槻にかけてのさいたま市の

東部エリアの、ここのまちづくりと連動させながら、その延伸に向けて取

り組んでいきたいということです。 

〇 埼玉新聞   ちょっと今のお答えで、細かい点で恐縮なんですけれども、乗り換えの

改善をＪＲに働きかけるというのは、これは具体的にどういうことなんで

しょうか。 

〇 市  長   現在、これは議会からも（ご審議）いただいたり、あるいは市民の皆さ

んからたくさん要望いただいておりますが、今東武線とＪＲが、昔は東口

の側に改札口があって、これ乗り換えをしても比較的短時間で乗りかえが

できて駅の構内に入れたわけですけれども、今ぐるっと回って中央の真ん

中ら辺から入っていく形になって、非常に乗り換えがしにくくなっている

ということで、それの改善に対する要望が数年前から出てきております。 

         私たちとしては、大宮駅の機能の高度化を考えたときに、こういった乗

りかえの改善の問題についても解消をしていく必要があるのだろうと考え

ておりますし、まさに東日本の玄関口になっている駅でありますから、や

はり先ほど言いました新幹線の一部始発化の復活、あるいは東武線の乗り

かえの問題などを含めて、やはりこれまで以上に駅の機能を高めていくこ

とでハブステーションとしての駅、東日本のハブステーションになってく

れることを期待をし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。 

         来月７日ごろに市議会定例会が始まりますけれども、そちらに関する意

気込みと、あとは初登庁されてから議会の各会派にご挨拶されましたら、

そのときご対応された方とご様子などをお伺いできればと思います。よろ

市長就任挨拶に関する質問

①「定例会に関する意気込みについて」

②「初登庁の際に、各会派で対応された方とその時

の様子について」
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しくお願いします。 

〇 市  長   ６月７日から、３期目新任期での初めての議会が行われますので、もち

ろん議案については現にされたものになりますけれども、まさに３期目の

スタートとなる重要な議会であると思っておりますので、議会の皆さんと

これからのさいたま市のあり方、あるいは将来ビジョン、これをしっかり

と描きながら、さまざまな課題に対して議論をしていきたいと、建設的な

議論をしていきたいと、このように考えております。 

         また、議長、副議長含めまして、各会派にご挨拶をさせていただきまし

た。まだ各会派の皆さん、まだ議会の日程等々の関係もあって、余りたく

さん来てはいらっしゃいませんでしたけれども、それぞれお疲れさまでし

たという話と、おめでとうございましたというお祝いをいただいたところ

であります。 

         いずれにしましても、議会と執行部という基本的な役割の違いがござい

ますので、きちんとお互いに、それぞれの視点から議論を深めていけるよ

うな関係でこれからもやっていきたいと思っています。 

〇 朝日新聞   先ほどお話なされた地下鉄７号線の件に関して、ちょっと追加で伺いた

いのですけれども、朝日新聞です。 

         たしか平成２４年の議会で、市長はたしか５年後の事業着手を目標にと

いうふうにご答弁なさったと思います。事業着手というのは、一般的に鉄

道事業者による事業の申請というようなことを我々イメージするかと思う

んですけれども、現在でも、そうすると今年度ということになるんですけ

れども、現在でもその目標に変わりはございませんでしょうか。 

〇 市  長   一つは、やはり事業性という課題がございますので、最終的にこれを出

していただけるような環境が整っているかどうかというのは、やはり事業

者の当然判断ということになってまいりますけれども、私たちとしてはで

きるだけ早期に進めていきたいという思いがございますけれども、まだ現

時点では多少課題が残っていると感じているところでございます。 

〇 朝日新聞   そうしますと、必ずしも今年度中になるかどうかというのは現時点では、

市長就任挨拶に関する質問

「地下鉄７号線について」
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思いはおありかもしれませんが、はっきりしない。 

〇 市  長   これは、やはり幾つか事業化をする上でＢ／Ｃ（費用便益比）が１以上

であるとか、あるいは３０年以内の単年度黒字化であるとか、幾つかハー

ドルがございますので、そのハードルを越えられる部分での状況がまだ現

時点では、整っていないというところありますが、今年度も引き続きコス

トを削減するための調査なども行っておりますので、そういった状況を見

ながら、一日も早くやれるようにしていきたいと思っております。 

〇 朝日新聞   ありがとうございました。 

〇 産経新聞   予定の時間が過ぎているんですけれども、各社大丈夫でしょうか。 

         それでは、どうもありがとうございました。 

〇 進  行   以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。 

         次回の開催は６月１日木曜日、１４時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０５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。


