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さいたま市長５月定例記者会見 

平成２９年５月２日（火曜日） 

午後１時３１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産経新聞さん、進行をよろしくお願いい

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いた

します。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         ４月３０日まで開催されました「第８回世界盆栽大会ｉｎさいたま」が

大盛況のうちに閉幕いたしました。ご協力いただきました関係各位、また

ご来場いただきました市民の皆様に心から感謝します。 

         さて、あすからはゴールデンウィーク後半、多くの皆様が５連休となる

のではないでしょうか。この期間中にも市内各所ではさまざまなイベント

が開催されます。ぜひご家族やご友人などとお出かけいただき、さいたま

市の魅力を感じていただければと思っております。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

 

 

         １番目の議題でありますが、「さいたま医療ものづくり都市構想 第２期

行動計画の策定について」でございます。 

         本市では、ものづくり企業が医療機器関連分野へ進出するのを支援する

ために平成２４年１月に「さいたま医療ものづくり都市構想」を策定いた

しました。今回構想の後半の５年間の具体的な取り組みを示します「第２期

の行動計画」を平成２９年３月に策定いたしました。 

         まず、「第２期行動計画」の説明の前に「さいたま医療ものづくり都市構

想」についてご説明したいと思います。 

         まず、構想の目的でございます。本市を中心に集積をしております多彩

なものづくり企業の医療機器関連分野への新規参入、あるいは事業拡大を

市長発表：議題１「医療ものづくり都市構想 第２期

行動計画を策定しました」 
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支援することによりまして、地域経済の新たな成長エンジンを形成すると

ともに、臨床現場に技術面から貢献することで地域社会のＱＯＬを向上す

ることでございます。 

         構想の期間は平成２４年から平成３３年までの１０年間といたします。

前半の５年間を第１期、そして後半の５年間を第２期ということで取り組

んでおります。 

         構想では、本市の産業特性や市内の医療機関の特長を生かすために、光

レーザー技術によります「レーザー・フォトニクス」、また体への負担を軽

減する「低侵襲・低リスク」、そして「小児医療」の３つの重点分野を定め

ております。 

         また、４つの基本施策を軸としまして、企業の参入や事業化を促進する

ための取り組みを推進し、構想の目的達成を目指しております。中でも第

１期におきましては、特に基本施策の１でございます「医療ものづくりコ

ミュニティの形成」に重きを置いて取り組みを進めてきました。その結果、

本市と周辺地域におきまして医工連携に取り組む機運が着実に高まってき

たと考えております。 

         次に、第１期における取り組みの状況についてご紹介をしたいと思いま

す。まず、医学系学会との連携についてでございますが、第１期では３つ

の重点分野を中心とした医学界とのつながりを構築していくことで医師と

企業のマッチングを推進してまいりました。日本レーザー医学会、日本内

視鏡外科学会、また日本小児外科学会などとマッチングに取り組んでまい

りました。 

         学会の開催に合わせまして、さいたま企業ブースを出展するなど積極的

に関係構築に努めてまいりました。また、企業の参入支援として人材育成

にも力を入れてきたところでございます。医師の方々にご協力いただきな

がら、より実践的な人材育成支援を行ってきたところでございます。 

         続きまして、販路開拓の支援についてでございます。そこでは、国内外

の医療機器展示会への出展支援を行っております。国外の事例としまして

は、ドイツで開催されております世界最大級の医療機器展示会であります

「ＣＯＭＰＡＭＥＤ（コンパメド）」への出展を支援しております。 

         本市は、ドイツの医療産業クラスターとの経済交流に係る覚書を締結し
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ております。そうした産業クラスターとの協力関係を得ることでより効果

的な商談を実施しております。 

         また、市域を越えたオールさいたま体制を構築しまして、埼玉県との連

携体制によって医工連携をサポートする広域連携プラットフォームを整備

しております。 

         続きまして、第１期で開発されました医療機器の事例についてご紹介し

たいと思います。支援拠点として整備しました試作開発ラボにおきまして

研究開発をした商品が医薬品医療機器等法の認証を得た事例でございます。

この商品は「ＪＰＡＰ（ジェイパップ）」という商品でございます。これは

睡眠時の無呼吸症候群の患者さんが在宅で治療する呼吸補助装置でござい

ます。国内メーカーでは唯一の生産販売となっております。今年２月から

医療機関での取り扱いを開始したと聞いております。第２期におきまして

は、こうした医療機器の開発事例をできる限り多く創出をしてまいりたい

と考えております。 

         続きまして、第２期の行動計画についてでございます。第２期では、展

開・発展期と位置付けまして、第１期行動計画に基づいて構築しました支

援基盤を発展させ、より高度な医療機器や臨床現場の課題解決に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

         第２期行動計画における方針でございますが、試作品以降の支援体制の

拡充、また臨床現場との連携の強化、また医療機器関連分野へ参入しやす

い環境整備の３つの方針を掲げまして、施策を展開してまいりたいと考え

ております。 

         続きまして、第２期の行動計画の施策体系についてでございます。４つ

の基本施策につきましては、第１期から継続して拡充してまいります。ま

た、基本施策をより効率的、効果的に推進をしていくために重点的に取り

組む内容を定めております。 

         まず、１つ目は、仮称になりますけれども、「さいたま医工連携アドバイ

ザリーボード」を構築してまいります。これは、高度な専門知識を持つア

ドバイザーを活用することで商品化までを見据えた支援を行い、今まで以

上に医療機器開発の成功可能性を高める支援をしたいと考えております。 

         そして、２つ目は、医療機関との連携強化でございます。臨床現場から
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の支援体制の整備をするとともに、ものづくり企業の技術を臨床現場へ生

かすことができる仕組みを構築していきます。 

         ３つ目は、医工連携の拠点の機能強化でございます。現在、北与野駅前

のアルーサＡ館１階を整備し、支援拠点として情報発信等を行っておりま

す。さらに機能を強化して、地域医工連携の中核となるような拠点として

整備してまいりたいと考えております。 

         第２期の行動計画の説明については以上となります。 

         本計画に基づき事業を推進することで、より多くの成果を生み出してま

いりたいと考えております。また、長期的な視点としては、構想の取り組

みによって地域医療の質が向上し、安心して子育てできるまちづくりに貢

献するなど、地域課題の解決に寄与するような取り組みにしていきたいと

考えております。 

 

 

         それでは、議題の２に移ります。「感震ブレーカーの普及にあわせて地区

防災計画策定を支援します」についてご説明をさせていただきます。 

         本市では、防災という緊急課題に対応するため、平成２７年８月、「災害

に強い空間づくり」と「災害時の避難や応急活動を支える空間づくり」の

基本方針と具体的施策を定める「さいたま市防災都市づくり計画」を策定

いたしました。この計画に即しまして、延焼リスクを含む災害リスクが高

く、重点的かつ優先的に対策を講じる必要がある地区の自主防災組織に対

して感震ブレーカーの購入補助を行うことといたしました。 

         感震ブレーカーとは、地震の強い揺れを感知して、自動的に電気を遮断

し、火災を防ぐものでございます。阪神・淡路大震災では通電火災が相次

いだことから、この普及の動きが広がっているものです。 

〇 事務局    感震ブレーカーにつきましては、「簡易タイプ」というものがございまし

て、ブレーカーのスイッチ部分にセットしまして、（つながっている紐がた

るんだ状態となるよう、紐の先の）重りをこのような形で置きます。ばね

仕掛けのものなどもございますが、私どもとしては、こういったもの（家

庭での装着が容易で壊れにくいもの）を推奨していきたいと考えておりま

す。 

市長発表：議題２「感震ブレーカーの普及にあわせ、

地区防災計画策定を支援します」 
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         仮に揺れたとします。（置いた重りが落ち、その重みで）ブレーカーが落

ちます。これが簡易タイプの感震ブレーカーです。 

〇 市  長   今ご覧いただいたような感震ブレーカー、これについて普及のための補

助を行っていきます。 

         画面をご覧いただきたいと思います。この画面は、防災都市づくり計画

におきまして、延焼リスクと避難困難リスクが高く、建物の建て詰まりの

度合いや道路状況などの地域特性を考慮し、改善が必要な地区を「推進地

区候補」として設定したものでございます。 

         （濃い）グリーン色のところが広域避難場所でございまして、（薄）グリ

ーンのところが指定緊急避難場所、青いところが指定避難所に指定されて

いるもので、薄い紫色のところが「推進地区候補」でございます。この「推

進地区候補」は１９地区、約３２０ヘクタールになります。このたび「推

進地区候補」の地域を含む自主防災組織、６６組織、約４万８，０００世

帯に対しまして感震ブレーカーを補助する補助金の対象とすることとしま

した。 

         本市では、これまで感震ブレーカーは自宅を守る自助としておりまして、

自主防災組織の補助事業の適用外としておりました。しかし、地域が一丸

となって火災防止対策に取り組むことは延焼火災を防止するためにも大変

重要な課題であることから、「共助」につながるものと受け止めるように検

討しました。 

         地域における「共助」の取り組みとするため、災害対策基本法の改正に

よって定められております住民が自ら策定する「地区防災計画」の策定を

感震ブレーカーを補助する条件とさせていただきました。対象となります

のは、先ほどの説明と重なりますけれども、「推進地区候補」の地域をエリ

アに含む自主防災組織としております。 

         しかし、現在全国的にもこの「地区防災計画」の普及は進んでおりませ

ん。本市では、昨年度から防災士の資格を持つ「防災アドバイザー」によ

りますグループを各区単位に築いておりまして、今年度から計画策定の支

援を希望する自主防災組織へ派遣する制度を開始してまいります。 

         この「防災アドバイザー」の登録人数は現在約２８０名となっています。

派遣される区単位の「防災アドバイザー会」に謝金を支給しまして、計画



 
6 

策定の促進と、また充実した支援体制の構築を目指してまいります。この

「地区防災計画」の策定によりまして、段階的に「推進地区」内に感震ブ

レーカーが行き渡るなどの計画を立ててもらうとともに、共助の取り組み

を実施していく、この自主防災組織への普及を目指していこうという考え

方でございます。 

         さらに、新たな取り組みといたしまして、感震ブレーカーにつきまして

は、市の施設であります障害者就労支援施設でも製造する予定でございま

して、障害者の雇用機会の創出にもつなげてまいりたいと考えております。

今後、製造現場の人員配置でありますとか、あるいは販売窓口を定めまし

て、自主防災組織とは直接取引ができるように育てていきたいと願ってお

ります。おおむね６月からの製造開始を目指しておりまして、１０月以降

に自主防災組織に対して納品ができるように体制を確保してまいります。

この取り組みによって、障害をお持ちの方に防災用品を取り扱っていただ

くことで貴重な意見交換の場ともなり、災害弱者に対する対応策の検討へ

の期待も持てると考えております。 

         以上で議題２については終わります。 

 

 

 

         続きまして、議題の３でございます。３回目を迎えますさいたま国際マ

ラソンですが、１１月１１日土曜日、１２日日曜日に開催します。その大

会概要についてご説明させていただきます。 

         まず、初日、１１月１１日土曜日につきましては駒場運動公園でランニ

ングイベント、「駒場ファンラン」を実施いたします。「子供から大人まで

楽しめる」をコンセプトにしまして、４つの部門を設定しております。小

学生以上の車いすを常用する方が１キロメートルを走行いたします「車い

すの部」、また小学生と保護者がペアで１．５キロメートルを走ります「親

子ランの部」、また小学４年生から中学生が１．５キロメートルを競います

「１．５キロメートルの部」、また２人から６人までのグループで２時間た

すきをつないで周回数を競います「２時間チームランの部」でございます。 

         この「２時間チームランの部」につきましては、チーム単位で競うもの

市長発表：議題３「第３回さいたま国際マラソン 

５月１０日（水）さいたま市民優先申込開始～「おい

しい」特典付き～」 
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でございますが、チームの人数の上限を、前回は８名でしたが、今回は６名

とさせていただきまして、競技時間も３０分短縮をしたことで前回より参

加しやすくしました。 

         また、エントリー時にＡからＦのチームカテゴリーを選べるようにする

ことで、表彰機会を増やすことにもつなげていきたいと考えております。

職場や地域、クラスやサークルなどで気軽にご参加をいただきたい、そん

な思いを込めて６つのカテゴリーに分類しています。 

         各部門のコースは昨年と同じコースになっております。募集開始は、い

ずれの部門も５月２２日月曜日午前１０時からインターネットでの申し込

みとなります。 

翌１１月１２日日曜日には「フルマラソン」と「８キロメートルの部」

を実施いたします。 

         「代表チャレンジャーの部」につきましては、先日、日本陸上競技連盟

から発表がございましたが、今大会から東京２０２０オリンピックのマラ

ソン代表選手選考レースとなります「マラソン・グランド・チャンピオン・

シリーズ」に位置付けられたことから、これまで以上に注目度が増すレー

スとなることを期待しております。レースの模様は日本テレビ系全国ネッ

トで生中継を予定しております。 

         市民参加部門としては、「一般フルマラソンの部」と「８キロメートルの

部」がございます。コースは、昨年同様、さいたまスーパーアリーナをス

タートして、一般フルマラソンの部は埼玉スタジアム２００２や越谷市神

明町を経まして、再びさいたまスーパーアリーナに戻ってくるコースでご

ざいます。 

         「８キロメートルの部」につきましては、フルマラソンと同じコースを

走りまして、途中の駒場運動公園でフィニッシュをするというコースであ

ります。 

         両部門とも５月２２日月曜日午前１０時からインターネットで募集を開

始いたします。 

         一般フルマラソンの部には、さいたま市民及び埼玉県民優先申し込みが

ございます。「さいたま市民優先申し込み」は、５月１０日水曜日午前１０時

から１４日日曜日までを申し込み期間として、今回は人数制限がございま
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せん。また、「埼玉県民優先申し込み」は、５月１５日月曜日午前１０時か

ら１７日水曜日までを申し込み期間として、先着１，０００人までとしま

す。「さいたま市民優先申し込み」期間中に申し込まれた方には、さいたま

新都心けやきひろばで同時開催をいたします「埼玉うまいもの市場」にお

きまして、１，０００円分のお買い物ができる特典が付いてまいります。

「埼玉うまいもの市場」は、県内の魅力ある食事やお土産、展示などを楽

しめるもので、前回は豆腐ラーメンや秩父のわらじカツ、県内の各種クラ

フトビールなどに出店していただきました。また、特設ステージではシド

ニーオリンピック金メダリストの高橋尚子さんらによりますトークショー

やパブリックビューイング、表彰式なども行いました。この特典は、「さい

たま市民優先申し込み」期間中に応募をいただいたさいたま市民の方に限

定したものになります。ぜひ多くの市民にご応募いただきたいと思います。

参加の申し込みはインターネットで、大会公式サイトのエントリーフォー

ムからとなります。検索エンジンで「さいたま国際マラソン」と入力して

いただいても見つけることができます。「市民優先申し込み」は、１０日水

曜日、午前１０時から始まります。 

         昨年の大会、私も生まれて初めてフルマラソンに挑戦し、完走すること

ができました。この機会に皆さんもフルマラソンに挑戦してみてはいかが

でしょうか。多くの方のご応募をお待ちいたしております。 

          

〇 産経新聞   ありがとうございました。 

         それでは、市長からの説明について幹事社から１点質問させていただき

ます。感震ブレーカーの普及に合わせた地区防災計画の策定なんですが、

こちらについては他の市町村、県内の他の市町村、あと他の政令市でこう

いった計画を策定している場所というのは、確認されている中でほかにご

ざいますでしょうか。 

〇 事務局    「地区防災計画」については、法律に基づきまして全国的にやっている

ところではございますが、（感震ブレーカーが）普及しているという情報は

入っておりません。 

〇 産経新聞   ありがとうございます。幹事社からは以上になります。 

         各社さん質問がありましたらお願いします。 

議題２に関する質問 

 



 
9 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         医療ものづくり都市構想の件なんですけれども、高度な知識を有するア

ドバイザーが商品化までの支援を行うとあるのですが、これは一つの担当

が一人で密着して、ずっと支援を行っていくというイメージでいいんです

か。専門の方は、企業とか医療機関にずっとその担当になって、ずっと一

人の専門的な方が、ずっとその商品化までを付き添うように支援していく

というイメージでいいんでしょうか。 

〇 事務局    必ずしも一人のアドバイザーが一企業にずっとついてというわけではな

いのですが、数が余り多くなるような件数ではないので、結果としては最

初から最後まで、アドバイスをしながら進めていくような形が望ましいと

今考えています。 

〇 時事通信   多分事務的に回答していただくことになると思いますけれども、この感

震ブレーカーって１個当たり幾らぐらいで製作販売する予定なのかという

ことと、年間どのくらい生産できるのかということと、あと「地区防災計

画」というのは何に位置づけられているものかというのが、ちょっとわか

りにくいので、もう一度お願いします。 

〇 事務局    まず、感震ブレーカーについては、「簡易タイプ」のもの、例えば工事を

必要としないでご家庭内で設置できるものを推奨していこうと思っており

ます。その中には、一般財団法人日本消防設備安全センターの認証マーク

を得たものを対象としていこうと考えております。 

         また、先ほどご紹介した重りが落ちるようなタイプは障害者施設の方で

製作販売していただくようになりますけれども、税込み２，０００円で販

売していけるように対応していこうと計画しております。また、通常

２，０００円から３～４，０００円で簡易タイプは販売されているとの情

報を得ております。 

         また、「地区防災計画」ですが、災害対策基本法４２条に「地域防災計画

の策定」というものが各自治体のほうで義務づけられてございます。この

「地域防災計画」の中の一つとして、地域住民によってボトムアップ型の

計画をつくることによって、自主防災力を強化しようということに狙いを

つけまして、できる規定としてあるものでございます。ですから、罰則規

議題１に関する質問 

 



 
10 

定等はございません。 

〇 時事通信   もう一点。福祉就労施設ではどのくらいつくるのかというのと、この対

象となる施設は市内でしょうかね、どのくらいあるんですかね。 

〇 事務局    対象となる施設はこれから生産能力等を、調整しながら行っていきます

が、目標値としては概ね５，０００個ぐらいを、まずはできるような形で

やっていければと考えてございます。状況に応じて十分対応していきます。

また、作業場としては、さいたま市の施設で行います。例えば日進職業セ

ンターといったところを活用し、大体４カ所から５カ所を検討しておりま

す。 

〇 時事通信   もう一個、この感震ブレーカーの市内の普及率とか、そういうのはわか

りますか。 

〇 事務局    申し訳ございません。そこまではつかんでございません。 

 

〇 産経新聞   それでは、幹事社として代表質問をさせていただきます。質問はまとめ

て行いますので、お願いいたします。 

         世界盆栽大会について、会期中の来場者数など成果についてお教えいた

だきたいんですが、あわせて大会を終えてのご感想もお願いいたします。 

〇 市  長   去る４月３０日で、２８年ぶりに本市で開催いたしました「第８回世界

盆栽大会ｉｎさいたま」が閉幕を迎えました。事故もなく無事閉幕を迎え

ることができまして、まずは一安心ということでありますが、ご来場いた

だきました皆様を初め、協賛をいただきました企業、団体、またボランテ

ィアの皆さん、また開催にご尽力、またご協力をいただきました関係者の

皆様に改めて感謝と御礼を申し上げたいと思います。 

         大会の登録者数といたしましては、目標の１，２００名を超えた登録が

ございました。登録者数は、４月２０日現在の数字でございますが

１，２２９人、国内が４４３人、海外が７８６人でございます。最終的な

登録者数は現在集計中でございます。 

         また、会場全体の入場者数でございますが、現在集計中でありますけれ

ども、まずさいたまスーパーアリーナにつきましては３日間で４万

５，５１３人の方が来場されました。そのほか市で実施をしました関連イ

ベントについても集計中でございます。世界盆栽大会にお見えになった延

幹事社質問：世界盆栽大会の成果や感想について 
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べ来場者数を、集計でき次第報告をしていきたいと考えております。 

         また、海外からのお客様も多く、さいたま市の盆栽を世界に向けて発信

できた大会となったと思っております。また、さいたまスーパーアリーナ

の会場には多くの若い世代の方々も見られました。世代を超えて関心を持

たれる大会となったと思います。 

         大会の開催の前に、これまで日本の盆栽のイメージが高齢者の男性の趣

味というようなイメージでありましたのを、年代を超えて、また性別を超

えて広がる、そんな盆栽文化になるように、そのきっかけとなるような大

会にしたいと申し上げてまいりましたが、文字どおりその一つの幕明けに

なるような大変重要なイベントになったのではないかと私自身は捉えてお

ります。          

〇 産経新聞   ありがとうございます。 

         代表質問の説明に関して、質問がある方は質問をお願いいたします。 

         それでは、ほかに質問がある方は質問をお願いいたします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         盆栽大会の件なのですけれども、市長ご自身が印象に残った展示だとか、

あと見た風景とか光景、何でもいいんですけど、ご自身がお感じになって

一番印象に残ったことはどんなことがありますでしょうか。 

〇 市  長   幾つかありますけど、１つは今回の大会の代表的なデモンストレーター

を非常に若い方がたくさんやってくれたというのが一つと、それから今回

の出品の中に、さいたま市の小学校の子供たちが盆栽に取り組んでつくっ

てくれた作品が約１，０００鉢展示されたということ、また恐らく盆栽を

初めて見るのではないかと思われるような若い男女のカップルが、盆栽に

ついて語り合っていた光景などを見ましたけれども、盆栽文化の新しい可

能性を見たような気がしています。 

         日本ではどちらかというと、先ほども申し上げましたとおり高齢者の男

性の趣味というようなイメージが強かったと思いますけれども、盆栽の文

化はそういった特定の男性の趣味ということではありません。もともとは

女性が昔やられていた趣味であったり、あるいは人と自然の共生する一つ

の文化であろうと思いますけれども、そういう意味では性別や年齢を超え

幹事社質問に関する質問 
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てさまざまな方々が楽しんでいただける文化であると私たちも考えていま

したので、まさにそういった光景を目の当たりにできたのは大変印象的で

ありました。 

         また、子供たちが今回各区の学校でそれぞれ盆栽に取り組んでいただい

たわけですけれども、その表情も非常に楽しそうでしたし、写真などでも

掲示をしておりましたが、生き生きとしていました。これは、盆栽文化が

日本の文化でももちろんありますけれども、さいたま市としても地域に根

づいた大変重要な文化であると思っておりますし、さいたま市が世界に誇

れる文化の一つだろうと思っています。 

         ですから、今後私たちとしても、たくさんの子供たちに盆栽と触れ合う

機会もつくっていきたいと思っていますし、子供たちに広がっていくこと

が、次の時代のこの盆栽文化を担っていく人材の養成につながっていくの

ではないかと感じたところでございます。 

〇 テレビ埼玉  テレビ埼玉と申します。 

         水石至宝展のほうなんですが、取材で伺ったときに、かなり海外の方と

かもいっぱいいて、開園前から外のほうに長蛇の列ができていて、会場の

中もかなりぎゅうぎゅうな感じがしたんですけれども、特にトラブルなり

とか、そういったことは確認されていないでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、大きなトラブルについては報告は受けておりません。私ど

もも当初想定していた人数の倍以上の方々にご来場いただいたということ

で、少し戸惑いなどの部分も確かにあったと思いますけれども、本当にた

くさんの皆さんにお越しいただきました。もちろん十分に見る時間である

とか、そういったものが確保できたかどうか、あるいは来ていただいた方

が全員が満足していただいたかどうかということについてはさまざまな課

題もあると思いますので、そういったことについてはまた今後検証しなが

ら、今後のさまざまな市政運営等々に、あるいはイベント事業につなげて

いきたいと思っております。 

〇 産経新聞   盆栽大会に関連してなのですけれども、現時点でお金でどれぐらいとい

うのはわからないかと思うんですけど、何か経済効果が示せそうなデータ

とかがもしあれば、提供していただけると大変助かるんですが。 

〇 市  長   経済効果等のデータにつきましては、これから集計をいたしますので、
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今現在はご提出はできないのですが、準備でき次第ご報告したいと思いま

す。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         盆栽に関して伺いたいのですが、市長、今、市としても地域に根づいた

重要な文化だとお話しされたんですけれども、これはひとえに盆栽村とい

うか、あの地域ですね、５園、６園まだ続けていらっしゃる園があること

によると思うんですけど、一方で非常に業としては厳しい状況にあること

は市長もよくご存じでいらっしゃると思うのですが、今後業として成り立

っていくためにして、市として何かできることがあると考えていらっしゃ

るか、またあるとすれば、どういうことを思っていらっしゃいますでしょ

うか。 

〇 市  長   幾つかあると思いますし、現在も取り組んでいるところでありますが、

１つは輸出の一つの産業として育てていくことだろうと思っております。 

         これは、数年前からジャパンブランド化事業の一環で、この大宮盆栽を

世界に輸出ができないかということで取り組んできました。ご案内のとお

り、検疫の問題などもございます。こういったものをクリアしながら輸出

産業として育てていくということで、これまでも取り組んできましたけれ

ども、今後も輸出産業として推進をしていくバックアップ支援をしていき

たいというのが第一でございます。 

         ２つ目が、人材の育成ということだと思います。これは、もちろん業と

してしっかり成り立っていくということが前提としてあるわけですけれど

も、今はもちろん海外からたくさんの方々が弟子入りをして、学ばれてい

るというような方もいらっしゃいます。また、日本人の方でもそういった

方もいらっしゃいますけれども、まだまだ底辺としては弱いところがあり

ますので、私たちとしては人材の育成と、盆栽文化あるいは盆栽というも

のを育て、そして産業にしていくために、あるいは盆栽の文化としての側

面も含めまして、広げていくための人材をしっかりと育てていくというこ

とが必要なのだろうと思います。 

         業としての成り立たせ方ですけれども、輸出産業という視点もあるし、

あるいはもう一つは文化的な視点から広がりを持たせることによって、講

座を開講していただいて広げていくとか、そういったやり方も当然あろう
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かと思っておりますので、私たちとしては両面からご支援をしていきたい

と思っておりますし、またもう一方でさいたま国際盆栽アカデミーを今回

開設させていただきますので、そういう意味では大宮盆栽というブランド

力をより強化をして、この盆栽を学ぶ場としてまさに世界最高峰の場にし

ていくことで、さらに盆栽園さんとも連携をしながら、そうした輸出産業

としても、あるいは文化の振興という視点からも、応援をサポートしてい

けるようにしていきたいと考えております。 

〇 朝日新聞   ありがとうございます。文化としての広がりというところで、もう一点

伺えればと思うんですが、今回大会に私も参りまして、非常に海外からの

お客さんが多くて楽しんでいらっしゃる様子を見たんですけれども、例え

ば観光資源としてもっと事業者が生かせるというような、例えば支援とか

ということもあり得るんでしょうか。観光資源として、もっと活用してい

けるようなあり方を探るというようなこともあり得るんでしょうか。 

〇 市  長   全くおっしゃるとおりで、国際盆栽アカデミーも、ある意味ではその一

つだと私自身は捉えています。人材を育成すると同時に、海外からこれを

学びたいと。ですから、一番難しいレベルの頂点の人たちを育てるという

ことだけではなくて、むしろ初心者のところに広げていくためのきっかけ

になるような拠点としていくということも、この国際盆栽アカデミーにつ

いては重要だと思っておりますし、また全国有数の盆栽が、この盆栽村を

中心にたくさんございますので、それを見に来ていただくことで、観光と

してもさらに活性化をさせていくということにもつなげていきたいと思っ

ております。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         関連で、盆栽アカデミーなのですけれども、多分５月開講分の申し込み

の締め切りが来ているかと思うんですけれども、どれぐらいの申し込みが

あったというのが出ているんでしょうか。 

〇 市  長   国際盆栽アカデミーの応募状況ですが、これは定員４０人に対しまして、

世界盆栽大会より前に締め切った状況でありますけれども、応募者が

１１４名でございます。 

〇 東京新聞   その数字は、市長としてはどう受けとめていますか。 

〇 市  長   まあまあのという言い方は変ですけれども、これは恐らくまた世界盆栽
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大会の後だと、またさらに多かったかもしれません。 

         いずれにしましても、盆栽に関心のある皆さんが増えていくことは重要

なことだと思っておりますので、私たちも、定員はなかなか一遍に増やす

ことはできないかもしれませんが、少しずつこれを積み上げていきたいと

思っております。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         イベント運営の観点からお尋ねしたいんですけど、非常に多くの海外か

らのお客さんが来られたと思うのですけれども、今後のオリンピック等で

海外から来る方がいらっしゃることを考えて、今回の世界盆栽大会で気づ

いた点とか、あと今後こうしていったほうがよろしいのではないかという

点など、ございましたらお願いいたします。 

〇 市  長   今回は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けても、一

つの前哨戦という言い方は変ですけれども、たくさんの方々が世界から来

て、それをどうおもてなしができるかということの試みを具体的にした最

初の取り組みでもございました。 

         そういう意味では、１つには子供たちですね。ジュニア大使と名付けて、

今グローバル・スタディ科をやっておりますけれども、その体験の学習の

一つとして、外国人の方々にインタビューをさせていただいたり、あるい

はさいたま市のことをお伝えをしようということで取り組みをさせていた

だきました。こういったことを少しずつ積み上げていくことで、オリンピ

ックの際にたくさんの外国人の方がまたいらっしゃると思いますので、自

ら率先してさいたま市のことをお伝えしたり、あるいは困っている外国人

の方にしっかりとサポートができる子供たちがたくさん増えればいいなと

思っているのが１点。 

         それから、私も聞いた話なので十分に認識しているところではありませ

んが、やはり会場から会場へ移動する際にバスをご利用いただいている

方々が大半でありましたけれども、一部タクシーで移動されたりするケー

スもあったと聞いておりますが、その際になかなか行きたい場所が外国の

方々が伝えられなくて、少し戸惑いがあったという話なども聞いておりま

すので、そういう意味ではこのおもてなしをしていくために、タクシーな

どそういった関連の業界団体の皆様とも、また２０２０年に向けておもて
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なしをしていくためのいろいろな取り組みをやっていく必要があると感じ

ました。 

         また、もう一方で今回このイベントを一つ、より地域で盛り上げていこ

うと大型商業施設も、あるいは駅前の商店街の皆さんも、さまざまなイベ

ントをしていただいたり、盆栽をテーマとしたさまざまなメニュー開発を

していただいて、今回外国人の方々や、国内の観光客に対しても、さまざ

まなおもてなしをしてくれたという事例にもなりまして、今回の取り組み

は、１，２００人というコアな愛好者の方々がいて、そしてさらにその周

辺に、この盆栽に対して興味を持ち始めてくださった、スーパーアリーナ

を中心にお金を払って来た方々がいて、さらにそれを取り巻くように、大

宮駅でもＪＲさんのご協力で駅等で掲示をさせていただいたり、あるいは

直接お金を払わなくても盆栽ということに触れ合う機会をそれぞれの場所

でつくっていただいたりもしましたので、そういう意味ではかなりたくさ

んの人たちが関わり、また知っていただく機会になったと思います。オリ

ンピックなどでも、券を持って入れる方は限られているかと思いますし、

そういう意味ではそういった広報的な部分と、地域を挙げて、食べ物もそ

うですし、いろいろな形でおもてなしができる手段の一つとしていろいろ

な取り組みができましたので、そういったこともまた検証しながら、さら

にオリンピックのときにどんなことをしていけるのかということについて、

検討していきたいと思っているところでございます。まだまだ課題も当然

あろうかと思います。 

         また、課題のことについても、それぞれの現場でもう一度精査をし、ま

た反省をしながら、これをどう次のオリンピックに向けて、あるいはさい

たま市が行っていくいろいろなイベント事業に向けて、このノウハウを活

用できるのかということについては、しっかりこれらの所管、担当した部

署だけではなくて、全体として情報を共有をしながら進めていきたいと思

います。 

〇 産経新聞   先ほどおっしゃっていた至宝展の４万５，０００人、あと盆栽美術館の

ほうが１万人超いらっしゃったということですけれども、その数字自体に

ついての受けとめはいかがでしょうか。 

〇 市  長   盆栽美術館も４日間で１万２，３５０人の方が来てくださいました。 
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         私も、２９日の日だったと思いますが、大宮盆栽美術館にお伺いしまし

た。本当にあふれんばかりの方々がお越しをいただいて、ちょうど６年ぶ

りに「日暮し」という、日本で最も高いと言われる盆栽を公開したという

こともございますけれども、たくさんの皆さんにこの盆栽美術館にも足を

運んでいただきまして、４日間で１万２，３５０人という人数は、これま

でで最も多かった月の人数が４日間で集まったということには非常に大き

な驚きもありますし、この盆栽の文化のすごさ、力を改めて感じたところ

であります。私たちとしてはこの盆栽文化のよさを改めて再認識をしまし

たので、それをさらに活用していく、あるいは発信をしていくことに力を

入れていかなければいけないという思いを強くしたところでございます。 

 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         待機児童に関連して、先月多分待機児童ゼロという発表をされたかと思

うんですけれども、それというのはこれまでの政策努力とか施設の増とか

が寄与して、そういう成果を持たれたと思うんですけれども、ただ一方で

お母さんたちは、なかなか現実としてそういう実態にはないというふうな

思いを持たれていたり、あとさらに潜在需要とかがどんどん出てくる中で、

取り組みがさらに必要になってくると思うんですけれども、改めてそうい

う潜在需要があることも含めて、その待機児童に対する受けとめと、あと

お母さんたち心配されている声もありますので、市長さん今までこの場で

もいろいろご説明されてきたと思うんですけれども、改めてこういう政策

をきちんと進めていくという思いというか、そういうことを教えていただ

けますでしょうか。 

〇 市  長   先般、旧の基準でございますけれども、待機児童がゼロになったと発表

させていただきました。まず、私どもにとっては、この基準の中で待機児

童ゼロを目指すということを８年間にわたって取り組んできましたので、

そういう意味では一つの目標が達成できたということでは、大変嬉しく思

っています。 

         特にこの４年間は、計画をした定員数の倍近い人数を増やして達成した

ということでもありますので、そういう意味では一つの目標はクリアでき

たという思いは持っていますが、もう一方で今お話のとおり、まだまだこ

その他：待機児童について  
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の保育に対する需要が多い、あるいは潜在的な待機児童がいるということ

についても、私どもも認識をしているところでありまして、今年度も

１，３００人を超える定員数を増やすという予算を組ませていただいてお

ります。そういう意味では、引き続き認可保育所の整備を進めていくとい

うことはやっていきたいと思います。 

         また、認可保育所が重要だということは認識しておりますが、もう一方

で選べる保育ということの必要性からも、例えば市独自で進めております

ナーサリールームと言われている保育施設もいろいろな保育の特性があり、

認可保育所では出せない特徴が出せたり、あるいは今幼稚園の皆さんにも

ご協力をいただいて、少し働いている方々にも幼稚園に通わせられないだ

ろうかと私たちも思っていまして、預かり保育のところをさらに充実させ

ながら進めていけるような補助制度なども、今検討しているところでござ

いまして、そういったこともあわせて私たちとしては待機児童をゼロにし

ていきたい。もちろん認可保育所という一つの基準を持った保育園、これ

も大切でありますけれども、もう一つは特徴のある保育や教育の仕組みを

持っていくということも重要だと思っていますので、多面的に進めていき

たいと思っております。 

         一部のナーサリールームについては、まだ定員に満たない施設などもご

ざいますので、選べて、今よりそれぞれの好みに合ったところに行きやす

い環境を作っていきたいと思っています。 

         いずれにしても、さいたま市は今３０代以下の方々が増えています。そ

れは、大変私たちにとってもありがたいことだと思っていますので、引き

続きそういった子育て支援には取り組んでいきたいと思います。 

         待機児童をゼロにするということも非常に重要ですが、もう一つ、私た

ちは、親と子のきずなを深めていく子育て支援をしっかりとしていこうと

いうテーマを持っています。それは、この保育所を整備するということだ

けではなくて、親と子のつながり、あるいは女性だけでやりがちな子育て

を、お父さんにも参画をいただいたり、あるいはおじいちゃんやおばあち

ゃんたちにも参画いただいて、家族みんなで子育てを共有し、また楽しみ

ながら、子育てが楽しいさいたま市にしていくという、そんな事業として

祖父母手帳を作らせていただいて、おじいちゃん、おばあちゃんたちに参
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加していただく機会をつくったり、あるいはお父さんたちには子育て支援

センターで、パパサンデーという事業もやらせていただいて、年々参加者

も増えてきてございますので、そういった取り組みなどを行いながら、総

合的に子育てが楽しいさいたま市づくりということをやっていきたいと思

います。 

〇 産経新聞   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。 

         なお、次回の開催は５月下旬を予定しております。詳細は決まり次第お

知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

午後２時２４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。 


