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さいたま市長６月定例記者会見 

平成２９年６月１日（木曜日） 

午後２時００分開会 

〇 進  行   それでは、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毎日新聞さん、進行よろしくお願いいた

します。 

〇 毎日新聞   ６月の幹事社を務めます毎日新聞と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

         それでは、本日の記者会見の内容につきまして、市長からご説明をお願

いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         ５月末に気象庁から発表されました「向こう３カ月間の天候の見通し」

では、全国的に気温が高く、降水量は平年並みか多い見込みということで

ございます。 

         いよいよ今日から６月がスタートします。今年も暑くてじめじめした厳

しい季節がやってきそうです。熱中症には十分注意し、この夏を元気に乗

り切っていきましょう。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         本日の最初の議題でありますけれども、「平成２９年さいたま市議会６月

定例会提出議案について」説明をさせていただきます。 

         まず、平成２９年６月定例会でございますが、６月７日に開会する予定

でございます。議案の数は２４件でございます。専決処分（報告）議案が

３件、予算議案が５件、条例議案が８件、一般議案が３件、道路議案が２件、

そして人事議案が３件になっております。 

         まず、予算議案からご説明をさせていただきたいと思います。予算議案

は、一般会計補正予算の先議分及び通常分、国民健康保険事業特別会計補

正予算、後期高齢者医療事業特別会計補正予算、介護保険事業特別会計補

市長発表：議題１「平成２９年さいたま市議会６月定

例会提出議案について」
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正予算の５件でございます。 

         補正額といたしましては、一般会計の先議分といたしまして、マイナス

１億７，２２７万円、通常分として３億９３７万２，０００円となってお

りまして、合わせて１億３，７１０万２，０００円になります。 

         特別会計につきましては、国民健康保険事業特別会計で９，１９５万

６，０００円、後期高齢者医療事業特別会計で５６４万１，０００円、介

護保険事業特別会計で５億３，６２３万１，０００円、合わせまして６億

３，３８２万８，０００円となっております。補正額の合計では、７億

７，０９３万円になっております。 

         補正予算の特徴からご説明をさせていただきたいと思います。 

         １つ目は健康・福祉の充実でございます。 

         （１）でございますが、保育人材の確保及び就業継続支援の取り組みを

強化するために、未就学児を持つ保育士の子供の預かり支援事業に係る利

用料金の貸し付けを実施する事業者に対しまして、貸付原資と事務費の助

成を行う特定教育・保育施設等運営事業に１，６３０万７，０００円を計

上してございます。 

         （２）としまして、埼玉県の不妊治療支援に関する新制度に対応しまし

て、不妊に悩む夫婦に対し、さらなる負担の軽減を図るため、現行の特定

治療費助成事業に加えて実施する母子保健事業としまして３，８８２万

７，０００円を計上してございます。 

         （３）といたしましては、国の産婦健康診査に関する新制度に対応しま

して、出産後間もない時期の産婦に対する産婦健康診査事業を実施する母

子保健健診事業につきまして２，８９３万円を計上いたしております。 

         ２つ目は教育の充実でございます。 

         （１）は老朽化した校舎の建て替えに伴いまして、周辺の公共施設を複

合化する与野本町小学校複合施設整備事業において、エレベーター棟の設

置や事前調査等を実施し、また仮設校舎のリースに要する経費に係る債務

負担行為を設定する小学校校舎増改築事業に１億２，１９７万６，０００円、

そして債務負担（行為）として、限度額３億８，５９２万７，０００円を

計上してございます。 

        ３番目としまして安全の強化として、食品事業者に対しまして衛生管理の
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強化を図るための手法でありますＨＡＣＣＰ（ハサップ）の普及、あるい

は導入を加速するため、ＨＡＣＣＰ導入実証事業を実施する食品衛生事業、

に１１３万９，０００円を計上してございます。 

         次に、主な条例議案（として、さいたま市市税条例についてでございま

すが、）県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う税源移譲といたしまして、

個人市民税所得割の税率を６％から８％に改めるものでございます。 

         議題１については以上でございます。 

         続きまして、議題２「「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」を通じて、緊急情

報を発信します」について説明をさせていただきます。 

         この「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」の関連情報であります「Ｙａｈｏ

ｏ！天気・災害」に、全国の市町村初めてとなります市内河川のライブカ

メラ画像を配信してまいります。 

         この他、新たな市単独の情報発信として、聞こえづらいとの声に応えま

して、防災行政無線の放送内容をご登録されたメールアドレスへ配信する

サービスも追加をいたしますので、この点についても説明をさせていただ

きたいと思います。 

         まず、（さいたま市の）防災情報についてでございます。現在この防災情

報は、多様な手段で市民に伝達されております。特に緊急地震速報、弾道

ミサイル情報については、全国瞬時警報システム、通称Ｊアラートにより

まして自動的に防災行政無線が起動して伝達されます。サイレンや音声に

よって伝達されるとともに、気象庁や消防庁からの発表を受け、緊急速報

メール、エリアメールにより一斉に情報伝達されることになっております。 

         また、これらに加えまして、災害情報共有システム、通称Ｌアラートに

よって配信された情報をもとに、テレビやラジオ、インターネットからも

詳細な情報を入手できるほか、周辺のデジタルサイネージなどからも現地

の情報が得られることになっております。 

         災害時はもとより防災情報の発信には、これらの手段も組み合わせた多

重化が重要であると考えております。 

         そのため避難支援など防災情報を提供するアプリは、多重化する情報提

市長発表：議題２「「Yahoo！防災速報アプリ」を通
じて、緊急情報を発信します」
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供手段の１つとしてその役割が期待されております。 

         さいたま市では、「災害における強靱な情報発信基盤の整備」に当たりま

して、防災アプリの開発について検討を重ねてまいりました。しかしなが

ら、帰宅困難者対策や広域避難などを考慮すれば、提供される情報につい

ては市内にとどまらずに、市域を越えても途絶えることがない連続性とい

うものが必要となります。 

         さらに、先進都市や他の政令市の防災アプリのダウンロード数を見てみ

ますと、３，０００件から、多くても４万件程度であると推測しておりま

す。 

         これに対しまして、「Ｙａｈｏｏ！防災速報」のアプリは５月１６日時点

の調査結果では、さいたま市を指定し、地点登録しているユーザーと現在

地情報の通知を必要とされる市内滞在のユーザー数が、合計で１５万

４，０００人に達しております。 

         このほか洪水の浸水想定区域の情報であるとか、あるいは避難所情報な

どが関連サイトであります「Ｙａｈｏｏ！天気・災害」にて閲覧できる仕

組みとなっております。これらの情報は、さいたま市域のみだけでなくて、

市域を越えても途切れることがなく見ることができるわけでございます。 

         多くの方に利用され、既にインフラ化しているとも言えるアプリを通じ

た情報発信は、１２０万人を超える市民の生命と身体、さらには財産を守

る行政にとって有効であり、その伝達力と将来性に期待が持てると考えて

おります。 

         さいたま市から発信される情報は、プッシュ型通知によって待ち受け画

面にメッセージとして表示されるので、読むための行為を必要とするメー

ル配信に比べまして高い閲覧率が期待されます。 

         このような「Ｙａｈｏｏ！防災速報」による配信は、本日の記者会見終

了後、速やかに開始をしてまいります。さらに新たな試みとしまして、さ

いたま市がホームページで公開をしております河川のライブカメラ画像を

関連サイトであります「Ｙａｈｏｏ！天気・災害」から閲覧できるように

いたしました。画面右側の赤い矢印の河川水位をクリックしていただくこ

とで閲覧することができます。 

         さいたま市では、平成２８年度に「水位情報システム」を整備しており
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まして、今年度４月から河川・道路・下水道の水位情報を市民の皆様に向

けてホームページで公開をいたしております。この「水位情報システム」

は、ライブカメラ１４カ所の映像データも蓄積されておりまして、市民に

閲覧していただけるようになっております。 

         このような情報を災害時に場所を選ばず必要とする人へ提供するため、

国や県に引き続き、市町村としては全国で初めて「Ｙａｈｏｏ！天気・災

害」により配信することとなりました。 

         「Ｙａｈｏｏ！天気・災害」による本日からの配信は、この赤枠の３カ

所のみの公開となりますけれども、今後は市が管理をする準用河川につき

ましても順次公開ができるようヤフーと調整をしてまいりたいと考えてお

ります。 

         これら「Ｙａｈｏｏ！防災速報」や「Ｙａｈｏｏ！天気・災害」のアプ

リを通じまして、さいたま市が持つ防災情報を多数のユーザーにお届けす

ることが可能となります。 

         さいたま市では、アプリの開発に当たりまして、天気予報や河川の水位

情報を単に掲載するサービスではなく、ユーザーとなる市民が天気情報を

把握し、災害を予想できる道具として活用してもらえるアプリにしたいと

いう思いがありまして、その目的がこの「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」、

また「Ｙａｈｏｏ！天気・災害アプリ」と合致をしたということでござい

ます。 

         市民にどう見てもらうかではなくて、市民にどう使ってもらえるかとい

うものを考えまして、今後もヤフーに新たな仕組みづくりを提案するとと

もに、柔軟な防災情報の配信に努めてまいりたいと考えております。 

         最後に、この「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」、「Ｙａｈｏｏ！天気・災

害アプリ」とは別に、さいたま市の単独の情報発信として、６月１２日月

曜日から防災行政無線での放送内容をメールにて配信するサービスを開始

いたします。近年では防災行政無線の活用が幅広く行われるようになりま

した。災害時の避難情報はもとより、行方不明人の捜査情報、振り込め詐

欺被害防止に係る啓発放送のほか、警察からの凶悪犯罪に関する緊急放送

など多岐にわたって活用されております。 

         活用頻度が伸びていく中、これまでにも多く寄せられております防災行
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政無線の放送内容が聞きづらい、あるいは聞き逃してしまったとの声にお

応えするため、市民が登録するメールアドレスへ放送内容を配信するサー

ビスを開始いたします。 

         主に自治会長さんや自主防災組織の役員さんなど、地域活動に携わって

いる方々のほか、聴覚障害のある方には登録をぜひしていただきたいと考

えております。メールアドレスの登録は、本日からでもできますけれども、

メール配信は１２日からになりますので、お間違えのないように、よろし

くお願いしたいと思います。 

         私からの報告は以上でございます。 

〇 毎日新聞   ありがとうございました。 

         発表案件について、幹事社から１点だけお尋ねします。補正予算なんで

すけれども、冒頭ご説明された保育士の子供の預かり支援事業に係る貸し

付けの実施についてなのですけれども、市長選のときから子育てについて

充実させていくというお話をされていたかと思うのですけれども、この事

業に対する意義のようなものを教えていただけますか。 

〇 市  長   まず、この事業の大きな狙いは、やはり保育人材確保の一環と考えてお

ります。保育施設へ勤務する未就学児を持つ保育士が、早朝あるいは夕方

の勤務時間帯にファミリーサポートセンター事業であるとか、ベビーシッ

ター派遣事業等を利用する際の利用料金の一部について貸し付けを行うこ

とによって、保育士の就業継続を図ることを目的としております。 

         保育所等の整備により、積極的に定員増を図る中、全国的にこの保育士

不足が深刻化をしているという状況がございますので、新たな保育士の就

業継続支援策に取り組み、保育士の安定的な確保につなげたいと考えてお

ります。 

〇 毎日新聞   市長の説明について、ご質問がある社はお願いします。 

〇 産経新聞   産経新聞と申します。 

         防災行政無線メールに関連してなんですけれども、市内で実際に年間ど

れぐらいこの防災無線というのは利用されているのでしょうか。 

〇 市  長   防災無線の使われている総数ですね。 

議題１に関する質問

議題２に関する質問
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〇 産経新聞   総数です。 

〇 事務局    正確な数字は今、ここに持ち合わせてはおりませんが、（全ての放送回数

は）おおむね６００ぐらいは出ているのではないかと思っています。（うち、

対象となる放送回数は年間２１０。） 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         防災速報の河川の情報発信なんですけれども、さいたま市内の河川の最

近の氾濫状況など、昨年などはいかがでしょうか。 

〇 事務局    特に避難を要するようなものというのは発生してございません。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         この「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」なのですけれども、県内の市町村

で、ほかにもう既にやっていらっしゃるところってございますでしょうか。 

〇 事務局    県内ですと、加須市、川口市、越谷市、戸田市、松伏町、吉川町です。 

〇 産経新聞   先ほどの防災アプリに関連して河川水位のことなのですが、１４カ所の

うち３カ所で今公開を始めるということですが、こちらの３カ所を設定し

た理由など、優先的に何か設定される理由があるかと思うんですが、その

理由について教えていただければと思います。 

〇 事務局    こちらは、まず１級河川からスタートするというところでございます。

次に、準用河川等も整備していきたいと考えております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         防災行政無線についてなんですけれども、ちょっとすみません、日付を

失念してしまったんですが、去年でしたか、埼玉県警の依頼で、捜査中の

容疑者が逃げたということで市に防災行政無線の放送依頼があって、気を

つけてくださいという注意喚起の放送をしたかと思うんですが、そのあた

りの、例えば県警から依頼があって放送した内容とか、そういうものにつ

いても全てこのメール配信とかが行われるという形になるのでしょうか。

それとも、市のほうの情報だけということになるんでしょうか。 

         あとたしか、すみません、これ防災行政無線というのは区ごとに分かれ

ているかと思うんですけれども、先ほどおっしゃった６００というのは、

これは全てを含めて大体１年間６００ということなのでしょうか。 

〇 事務局    ６００は全て（の年間放送回数）です。 

〇 埼玉新聞   ちなみに、県警から依頼があったものも含まれるということですか。 
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〇 事務局    全部含まれています。 

〇 産経新聞   また防災無線メールのことなんですが、これって放送を流して大体どれ

ぐらいで配信されるとか、例えば同時にメールを送るとか、そういうラグ

とかってどういう形になるんでしょうか。 

〇 事務局    おおむね５分から１０分ぐらいのタイムラグが生じる場合がございます。 

〇 産経新聞   じゃ比較的、流してもうすぐにメールが配信されると考えてよろしいの

でしょうか。 

〇 事務局    はい。 

〇 共同通信   共同通信と申します。 

         河川のライブカメラ画像なんですけれども、全国市町村初ということな

んですが、これは「Ｙａｈｏｏ！天気」に連動してやるのが全国市町村初

ということでよろしいんですよね。 

〇 事務局    それについては、ヤフーのアプリのサイトから、市が持つ情報として発

信するのが初めてということです。これまでは、国と一部の県がそういっ

たところにアップしていました。 

〇 共同通信   勉強不足で恐縮なんですけど、県内の河川の画像とか、市が管理してい

る画像というのはどこかで見れるんですか。ふだんからというか、そうい

うアプリを使わなくても。 

〇 事務局    さいたま市のものについては、さいたま市のホームページのほうから見

ることができますので、ご確認お願いします。 

〇 毎日新聞   よろしいでしょうか。 

         それでは、幹事社から代表質問をお聞きいたします。 

         昨日、東京五輪・パラリンピックの大会開催経費の負担問題で、市長さ

んもご出席されたと思うのですけれども、関係自治体等連絡協議会におい

て東京都が提示した内容について大枠で合意されました。この件について、

昨日も少しお話しされていると思うのですけれども、改めてお考えをお聞

幹事社質問：

①東京オリンピック・パラリンピックの費用負担に

ついて

②さいたまクリテリウムのコース見直しの検討状況

について
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かせいただけますでしょうか。 

〇 毎日新聞   もう一個まとめて、申しわけありません。 

         さいたまクリテリウムですが、今年はメイン会場の変更でコースの見直

しが検討されていると思います。検討の進捗はいかがでしょうか。 

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

         まず、最初の１点目、東京オリンピック・パラリンピックの経費負担に

ついてでございますが、昨日関係４つの団体が集まって議論をされたわけ

でありますけれども、大筋で合意がなされたということでありまして、今

回の合意は大会に向けて大きなスタートが切れたという点で、大変喜ばし

いことであると受けとめております。 

         この費用の負担問題につきましては、かねてから立候補ファイルや開催

基本計画の原理原則に基づくようお願いをしていたところでありますけれ

ども、今回の合意は結果として、その原点に立ち戻る形となり、また再確

認ができたということで、まずは安堵しているところであります。 

         大会準備のための時間を逸した感はございますけれども、紆余曲折を経

た分、組織委員会、また都を初めとして、私たち開催地自治体も含め、オ

ールジャパンで一致団結して巻き返していけたらと考えています。 

         いずれにしましても、本市としては大会の開催に向けて円滑な準備や運

営に協力する基本的姿勢に変わりはございません。本市としては、組織委

員会や埼玉県等としっかりと連携を図って準備をしていきたいと考えてお

りますし、まだ具体的な合意がなされていないところについても早急に精

査をし、協議をしていくことを期待、希望をしております。 

         それから、２番目のさいたまクリテリウムについてでございますが、４月

２５日火曜日に第１回実行委員会を開催いたしまして、大会事業計画、ま

た予算案などについて承認をいただきまして、現在準備を進めております。

大会プロモーションにつきましては、５月１１日木曜日に公式ホームペー

ジをオープンさせていただきました。本日から皆様にご覧いただいている

ポスター、こちらです。このポスターの掲示も開始いたしたところでござ

います。 

         スポンサー確保につきましては、今までご協力をいただきました企業の

皆様に、より良いスポンサーメリットを提案しながら現在進めているとこ
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ろであります。今後も協賛金獲得のためのスポンサーセールスについて、

私みずから積極的に行っていきたいと思います。 

         冠協賛であります株式会社ジュピターテレコムのほかに、１社ゴールド

スポンサーとして桧家ホールディングスが決まりまして、ポスターのロゴ

にも掲出したところでございます。 

         また、コースについてでございますけれども、２０１７大会は、さいた

まスーパーアリーナが使えないことになりましたが、三菱マテリアルのご

理解、ご協力によりまして、さいたま新都心駅東口の北袋町一丁目区画整

理事業地内をメイン会場として使用する協議を進めており、魅力あるコー

スを皆様に発表できるよう準備を進めているところでございます。予定し

ているコース周辺の関係機関等との協議もおおむね整いまして、大会開催

にご理解をいただいているところでございます。新たなコースも魅力ある

ものにして大会を成功に導いていきたいと考えております。 

         以上です。 

〇 毎日新聞   代表質問に関して質問がある方、ご質問をお願いします。 

〇 産経新聞   五輪に関連してなんですけれども、協議が遅れて今やっと、昨日３５０億

円の地方負担が決まったわけですけれども、ただそれの影響で、例えば準

備が市として何か遅れている部分というのはあるのでしょうか。 

〇 市  長   今のところ、準備が特に遅れていることはないと思っております。

３５０億円はまだ合意してないです。３５０億円は、要するに具体的なも

のが全く示されておりませんので、これについては、それを外した形で合

意がなされているという理解です。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         クリテリウムのコースについてですけれども、今、進捗状況についてご

説明いただきましたが、これは第１回の実行委員会の時と同じという理解

でよろしいんでしょうか。 

〇 市  長   実行委員会の時には、ここの中でやりますという説明だけだったと思い

ますけれども、現時点ではそういうことでございまして、もちろんその中

で、こちらも配置等々については検討しておりますが、最終的に中の道路

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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が仕上がった状況の中で、正式な形になってくるだろうと思います。そこ

がまだ工事を今やっている最中でございますので。 

〇 読売新聞   どこの道路、どこのルートを通るかというのは、まだ最終確定には至っ

ていないと。 

〇 市  長   はい。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         スーパーアリーナが使えないわけですけれども、使えない分、今回の大

会はより魅力的なものにするには、どういうところに力を入れていきたい

とか、ずっと外になるわけですよね。ずっと屋外になるのに合わせて、何

かこういうところを強調していきたいとか、そういう思いとかはあります

でしょうか。 

〇 市  長   現状としては、まだ今検討しているエリアを進めている段階ではありま

すけれども、今回は大会が開催される日がちょうど３連休の中日になりま

す。ということは、前日もお休みということもありますので、その日をう

まく活用して、より一層このツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

を多くの皆さんに知っていただいたり、あるいは体験していただけるよう

な試みができないかということで、今いろいろ検討を進めているというこ

とになります。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         五輪の件なんですけれども、３５０億円を含めて細かいところはこれか

らということになると思いますけれども、市が負担するものとして、通常

の行政サービスにかかわるものを負担することもあるかと思うんですけれ

ども、今の時点で、市がこのあたりは負担するのではないかと考えられて

いる部分はどういうところなんでしょうか。 

〇 市  長   いわゆる消防と救急の部分です。ここを担当するということでは、既に

立候補ファイルの中に表示がされて、私どもも、それに合意をしている状

況になっております。 

〇 東京新聞   逆に言うと、消防と救急だけという認識で市長としてはおられる。 

〇 市  長   少なくとも現時点では、そういう認識をしております。 

〇 毎日新聞   もしもなければ、そのほかの質問含めてご質問がある方お願いします。 

幹事社質問①に関する質問
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〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         ちょっと前の話になってしまうのですけれども、４月の末に世界盆栽大

会が終了しまして、５月１３日からさいたま国際盆栽アカデミーが始まり

ました。市では、後継者を育成したいということで、このアカデミーに取

り組んでいらっしゃるかと思うんですけれども、改めましてこのアカデミ

ーに期待することですとか、内容で、こういうふうにしていきたいという

思いがございましたら教えていただけますか。 

〇 市  長   ４月２７日から３０日にかけまして、「第８回世界盆栽大会ｉｎさいたま」

が我が市で開催されました。 

         私たちも、この盆栽が今やＢＯＮＳＡＩ、ローマ字になった盆栽になっ

て、世界で大変人気がある、そういった文化として注目をされているとい

う認識はしておりましたけれども、今回その盆栽の魅力であったり、ある

いは盆栽の力みたいなものを改めて感じたところであります。 

         その中で、もちろんこの盆栽のまさに中心といいますか、世界の聖地は

この日本であるわけでありまして、特にさいたま市には盆栽村があって、

たくさんの盆栽園があり、その中心的な役割を果たしている場所でもあり

ますので、これから私たちとしては世界盆栽大会の一つのレガシーとして、

この盆栽の文化を引き続き継承し発展をさせていける、そういった人材を

しっかりと育成をしていきたい。これは、「第８回世界盆栽大会ｉｎさいた

ま」でも、さいたま宣言ということで発表させていただいたところでもご

ざいますので、さいたま市だけというよりは世界盆栽友好連盟の皆様も含

め、世界的なネットワークをうまく活用しながら、私たちとしては、国内

はもとより世界の中でそういった人材をしっかりと育成をして、そしてこ

の文化を次の時代につないでいける、そういった拠点に、このさいたま国

際盆栽アカデミーをしていきたいと思っております。 

         そういう意味では、まさに教育の、世界の盆栽の拠点、一大拠点を私た

ちとしては目指していきたいと思っております。そして、それが国内にお

ける盆栽の後継者の育成であったり、盆栽文化の発信につながっていくも

のと考えております。そして、世界中からこのさいたま市に盆栽を習いた

い、世界中から盆栽を勉強したいという人たちが来ていただけるような、

その他：国際盆栽アカデミーに期待することについて
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そんな拠点にしていきたいと思っております。 

〇 毎日新聞   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   なお、次回の開催は６月２１日水曜日、１３時３０分からを予定してお

りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

午後２時３５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。


