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さいたま市長３月定例記者会見 

平成３０年３月２０日（火曜日） 

午後１時３０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本経済新聞と申します。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。 

         先週は初夏を思わせるような天候が続いたため、市内の桜も一気につぼみ

が成長し、来週には満開になるとの予想も出ています。 

         桜といえば、昨年、団体、企業、そして市民の皆様のご協力によりまして、

総延長２０キロメートルを超え、桜の下を散策できる日本一の桜回廊となっ

た「見沼田んぼの桜回廊」でございます。 

         このたび見どころやアクセス方法などをご紹介するガイドマップを作成

しました。どこまでも続く満開の桜を眺めながらの散策をお楽しみいただき

たいと思います。 

         そのほかにも、北区の見晴公園、桜区の桜草公園、岩槻区の岩槻城址公園、

また大宮区の大宮公園など、市内には桜を楽しめるスポットが数多くござい

ます。間もなく見ごろを迎えます。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。本日の議題「子ども家庭

総合センターを４月１日に全面開設をします」について発表させていただき

ます。 

         与野駅東口、旧大原中学校跡地に「さいたま市子ども家庭総合センター」

が全面開設をいたしますので、その概要について説明をさせていただきます。 

市長発表：議題「子ども家庭総合センターを４月１日

に全面開設します」
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施設の愛称は、市民の皆様からの公募及び投票によりまして、「あいぱれ

っと」と決定いたしました。 

         最初に、開設日及び所在地について説明をさせていただきます。既に児童

相談所やこころの健康センター等の各相談機関の移転は完了し、事業を開始

しておりますが、施設全体の開設日としましては平成３０年４月１日日曜日

になります。所在地はさいたま市浦和区上木崎４丁目４番１０号で、与野駅

東口から徒歩７分のところにございます。 

         本施設は、子ども・家庭を取り巻く（課題に総合的）に取り組み、子ども・

家庭、地域の子育て機能を総合的に支援するために設置いたしました。さい

たま市の未来を担う子どもや青少年が心身ともに健やかに育ち、「子育て楽

しいさいたま市」の実現を目指す拠点となる施設でございます。 

         施設の概要でございますけれども、鉄筋コンクリートづくりの地上４階建

てで、敷地面積は１万３，９２３．１７平方メートル、延べ床面積は１万

２，５３６．２６平方メートルでございます。 

         施設の目的といたしましては、総合相談機能の実現、親子や小中高生の居

場所・交流の場の実現と相談への誘導、市全体の子育て支援力の向上及び地

域活動、世代間交流の推進でございます。 

         これらの目的を実現するために本施設は総合相談機能、専門相談機能、「地

域の子育て」支援機能、企画・研究機能、世代間交流・活動拠点機能の５つ

の機能を備えております。 

         次に、各機能について説明いたします。 

総合相談機能は、乳幼児親子の遊び場でございます「ぱれっとひろば」、

小学生の遊び場「屋根付き運動場」、中高生の集いの場「中高生活動スペー

ス」といった子どもや親の居場所・交流の場に付帯して、「なんでも子ども

相談窓口」といった総合相談窓口を配置することによりまして、相談サービ

スを気軽に利用でき、子どもや家庭・家族が抱える多様な問題に専門相談機

関等と連携を密に図り、迅速にサービスのコーディネートを行ってまいりま

す。 

         「ぱれっとひろば」には「子どもコンシェルジュ」がおりまして、子ども

の遊びのサポート、また親などの気軽な語らいの中から子どもや家庭の状

況・ニーズを把握し、適切なサービスへとつなげてまいります。 
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         「地域の子育て」支援機能につきましては、本施設に入居する専門相談機

関の持つ知識やノウハウを活用するとともに大学等と連携しまして、子育て

の担い手向けの研修を企画し、「さいたま子育てカレッジ」として実施して

まいります。 

         企画・研究機能では、「子ども研究センター」を子ども・子育てに関する

研究、また実践事例等を持ち寄り、自由な意見交換ができる場として運営す

るとともに、子どもや子育てに関する新規プログラムを構築してまいります。 

         世代間交流・活動拠点機能では、自分の責任で自由に遊ぶことを基本とし

まして、プログラムや禁止事項をなるべくつくらず、子どもたちが思い思い

に遊ぶことができる常設のプレーパークであります「冒険はらっぱ」におき

まして、イベントやプログラムを展開するなど、子どもから大人まで、地域

住民が日常的に訪れ、交流・活動ができるようにしてまいります。 

         子ども家庭総合センターの１階には貸館の機能もありまして、多目的ホー

ル及び調理室におきましては、子ども及び子育てに関する団体に対しまして

貸出を実施してまいります。 

         中高生活動スペースにはバンドスタジオ及びダンススタジオを整備しま

して、市内に居住または通勤し、もしくは通学する未成年者に対しまして貸

出を実施いたします。 

         専門相談機能は、子ども家庭総合センター２階から４階にあり、児童相談

所、こころの健康センター、総合教育相談室等、様々な専門相談機関を集積

させまして、それぞれの経験・ノウハウを共有し、複雑なケースにおいては

一つのチームとして対応するなど、より強固な連携を行ってまいります。 

         次に、本市として新たに設置しました子どもケアホームについてご説明い

たします。 

         子どもケアホームにつきましては、児童福祉法第４３条の２に規定されて

おります児童心理治療施設でございます。義務教育終了後の１５歳から

１８歳未満の高校生年代を対象にしまして、安心安全な居場所を提供し、心

理的ケア等、専門性の高いプログラムを入所・通所を通して提供し、進学・

復学・就労準備など社会的な自立に向けた支援を総合的に行っていくもので

ございます。義務教育終了の子どもを新規に受け入れる児童心理治療施設の

設置は、全国でもあまり例がない取組であると考えております。定員は、入
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所部で１０名、また通所部では２０名、合わせまして３０名を予定しており

ます。 

         続きまして、オープニングイベントにつきましては４月１日に予定してお

ります。施設内の「ぱれっとひろば」や多目的（ホール）等で来館者にご参

加いただけるイベントを９時半から実施してまいります。 

         内容は、式典、絵本の読み聞かせや体験等の交流イベント、調理室等の施

設を使用してのデモンストレーションとなっております。来場の皆様にご参

加いただけるイベントも用意しておりますので、ぜひご来場いただきたいと

思います。 

         また、４月２日以降も遊び場所や相談などにご利用いただき、気軽にお立

ち寄りいただきたいと思います。 

         議題の説明については、以上でございます。 

〇日本経済新聞  それでは、市長からの説明について質問のある社はお願いします。 

〇 毎日新聞   毎日新聞と申します。よろしくお願いいたします。 

         子どもケアホームは、全国であまり例のない施設ということだったんです

けれども、全国初とは違うのでしょうかという質問と、それと具体的にどう

いったことをされるのか、それと設置の理由、どういった背景があって、こ

ういう施設が必要とされたのかというところを教えてください。 

〇 市  長   まず、子どもケアホームは児童福祉法第４３条の２に基づきます児童心理

治療施設でございます。入所、また通所することが児童相談所の所長により

まして適当だと判断をした子どもが対象になります。入所については、一定

期間施設内で起床、食事、登下校、就寝までの生活全体について治療的な環

境を提供することになります。子どもケアホームの対象年齢は義務教育終了

後から１８歳までとなりますが、必要な場合は２０歳まで延長できます。ま

た、全国初かどうかということについては担当のほうから。 

〇 事務局    高校生年代からの受入は、小・中学生から続いて高校生までというのは全

国でも施設が幾つかございます。ただ、私たちの知るところでは、高校生か

ら受け入れたというケースはあまり聞いたことはないのですが、それで多分

全国にも例がないと我々は考えております。ただ、全国に４４カ所施設が今

議題に関する質問
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ございますので、もしかしたら新規受け入れという施設も来年度私たちと並

行してあるかもしれません。 

〇日本経済新聞  今の関係で、小中学生から受け入れていることもあって、高校生から受け

入れるのは初めてと言われると、何となく年齢が逆にほかより狭いのかなと

思ってしまうのですけれども、何か特別な機能みたいなものはあるのですか。 

〇 事務局    埼玉県には、先行施設として小・中学生から受け入れている嵐山学園とい

う児童心理治療施設があるのですが、例えばトラウマを抱えてしまったとか、

育成環境の関係からなかなか行く場所がないとか、そういう高校生年代の子

どもたちが行く場所という社会資源がどうしても不足しているというのが

６年も７年も前からさいたま市でも把握しておりました。そのために、まず

この高校生年代の子どもたちを受け入れて社会に送り出してあげられるよ

うな施設が必要であるという議論が先行してありましたので、このためにも

児童心理治療施設の子どもケアホームを高校生年代に限定してやってみよ

うということになって、これが実現したものでございます。 

〇 産経新聞   産経新聞です。 

         今の子どもケアホームのところなのですけれども、実際に４月から高校生

でこちらに入るのが決まっている人、もしくはどれくらい入るかという見込

みとかというのはあるのですか。 

〇 事務局    この施設は、さいたま市で初めて、また全国的にも高校生年代は例が少な

いということから、まず職員たちがこの施設を運営できるだけの力量を身に

つけねばならない。そうしないと、まず入った子どもが危ない、同時に職員

たちもいわゆる精神的に参ってしまう。そういう懸念が先行の施設からも指

摘されております。そのためにまず職員のスキルアップということをやって

研修等を重ねながら、もしそういう対象の子どもがいた場合は慎重に、児童

相談所と相談しながら、その判断を待って少しずつ受け入れていくと。まず

は、ゆっくりとやっていこうと考えております。ですから、どの子が最初か

ら入るという想定は今のところはありません。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         担当課の方に伺うことになるのかもしれませんけれども、今スキルアップ

や研修を重ねながらというお話だったんですけれども、実際受け入れ体制が

整うのはいつぐらいと考えていらっしゃるのでしょうか。 
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〇 事務局    子ども家庭総合センターの開設準備室に８人の担当職員が現在この準備

のために毎日研さんを積んでおります。（さらに）１０人近い職員を現在人

事担当と協議しているところですので、その職員に対しては４月１日に初め

て児童心理治療施設の職員としての人事異動を受けて、その準備をすること

になります。その職員たちの準備が整うまでは余り急いでやらないでという

ふうに考えておりますので、やはり半年ぐらいの間はゆっくりとアイドリン

グ状態でやっていきたい。ただ、それでもその途中でその８人で対応できる

ような状況があるならば、また必要な子どもがいるならば、そこはそこで考

えていくと。そこら辺は柔軟に考えながら、ただ先ほど申しましたように、

子どもの危険、それから職員の危険がないように慎重に判断しながらやって

いきたいと考えております。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         一時保護所との違いなのですけれども、一時保護とは違って学校には通え

るようなんですけれども、一時保護とは違うけれども家に居場所がないとい

うことで入所、治療が必要だったりするので入所するということなのでしょ

うか。 

〇 事務局    この子どもケアホーム、児童心理治療施設は、まず本人、そして保護者が

入ることに関して積極的にそういう判断をしている。それから児童相談所長

も必要だと認めている。そういうものが全て整わなければ入所することがで

きない施設になっております。そのためにも、この施設に関しては、先ほど

の話とは少し違う施設ということで、本人が、そして家族が何とかこの状況

を脱しようという意思がなければ入れない。そのための施設だということで

す。これが根本的に違います。 

〇日本経済新聞  それでは、幹事社として代表質問させていただきます。質問はまとめて行

いますので、よろしくお願いします。 

         ６月に施行される住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法に基づく民泊営業の届

け出の受け付けが３月１５日に始まりました。民泊をめぐっては、住民の生

幹事社質問：

①民泊の対応について

②地下鉄７号線延伸について
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活環境への影響を懸念して、条例で独自の規制を設ける自治体が相次いでい

ます。一方で、宿泊施設の不足の解消につながるとの期待の声もあります。

さいたま市は、民泊についてどのように対応していきますか。 

         ２点目ですけれども、ちょっと前回の会見でも幹事社質問でさせていただ

いたことで恐縮なのですけれども、最終の議論があったということで、地下

鉄７号線の延伸について３月１４日に延伸協議会が開かれて、最終的な議論

が行われました。議論を踏まえて、市長はどのような点を優先的に取り組む

べき課題とお考えでしょうか。事業に向けての今後の進め方についても改め

てお聞かせください。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問に順次お答えをしていきたいと思います。 

         まず初めに、民泊法の関連についてお答えをしたいと思います。住宅宿泊

事業法は、各地で急速に増加しております民泊が安全面あるいは衛生面の確

保ができていないことや、様々な旅行者の宿泊ニーズの多様化に対応してい

くために、一定のルールを定めることで健全な民泊サービスの普及を図るこ

とを目的に昨年制定をされました。先週３月１５日から市内で民泊を始めよ

うとする方の届出の受付が、埼玉県が窓口となりますけれども、始まったと

ころでございます。 

         この民泊の開始によりまして、今後市内でも民泊施設の増加が見込まれ、

東京２０２０大会などのビッグイベント時の宿泊にも寄与するものと考え

ております。 

         また、宿泊を伴う国内外からの観光客を取り込むことで、市内の飲食店や

物販店等で消費の拡大が生まれるなど、地域経済の活性化につながると期待

をしております。 

         また同時に、騒音やごみ出しの問題などの生活環境への影響も懸念をして

いるところでございます。法律上、民泊の宿泊上限を年間１８０日間と制限

しておりますが、さらに条例によって区域、あるいは期間、これを制限がで

きるということになっておりますけれども、これらの検討について行ってま

いりました。 

         その際、民泊法の制定の趣旨と、現在本市における民泊営業と思われる通

報あるいは指導の件数が少ないことから、市内で規制する区域などを明確に

特定することができないなどから、現段階において条例による制限をする状
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況ではないと判断をいたしました。今後市内での健全な民泊営業を推進して

いくために国、県とも連携をして、民泊営業（施設の）届出状況や苦情の状

況など、様々な情報収集と実態把握に努め、その上で市民の生活環境の著し

い悪化が認められる場合には、条例制定なども視野に入れて検討していきた

いと考えております。 

         続きまして、２つ目の地下鉄７号線についてのご質問にお答えをしたいと

思います。初めに、昨年９月に開催いたしました第１回目の延伸協議会以来、

これまで鉄道とまちづくりの分科会を含め、終始熱心にご議論いただきまし

た委員の皆様には心から御礼を申し上げたいと思います。 

         ご質問のとおり、３月１４日に最後の地下鉄７号線延伸協議会を開催いた

しまして、総括のご意見をいただきました。今回の事業評価の試算結果では、

設定した５つのケースのうち２つのケースで、都市鉄道等利便増進法適用の

一般的な目安でありますＢ／Ｃと採算性の要件をクリアいたしました。この

試算結果については、延伸実現に向けて明るい兆しが見え、大きく前進をし

たと感じております。これも沿線地域の皆様や延伸の活動を続けてきた期成

会と、ともに心を一つにして歩んできた成果であると考えております。 

         しかしながら、延伸実現に向けては様々なプロセスを経ていく必要がござ

います。最後の協議会では、久保田委員長から「延伸実現の可能性と課題が

絞られたことが本協議会の最大の成果と思う」と総括をしていただきました。

主な課題は、沿線開発や快速運転、さらに建設費の動向を留意することなど

でございます。 

         優先的に取り組むべき課題については、現在見直しを行っております「浦

和美園～岩槻地域成長・発展プラン」におきまして、定住人口や交流人口の

増加など、改めて地域の成長を達成するための目標もしっかりと示して、そ

の実現を目指して取り組んでいきたいと考えております。 

         また、事業化に向けた実務レベルの関係者との連携協議など、さらに一歩

前に踏み出していきたいと考えております。 

         今後の進め方としましては、現在最後の協議会での総括を踏まえまして課

題を整理しているところでございますが、まずはこの課題を埼玉県と共有し、

共同してこの課題の解決に向けて取り組んでいく必要があると考えており

ます。 
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         いずれにしましても、今後も鉄道とまちづくりの両輪の施策展開に全力で

取り組み、一日も早い鉄道事業者による事業着手に向けて、決意と責任を持

って進めてまいりたいと考えております。 

         幹事社からの質問に対するお答えは以上でございます。 

〇日本経済新聞  今の市長のご回答に対して質問がある社は質問してください。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         地下鉄７号線の関係で伺いたいのですけれども、今のお話で、課題を県と

共有して取り組んでいく必要があるということだったのですけれども、具体

的には新たに県と協議する場を設けられるのか、あるいは県とですと、企画

調整会議という既存の枠組みがあるんですが、そういうところで議題にされ

ていくのか、具体的にどのように進めていらっしゃるイメージでしょうか。 

〇 市  長   これまでも延伸事業の関係者とは、常に情報を共有してきたつもりでござ

います。今後は、実務者レベルで延伸の可能性と課題について協議を進める

ことができる場の設置を検討していきたいと考えております。これは、県は

もちろんでありますけれども、国であるとか、あるいは沿線自治体でありま

す川口市、あるいは鉄道事業者等、そういった関係者でということになるの

だろうと思っております。 

〇 朝日新聞   では、確認ですけれども、今おっしゃったような関係者が入った実務的な

話ができる場を、来年度ということになるんでしょうか。 

〇 市  長   どのタイミングでというのはわかりませんけれども、そういった場を設置

するということを検討しながら、前に進めていければと考えております。 

〇日本経済新聞  何か変な質問になってしまうかもしれないんですけれども、今後可能性と

課題について検討されるということで、可能性というのが一応５つのうち

２つが超えたということで、その可能性としては、市としてはあるという方

向で、結論ということにはこの協議会の話ではならないのですか。その協議

会のその結論として、可能性はあるというふうには、まだこの時点ではなっ

ていないということになるんですか。 

〇 市  長   要するに可能性が２つのケースについてはありますよという方向性が示

されたということだと認識しておりますが、ではその課題がクリアできるの

幹事社質問②に関する質問
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かというところが非常に重要だと思っています。この２つのケースは２つと

も、まず１つは快速というのが前提になります。ですから、快速を走らせる

ためのご理解を関係機関等にもしていただくことが当然必要になると思い

ます。 

         もう一つは、開発の度合いです。全部が（目標値に到達して）からという

ことでは当然ございませんけれども、その辺の見通しが立つということが一

つ前提になると思いますので、その辺のタイミングとか数をどのぐらいに設

置をしていくのか、あるいはその辺の動向をどう見て、最終的に行けるとい

う判断をしていくのかというところの目安をもう少し明確にしていきたい

と考えております。 

         ですから、そういったものが当然クリアされれば、具体的な準備に入れる

ことになると思います。 

〇日本経済新聞  そうすると、地下鉄の延伸の実現性というのもさることながら、計算に入

れているようなまちづくり、快速もそうですけれども、その辺が果たしてで

きるのかというのも、これからの検討をしてみないとなかなかわからない点

は多いということなんですか。 

〇 市  長   一応それぞれ区画整理事業等をやっておりますので、それはある程度想定

している計画人口がございます。ですから、私どもとしては住んでいただけ

ることを想定しながらまちづくりを進めているわけでございますけれども、

それが現時点ではまだ計画の段階でございますので、それが順調に進んでい

く方向性が見えてくるところだと思うのです。それをどのくらい進んだらそ

ういう判断ができるかということになると思いますので、その辺をもう少し

具体的に定めていくことが必要だろうと思っております。そうすることによ

って採算性が極めて、当然これ以外に、この計画している区画整理事業以外

にもいろいろな要素で当然増えてくる可能性もありますし、また減少する可

能性もありますので、いずれにしてもある目標値を設定して、それに向かっ

て着実に進んでいるという判断ができた段階で行こうということになるの

だろうと思いますし、またあわせて先ほど関係機関との協議の場という話が

ございましたけれども、当然このプロセスを進めていく中で、この事業性の

問題だけではなくて、幾つかの関係者との協議が整ってこなくてはいけない

と。これは、財政負担の問題であったり、あるいは快速の問題であったりで
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すね。快速ですと、当然抜いてしまう駅もございますので、そういったとこ

ろのご理解なども含めてしていただきながらということになりますので、こ

れらを両面からしっかり事業が開始できるように、協議や意見交換をしなが

らその環境づくりを進めていくということになると思います。 

〇 朝日新聞   重ねてで恐縮なのですけれども、快速運転なんですけど、実際これを実現

させるには、ＳＲだけでなくメトロのほうとか、３者ぐらい関係してきて、

そういうところとの話も今後されていくということだと思うのですけれど

も、いわゆる民間事業者の方にこの事業の有益性とか公益性を理解していた

だくには、どのあたりがポイントになってきて、どのあたりが課題になると

捉えていらっしゃいますか。 

〇 市  長   １つは、最終的に事業主体になる民間事業者が手続に入っていただきます

ので、民間事業者が、事業性としては大丈夫だという判断が大前提になりま

すので、やはり事業性が大きな課題になってくるだろうと思います。 

         その辺は、今後の人口の動向が多分大きな鍵を握っていますし、先ほども

課題のところで幾つか申し上げましたけれども、あとは快速運転しますと、

かなり事業効果として上がってくるという試算が出ていますから、それにつ

いての合意形成であるとか、あるいは建設コストをさらに削減できるかどう

か、その辺がポイントになると思います。 

         いずれにせよ、民間事業者の皆さんにとっては事業性は大変大きな課題で

あると思っておりますので、そこをしっかりクリアをしていただけるような

計画の進行状況などをご理解いただくことが、大きなポイントだと思います。 

〇日本経済新聞  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１６日に、新年度予算等々が話し合われましたさいたま市議会２月定

例会が閉会しました。振り返りと、何か気になる事項がございましたら、受

けとめ等をお聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   ちょうど今日が、平成２９年度としては最後の記者会見ということもござ

いますので、この２９年度の成果ということで少しお話しをしたいと思いま

その他：平成２９年度の振り返りと気になる事項につ

いて
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すが、まず１点目は、これは旧基準ではありますけれども、やはり昨年の４月

に待機児童ゼロを達成できたことは、大変私たちにとっては大きい成果であ

ると思っております。 

         しあわせ倍増プラン２０１３の中で、（平成２５年度から２８年度末まで

の）この４年間の間に、認可保育所の定員を３，６００人増やしていくとい

う目標を掲げて取り組んできました。その結果、その目標を大きく上回る

６，４００人以上の定数増を図って、ようやく旧基準ではありますけれども、

ゼロになったということでございます。ただ、残念ながら厚生労働省の定義

の改正などもございましたので、さらにまた待機児童が生まれてくる可能性

があるということで、引き続き待機児童ゼロに向けて、様々な取組を展開し

ていきたいと思っております。 

         また、去年は世界盆栽大会もございまして、大宮盆栽あるいは盆栽文化の

世界的な認知度、あるいは人気というものを改めて私たちとしても実感する

ことができましたし、たくさんの皆さんにこの大会に来ていただくことがで

きました。今後さらに私たちとしても、この盆栽文化をさらに大いに活用し

て、さいたま市の魅力づくりに大いに生かしていきたいと思います。 

         また、まちづくりとしては、（７月２８日）に閣議決定をいただきまして、

（８月２日）から施行されましたけれども、大宮駅周辺を都市再生緊急整備

地域に指定いただいたということも、大きな成果であると思っております。

その中で、特に様々な規制緩和が図られたりするわけでありますが、一方で

今さいたま市が東日本の対流拠点としての機能として、オフィス機能、宿泊

機能、あるいはコンベンション機能というのがまだまだ、必ずしも十分でな

いという中で、こうしたことを契機に新たなホテル建設の発表があったり、

現在もいろいろ前向きに検討していただいているホテルの新設、あるいはそ

ういった需要というものの話も聞いておりまして、東京オリンピック・パラ

リンピックまでには３，５００室を超え、（現時点より）１，０００室弱ぐ

らい増えるのではないかという予測があるとも聞いておりますので、そうい

う意味では、必ずしもまだ十分だとは思っておりませんけれども、オリンピ

ックまでにそういった宿泊機能を少し充実することができるということで

は、大変うれしく思っているところであります。 

         それから、学力学習状況調査についても、昨年初めて政令指定都市２０政
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令市が、全てその調査状況を公表いたしたわけでございますけれども、その

中で学習面においても、あるいは生活面においても、さいたま市は全国平均

を大きく上回って、政令市の中でもトップレベルの状況にあるということを

改めて認識ができたということでありますので、そういう意味では日本一の

教育文化都市づくりに向けて、さらに大きく前に進めていきたい。 

         また、ランキングで言いますと、「住みたいまちランキング」でも大宮と

浦和がベストテンに初めて入るということにもなりましたので、少しずつで

はありますけれども、政令指定都市になってきたさいたま市の魅力が、内外

ともに認識をされつつあると思っているところでございます。 

         昨年度の振り返りということでは、そういったことになるのだろうと思い

ます。いずれにしても、今後のことについて考えると、やはり子育て支援、

子育てしやすい環境づくりであるとか、あるいは急激に進んでいく高齢化へ

の対応、こういったことをしっかりと行いながら、引き続き持続可能な成長

が図れるように、東日本の中枢都市としての都市機能の拡充、あるいは災害

に強いまちづくりとしての充実を、これからも引き続き図っていきたいと思

っています。 

〇 埼玉新聞   ２月議会についてはいかがですか。 

〇 市  長   ２月議会については、おかげさまで提出をさせていただきました議案につ

いては、全てご議決をいただくことができました。 

         今回かなり積極的な予算編成をして、それらについても議会からも評価を

いただいたと理解をしているところでございます。議会等でも、いろいろな

ご提案またご意見なども頂戴しておりますので、そういったことを踏まえな

がら進めていくつもりでありますが、比較的順調に進めることができたと思

っております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         ２月議会の関連なんですけれども、吉田一郎市議が、答弁した中央図書館

長に対して暴言を言って、最終日に議会として懲罰を科したほかに、辞職勧

その他：２月定例会を振り返って

その他：不適切発言に係る処分について
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告決議を議決したと。加えて、議会の信頼に努める決議も可決されたという

ことで、２月定例会でそういった騒動があったわけですけれども、そのこと

に関して市長さんとしての所感をちょっとお願いできればなと思います。 

〇 市  長   吉田一郎議員の発言については、職員の人権、あるいは尊厳を侵害する行

為であり、許しがたいものがあると考えております。 

         出席停止の懲罰処分については、地方自治法の規定により設置された懲罰

特別委員会での厳正な審議に基づいて、判断されたものと考えております。 

         また、懲罰特別委員会での検証、また様々な議論を経て、もう一つ辞職勧

告決議がこれらに加えて出されたわけでありますけれども、これらの辞職勧

告決議、また信頼回復に向けた決議、この２つの決議に至ったということは、

市議会が市民の信頼回復に向けて一丸となって取り組んでいこうという強

い決意のあらわれであると認識をしております。 

         吉田一郎議員におかれましては、これらの処罰あるいは決議というものを

厳粛に受けとめて、誠意を持った行動をしていただきたいと考えております。 

         いずれにしましても、市議会と執行部が車の両輪となってそれぞれの使命

を果たしていくことが、市民の負託を受けた我々の責務であると思っており

ます。 

〇 埼玉新聞   今の質問の関連なんですけれども、吉田市議の暴言に関して、今後答弁さ

れる方が萎縮されてしまうのではないかという懸念というのもありまして、

そこら辺の対応について、さいたま市さんとしてどのように、もう対応され

ているのか、あるいは今後こういうふうに対応していくかというお考えがあ

れば、お聞かせいただければと思います。 

〇 市  長   議会への答弁については、これまでも議員の皆さんからの質問についてで

きるだけ誠意を持って、また簡潔に、適切にまたお答えをするという方針で

やってきましたけれども、それを一層、基本的には徹底をしていくというこ

とになるのだろうというふうに思っておりますし、今回のことで変に萎縮す

るということのないようにはしていきたいと思っております。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今財務省の公文書の改ざんがあったのではないかと非常に問題になって

その他：財務省の公文書改ざん問題について



15

いるんですけれども、どういう経過かというのは国会でも議論がなされてい

て、中には財務省のトップである麻生大臣の責任を問うような声もあるんで

すけれども、市長は市役所という行政のトップとして今回の問題どのように

捉えていらっしゃるでしょうか。 

         また、トップの責任のとり方については、特に麻生大臣の出処進退等につ

いてどういうふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   公文書については、特に決裁文書については、基本的にこれが改ざんされ

るということは、これは常識ではあり得ない話だろうと思っておりますので、

それが事実であるとすれば、極めて重いものだったと認識をしております。 

         その中で、誰が責任をとるかということについては、やはりそれぞれの状

況の中で判断する、それぞれがそれぞれの立場の中で、適切に判断すべきも

のだと思っておりますので、誰がこうすべきかということは、まだ全容も解

明されておりませんので、申し上げられませんけれども、その中できちんと

それぞれがやはり責任ある立場として、判断をしていかなければいけないこ

とだろうと思います。 

〇日本経済新聞  よろしいですか。 

         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   それでは、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４月６日金曜日、１３時３０分からを予定しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

午後２時１４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。


