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さいたま市長３月定例記者会見 

平成３０年３月９日（金曜日） 

午後２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、市長からご説明をお願い

します。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         平昌オリンピックの感動が冷めやらぬ中、本日から平昌パラリンピック

が開幕をいたします。平昌パラリンピックには、本市南区在住の岩本啓吾

選手がクロスカントリー日本代表として出場します。岩本選手の活躍に大

いに期待し、応援していきたいと思います。 

         そして、先週２月２８日には、オリンピック・パラリンピック東京

２０２０大会のマスコットが全国の小学生投票により決定をいたしました。

本市は、いち早く「投票宣言」をし、市内の小学校、特別支援学校小学部

の児童が投票に参加をいたしました。投票に参加をしたことで、子どもた

ちに東京２０２０大会を盛り上げていこうという気持ちが芽生えたのでは

ないかと期待しています。 

 

 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         本日の議題でございます。まず、議題１「さいたま市宝来グラウンド・

ゴルフ場のオープン」についてご説明をしたいと思います。 

         本市では少子高齢化が進展をする中、「健幸」で元気に暮らせるまちを実

現するために、歩くことを基本に、「体を動かす、動かしてしまう」まちづ

くりへの取組を推進してまいりました。 

         その中で、グラウンド・ゴルフは「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」

市長発表：議題１「さいたま市宝来グラウンド・ゴル

フ場」をオープンします 
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できるスポーツでありまして、特に高齢者に大変人気があり、プレーを通

じてたくさん歩くことになります。 

         このグラウンド・ゴルフが普及をすることで、高齢者の生きがいづくり

や市民の健康増進が図られることから、専用のグラウンド・ゴルフ場を整

備し、子どもから高齢者まで幅広い層にご利用いただきたいと考えており

ます。 

         施設概要でございますが、施設開設は、平成３０年４月１日の日曜日か

らとなります。場所は、さいたま市西区大字宝来１２５番地１、健康福祉

センター西楽園の南側となっております。 

         施設の内容でございますが、敷地面積は約９，６００平方メートル、グ

ラウンド・ゴルフの標準コースであります８ホールのコースを２面整備し

てございます。また、利用者の受付を行う管理事務所のほか、駐車場も完

備しております。 

         このグラウンド・ゴルフ場の特徴の１つ目でございますが、最大の特徴

は、グラウンド・ゴルフの全国組織であります公益社団法人日本グラウン

ド・ゴルフ協会が認定をしましたグラウンド・ゴルフ専用コースであると

いうことでございます。 

         日本グラウンド・ゴルフ協会の認定を受けることで、協会のホームペー

ジや会報誌に認定コースとして紹介されることになります。市内、県内は

もとより全国的な周知が図られ、各地の愛好者の利用が期待できます。 

         また、認定コースで行われた公式大会につきましては、その記録がプレ

ーヤーの公式記録になることから、プレーヤーのモチベーションの向上に

もつながると考えております。さいたま市では初めての認定コースです。 

         また、埼玉県下では熊谷のホテルヘリテイジのコースに次いで２例目と

なります。公設に限って言いますと、首都圏の中で千葉県の君津市に次い

で２例目になります。 

         そして、特徴の２つ目でございます。お子さんから高齢者の方々まで家

族みんなで楽しめるということでございます。全面天然芝の平坦なコース

でございますので、利用者の皆さんが気軽にプレーすることが可能となり

ます。６５歳以上の市民の方は、利用料金は無料となっております。また、

市内在住の児童生徒も１００円で、大変利用しやすい料金設定としており
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ます。 

         定期的にグラウンド・ゴルフ教室を開催いたしますので、グラウンド・

ゴルフが初めての方も安心して楽しめるということが大きな特徴でありま

す。 

         次いで、特徴の３点目でございます。健康福祉センター西楽園のすぐ近

くに立地をしていることでございまして、西楽園には、お風呂、プール、

大広間などがございますので、グラウンド・ゴルフのプレーを楽しんだ後

も、お風呂で汗を流したり、また大広間で軽食をとっていただくなど、一

日を楽しく過ごすことが可能となります。 

         このグラウンド・ゴルフ場でございますが、開所式につきましては３月

２６日月曜日１０時半から宝来グラウンド・ゴルフ場にて開催いたします。

５０人以上の団体貸切利用につきましては、現在、さいたま市公共施設予

約システムで受付をしているところでございます。 

         私も時々プレーしておりますけれども、簡単ではありますが、やればや

るほど奥が深いスポーツでもあり、大変多くの層に楽しんでいただけます。

お子さんからシニアの方まで幅広く楽しんでいただけると思いますので、

ぜひご来場いただくとともに、ご利用いただきたいと思っております。 

 

 

 

         続きまして、議題２「首都圏対流拠点シンポジウム」の開催についてで

ございます。今回の首都圏対流拠点シンポジウムは、「大宮駅グランドセン

トラルステーション化構想から始まる私たちの新たな対流拠点づくり」を

テーマに開催いたします。 

         いよいよ「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」も策定の時

期が近づいておりますので、構想案をお披露目する場としてシンポジウム

を開催するものでございます。 

         こちらは、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」を取り巻く

背景と、経緯になります。平成２２年に「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」

を策定してから約７年が経過いたしました。その間に、大門町２丁目中地

区市街地再開発事業あるいは大宮区役所新庁舎の整備などが進んできたと

市長発表：議題２「首都圏対流拠点シンポジウム」の

開催について ～大宮駅グランドセントラルステー

ション化構想案を報告～ 
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ころでございます。 

         そのような中、平成２８年３月には「首都圏広域地方計画」の中で、こ

の大宮が東日本の対流拠点と位置づけられました。こういう国の動きもあ

る中で、平成２８年の８月に、「大宮駅グランドセントラルステーション化

構想」の策定に向けた検討体制として、「大宮グランドセントラルステーシ

ョン推進会議」を設置いたしました。 

         また、その１年後の８月には大宮駅周辺が都市再生緊急整備地域にも指

定をされまして、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現

に向けた支援体制も、ますます充実してきている状況でございます。 

         この構想の策定に向けましては、これまで、この推進会議を４回開催し

てまいりました。そして、その下に基盤整備推進部会を１０回、まちづく

り推進部会を８回それぞれ開催し、議論を進めてきました。 

         そのほかに、市民を対象といたしましたオープン会議を開催するほか、

オープンハウスや出前講座などを実施いたしまして、積極的に市民の意見

を伺いながら構想の検討を進めてまいりました。 

         そして、これまでまとめてきた「大宮駅グランドセントラルステーショ

ン化構想案」の一部をご紹介します。 

         まず、私たちが考えるこの大宮の果たすべき役割は、３つございます。

１つは、「東日本の玄関口」として東日本全体の発展を牽引する役割。２つ

目は、東京一極集中に伴う日本経済の災害リスク軽減とともに、災害時の

バックアップ機能を果たすという役割。そして、３つ目でございますが、

これからの働き方やライフスタイルを先導、提案し、市域全域に波及させ

ていく役割があると考えております。 

         また、この３つの役割を果たしていくために、それぞれ都市機能、歩行

者ネットワーク、駅機能、また駅前空間、道路ネットワークといった項目

を充実させてまいります。 

         こちらが構想案の全体のイメージ図となります。ここでは取組内容の一

部をご紹介させていただきたいと思います。 

         １つ目、東日本の交流拠点にふさわしい多様な都市機能の導入でござい

ます。東日本の発展を牽引していくため、各地域との交流・連携を強化し、

ビジネスの新拠点を形成するほか、商都大宮のさらなる活性化を図るため
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のコト消費型の機能の導入を目指してまいります。 

         そして、２つ目でございます。駅の東西を結ぶ新たな東西軸の整備でご

ざいます。この東西軸の整備によりまして、東西の回遊性とまちの防災性

を向上させるとともに、鉄道間の乗りかえ改善にも寄与するものと考えて

おります。 

         そして、３つ目でございますが、多様な交流を促す交流広場の新設整備

でございます。市民と来街者が集い、また新たな価値を創造する場をつく

り、災害時には、一時避難に対応できる広場空間を確保してまいります。 

         そのほかにも広域交通結節点にふさわしい交通広場の再整備、またシン

ボル都市軸やにぎわい交流軸の形成などの取組内容を掲げております。 

         これからご紹介するイメージでございますが、これは交通広場と交流広

場の配置に関するスタディパターンのうち、市民から好評の意見が比較的

多かった、現在高島屋に位置する街区の１階部分に交通広場を配置した案

をもとに作成をしております。 

         まず、スライドの上のイメージでございますが、新たに整備をします東

西通路から大栄橋方面を望むイメージでございます。これは、行き交う列

車を眺められる視点場や、休憩や待ち合わせができる滞留スペースの整備

をイメージしております。 

         次に、下のイメージ図でございますけれども、これは大宮駅東口から出

たところでございまして、駅の直近に整備する交流広場からシンボル都市

軸となる中央通り方面を望んだものになります。住民が誇りを感じ、来街

者が大宮の風格や品格を感じるような駅に直結するシンボリックで快適な

歩行者空間を形成してまいります。 

         次に、こちらの左上の図でございますけれども、これは現在の高島屋付

近の上空から北側を望んだ駅前の交流空間のイメージでございます。交流

空間では、東日本の企業や団体等が見本市や企業ＰＲ、イベント等を行え

るとともに、地域住民や地元商店街等が、祭り、イベント等で活用できる

空間を形成してまいります。 

         今後これらを含めました構想案を３月２２日に開催をいたします「大宮

グランドセントラルステーション推進会議」において取りまとめてまいり

ます。 
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         そして、その後「大宮駅グランドセントラルステーション化構想案」を

私から市民の皆様に初めてご報告をいたしますのが、この３月２６日に開

催いたします「第２回首都圏対流拠点シンポジウム」となります。シンポ

ジウムでは基調講演、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想案」

の報告、パネルディスカッションを行います。構想案の内容や構想に込め

られた想いなどについて、幅広い視点でディスカッションすることによっ

て、参加者の皆様と一緒にこの大宮の将来について考えていきたいと考え

ております。 

         シンポジウムの冒頭では、東京都市大学の教授であり造園家、ランドス

ケープアーキテクトでもあります涌井雅之先生に基調講演をしていただき

ます。涌井氏は、愛・地球博での会場演出総合プロデューサーの実績、ま

た国土交通大臣表彰などの受賞歴もありまして、ランドスケープ、つまり

は都市の景観などの分野で大変著名な専門家でもございますが、一般の皆

様には情報番組「サンデーモーニング」のコメンテーターとしても広く知

られている方でございます。 

         続きまして、パネルディスカッションに参加される皆さんでございます。

パネルディスカッションでは、「大宮グランドセントラルステーション推進

会議」の基盤整備推進部会長としてご尽力をいただきました埼玉大学の久

保田尚教授にコーディネーターを務めていただきまして、私を含めて５人

のパネリストにより議論を進めてまいります。 

         パネリストは、基調講演をしていただきます涌井先生と私に加えまして、

日本大学教授の岸井隆幸先生、また同じく推進会議のまちづくり推進部会

長としてご尽力をいただいております東京大学教授の窪田亜矢教授に参加

をいただきます。また、フリーアナウンサーの堀尾正明氏にも、さいたま

市にゆかりのある方ということで、専門家とは違った立場から議論に参加

をしていただきます。 

         シンポジウム開催後のスケジュールについてでございますが、４月には

構想案のパブリックコメントを実施いたします。そして、広く市民の皆さ

んからご意見を頂戴しまして、今年の夏頃には構想として策定していく予

定となっております。 

         私からは以上でございます。 
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〇日本経済新聞  それでは、市長からの今のご説明について、質問のある社はお願いしま

す。 

 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         グランドセントラルステーション化構想について伺いたいのですが、夏

頃に策定されて、それ以降実現に向けた取組をされるというふうに今後の

スケジュールで示されておりますけれども、具体的にこの実現に向けた取

組というのは、何をさいたま市はなさるのでしょうか。 

〇 市  長   今お話をしましたとおり、パブリックコメントを受けて、夏頃、策定を

した後、引き続き「大宮グランドセントラルステーション推進会議」とそ

の下部組織からなる基盤整備推進部会、またまちづくり推進部会等開催を

しながら、構想に位置づけている東西通路、また交通広場等の整備に向け

た概略設計を行ってまいります。 

         また、並行して今年度検討してきました駅前広場、また周辺のまちづく

り等についての複数の配置パターンについて、詳細なレイアウトや事業展

開、また概算事業費等を検討し、地元の合意形成が図られる計画となるよ

うに絞り込んでまいります。 

〇 朝日新聞   今のお答えについてちょっと追加で伺いたいんですが、東西通路を実現

させるには鉄道事業者との協力というか、会社としての意思決定が必要か

と思うのですが、そういうものは大体どのぐらいのスケジュール感で実現

に向けて整えられるというふうに市長は今お考えでいらっしゃいますでし

ょうか。 

〇 市  長   この構想ができ上がった後、構想を進めていくに当たりましては、ＪＲ

東日本、それから東武鉄道という２つのいわゆる鉄道事業者との協議が当

然不可欠になりますので、この２つの鉄道事業者との協議をあわせて進め

ていきながら、実現に取り組んでいくことになると思いますが、スケジュ

ール感については担当の方から説明いたします。 

〇 事務局    事業展開とかスケジュールにつきましては、来年度、個別の検討を経て、

詳細に検討してまいりたいと思いますけれども、鉄道事業者とはこれから、

これまでもずっと検討を進めておりますので、早期に意思決定ができるよ

うに調整を図ってまいります。 

議題２に関する質問 
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〇日本経済新聞  それでは、幹事社として代表質問１点させていただきます。 

         地下鉄７号線の延伸について、２月２１日の延伸協議会の鉄道分科会で、

需要予測と費用対効果が示されました。そこで、国の補助制度の適用の目

安を上回ったということだったのですけれども、市長はこの結果について

どのように受けとめていらっしゃるのか。 

         また、この結果を受けて、今後事業化に向けてどういったふうに進めて

いかれるのかを教えていただきたいです。 

         その需要予測には、今回沿線開発による人口増加や快速運転といった不

確定な要素も含まれていたかと思うんですけれども、これまで過去の試算

で、目安がなかなか上回らなかったことも考慮しますと、現実に事業化で

きるのかといった疑問を持つ人もいると考えられます。今後その課題を解

決するためにお考えの関連施策などもあれば、あわせてお答えください。 

         よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社からのご質問にお答えしたいと思います。 

         地下鉄７号線延伸協議会、鉄道分科会での試算結果のうち、沿線開発と

快速運転を組み合わせた２つのケースにおきまして、都市鉄道等利便増進

法適用の一般的な目安でございますＢ／Ｃが１を超える、また採算性

３０年以内というものをクリアいたしました。 

         この結果につきましては、延伸実現に向けて大変明るい兆しが見え始め

たと感じているところでございます。また、長い間延伸を望んでいた地域

の皆様や、延伸の実現に向け活動を続けてきた市民団体の皆さんにとって

も、同じように感じていただけたものと考えています。 

         また、同時に委員からは、課題も示されてございます。３月１４日に開

催をされます最後の協議会で、総合的な評価の意見を伺う予定でございま

して、その意見が重要であると考えております。地下鉄７号線延伸実現に

向けましては、埼玉県と課題を共有するとともに、また共同して、その課

題の解決に向け、深掘りしていくこと、また同時に関係者等の意見も踏ま

えながら進める必要があると考えております。 

幹事社質問： 

地下鉄７号線延伸について（需要予測の受け止め、今

後の事業化、課題解決の関連施策） 
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         課題を解決するための関連施策につきましては、現在、浦和美園～岩槻

地域成長・発展プランの見直しを行っておりますので、協議会の委員から

もご意見を頂戴しながら進めているところでございます。また、今後沿線

開発などにつきましても、改めて目標をしっかり示していくことが、市民、

議会からも理解をいただけるものと考えております。今後、引き続きまち

づくりを推進するために、全庁を挙げて全力で取り組んでいきたいと考え

ております。 

         いずれにしましても、延伸協議会での意見も踏まえまして、関係者との

連携強化を図りながら、引き続き、一日も早い鉄道事業者による事業着手

に向けまして、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

         以上です。 

〇日本経済新聞  今の代表質問に関連して、何か質問がある方はお願いいたします。 

 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         今後、県と課題を共有しながら、課題を深掘りしたりとか、あと関係者、

具体的には鉄道事業者かと思いますが、協議が必要だというようなお考え

だったと思うのですけれども、具体的にそうした、これまでもオブザーバ

ー的に参加なされたと思うのですが、具体的に協議をなされるような場な

り、組織というものを来年度というか、新年度おつくりになるお考えはお

ありでしょうか。 

〇 市  長   まずは、３月１４日に（延伸協議会が）予定されております。そこでの

議論を踏まえながらということになると思いますけれども、その議論を十

分踏まえながら、具体的にいろいろ進めていきたいと思っております。現

状としては、まだその議論、最終的なご議論を踏まえて、今回の試算のケ

ースについて、いろいろなご意見、課題あるいは、いろいろな評価もして

いただけると思いますので、それらを踏まえつつ、一日でも早い事業化に

向けてどんなことをしていくかということについて対応していくことにな

ると思います。 

〇 朝日新聞   もちろん協議会の最終的なお話は、事業化をなさると思うんですけれど

も、基本的にはこれまで議論が尽くされてきましたので、市長もそれはご

存じだと思いますし、今回これまでに比べればいい数字が出たということ

幹事社質問に関する質問 
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だと思うんですけれども、まさに実現に向けて次の動きとなると、そうい

う現実的な課題を共有して話し合う場を設けるしかないと、これの先例の

相鉄の直通線の例を見てもそうだと思うんですけれども、来年度かどうか

は別として、その事業化を踏まえて、そういう場を設けたいというふうに

市長としてお考えになっているかどうか伺いたいんですが。 

〇 市  長   いずれにしても、３月１４日の会議を受けまして、私どもとしてどう課

題をクリアをして、先に進めていけるのかということを精査をしながら、

それを着実に進めていくことになると思います。 

〇 朝日新聞   しつこくて申しわけないんですけれども、ということは１４日の結果を

受けて、そういう場を設けないこともあり得るということですか。 

〇 市  長   協議会で、数字は出ました。数字が出て、それをどう評価するかという

ことが、まだご意見を頂戴する前でございますので、それらを受けて、ど

ういう課題を指摘いただくのか、あるいはどういうご意見を頂戴するかに

よって、やらなければいけないことの具体的な、それを解決するための方

策がいろいろ見えてくるだろうと思いますので、それを解消していくとい

うのが次に進んでいくべきことだと思いますので、その中でどの課題を優

先的にやっていくのか、あるいは、並行してやれることもあると思います

ので、それらも含めて、精査しながら進めていくということになると思い

ます。 

         いずれにしても、一日も早く解決に向けて取り組んでまいりたいと思っ

ておりますので、それらを踏まえて対応を考えていくと、そして実行して

いくということになります。 

〇 朝日新聞   最後に確認ですけれども、次の具体的な動きというのを市が、こういう

ふうに何かをするというのをご判断なり、明らかにされるタイミングとい

うのはどのぐらいかなと思っているのでしょうか。 

〇 市  長   いずれにしましても、３月１４日の会議を受けた後ということになりま

すので、それまではまだ具体的にどうするかということを表明したり、考

えるということにはならないと思いますので、そこでどういうご意見が出

てくるかによって当然取り組む、優先的に取り組んでいかなければいけな

い課題であるとか、そういったものも当然見えてくると思いますし、その

中で次に具体的にどういうことに取り組んでいったらいいのか、もちろん
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いろいろなプロセスもありますから、そういったことも意識しながら具体

的に実行していくことになると思います。いずれにしても、３月１４日の

会議を受けた後ということになります。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先日リクルートさんのほうで、毎年やっています住みたい街ランキング

関東版の結果が公表されまして、さいたま市の大宮が９位、浦和が１０位

と、県で初めてトップ１０入りしましたけれども、この点について市長の

受け止めと、例えばもっと上位を目指したいとか、そういうお考えがあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〇 市  長   リクルートのスーモがやっております「住みたい街ランキング」で、今

回、一番最新の調査の中で、大宮が９位、浦和が１０位ということで、さ

いたま市では初めてこの２駅がベスト１０に入ることになりました。まず、

このことについては大変嬉しく思っているところであります。 

         これまで、住んでいただいた皆様からは住みやすいという評価をいただ

いて、一番直近の（さいたま市民意識調査（在住者調査）の）データでも

８３．４％の皆さんが住みやすいと答えていただいておりましたが、住み

たいということになりますと、若干これまで必ずしもそれに見合う数字、

あるいは順位ではなかったように思いますが、ここへ来て多くの皆さんの

努力によって、この都市イメージについても随分上昇してきたと思ってお

ります。 

         ちょうど今年、政令市になって１５年という節目の年でもありますけれ

ども、そういう意味ではこれまで積み重ねてきたいろいろな取組、あるい

は市民の皆さんの協力があって、こうしたイメージ、そういったまちにな

ってきたのではないかなと思っております。 

         しかし、まちづくりについて言いますと、これからがまさに本番であり

ますので、これからさらに魅力的な、また住みたいと言われるまちになっ

ていくための取組が大きく前進し、スタートしていくことになると思いま

すので、当然ながら、さらに上位を目指していきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   続けてなのですけれども、さらに上位を目指したいというお考えだとい

その他：「住みたい街ランキング（大宮９位、浦和

１０位）」について 
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うことなんですけれども、今回ランキングで１位になったのが、同じ政令

市の横浜市ということで、さいたま市も政令市ということで、ちょっと対

抗心ではないですけれども、意識する部分はあるとは思うんですけど、横

浜市にあって、まださいたま市のほうで足りないなと思う部分がありまし

たら、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

〇 市  長   あるものないもので比較をすると、これはいろいろあると思いますが、

やはり政令指定都市、あるいは大きな都市としての積み重ね、都市イメー

ジが、やはりさいたま市が政令指定都市になってまだ１５年ということで

ありますので、そういった積み上げてきた歴史が、まだまだ横浜には及ば

ないと思っておりますが、これからさらにさまざまなまちづくりや、私た

ちとしてもさまざまな行政サービスを高めていきながら、また市民の皆さ

んと一緒に住みやすいまちをつくっていくことで、この歴史を積み重ねて

いくことが、この住みたいまちとしてのランキングを上げていくというこ

とに、結果としてつながっていくだろうと思っております。 

 

 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         先日、保育士の不足で横浜の認可保育所が、十分な保育士が確保できな

いので休園するということがありましたけれども、さいたま市では保育士

の確保状況というのはどうなっているのかということと、今年、本格的に

待機児童の定義が変わると思うのですけれども、今年の人数、待機児童数

の見通しと対策について、どのようなことを考えているか教えてください。 

〇 市  長   まず、保育士の確保の状況からお答えをしたいと思います。 

         それぞれの施設ごとに、保育士の確保には努めていただいているわけで

ございますが、現在のところ保育士の不足によって開所ができないという

相談は受けておりません。今後も、積極的に保育士確保策を展開して、市

内保育施設の安定した運営支援を行っていきたいと思います。 

         この保育士確保の施策としては、大きく３つございます。１つは、「新卒

保育士を対象としました新規確保策」で、これまでもやってまいりました

けれども、県内を始め東北、北陸地方等の保育士の養成施設の学生を対象

に、本市の施策や保育施設の紹介などを行う「保育士採用プロモーション

その他：保育士の確保状況、新定義での待機児童の見

通しと対策について 
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活動」を行っていくこと。また、市内の保育施設や文化・商業施設などの

見学等を組み合わせた「保育体感ツアー」を行う予定でございます。 

         ２つ目として、「潜在保育士を対象とした施策」としては、こうした潜在

保育士を対象に、最新の専門的知識や技術の習得を図るための「潜在保育

士再就職支援セミナー」を行う予定にしております。また、就職準備に必

要な費用について貸付を行います「保育士就職準備金貸付事業」などを実

施して、潜在保育士、保育士の資格を持っているけれども今働いていない

という方々にも円滑な就職を支援をしていきたいと思っております。 

         また、３点目としては「現役保育士を対象とした処遇改善やまた就業継

続に関する施策」といたしまして、民間保育所また小規模保育施設、市が

認定をしました認可外保育施設等の保育士に対する処遇改善策として、市

独自の常勤職員の給与の上乗せ補助を引き続き実施をし、１人当たり年額

１９万３，５００円を助成してまいります。また、保育士の家賃負担を軽

減いたします「保育士宿舎借り上げ支援事業」を拡充して実施をいたしま

す。 

         本市としては、こうしたさまざまな取組を通じまして積極的な保育人材

の確保を展開して、保育の質を担保していきたいと思っております。 

         あと、もう一点、待機児童について、これは１０月時点ということです

か。 

〇 ＮＨＫ    １０月時点より一次の承認、不承認通知を発送されたと思うんですけれ

ども、まだ調整中の、二次でこれから調整するとは思うんですけれども、

大体見通しとして人数がどのぐらいに上ると考えていらっしゃるのか。 

〇 市  長   最終的に、待機児童数ということでは、まだ発表できませんけれども、

途中経過として、まず今回の一次利用調整の状況で申し上げますと、申込

者数が８，２９１人、承諾者数が５，８１２人、不承諾者数が２，４７９人

となったところでございます。 

         これは、昨年度と比べますと申込者数が６４４人の増加、それから承諾

者数が３５４人の増加、不承諾者数が２９０人の増加となっております。 

         二次利用調整を２月２７日火曜日に募集を締め切ったところでございま

して、今後調整をし、発表していきます。二次調整についてのご報告が、

３月１２日月曜日以降でないとお答えできる状況ではございません。最終
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的な待機児童数になりますと、５月中、できるだけ早く発表したいとは思

っておりますが、そのぐらいが目途になると思います。 

〇日本経済新聞  ほかによろしいですか。 

         どうもありがとうございました。以上をもちまして、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３月２０日火曜日、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。本日はありがとうございました。 

 

午後３時１１分閉会 


