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さいたま市長５月定例記者会見 

平成３０年５月１６日（水曜日） 

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。 

         １２月９日に開催いたします第４回さいたま国際マラソンの市民優先申

し込みを１３日まで受け付けしておりまして、２，２２０人という市民の

皆さんからお申し込みをいただきました。市民の方々がこの大会を契機に、

走ることの楽しさやすばらしさ、また仲間との一体感などを感じてもらい

ながら、さいたま市の良さなども再発見していただければと考えておりま

す。私もいちランナーとして練習を始めました。当日は、多くのランナー

の方々と触れ合いながら完走を目指して走りたいと思っております。 

         ５月２７日には、市内全域でごみゼロキャンペーンが実施をされます。

自治会を中心とした清掃活動でありますが、昨年は１０万人以上の方々に

参加をいただきまして、約６０トンのごみを収集いたしました。ごみのな

いきれいなまちは、犯罪を起こさせないまちづくりにもつながっていくも

のと考えております。 

 

 

 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

         本日の議題は、「第３次さいたま市食育推進計画を策定しました」につい

てご説明をさせていただきます。ちなみに６月は食育月間と指定されてお

ります。 

         食は私たちが生きていくためには欠かせないものでございます。また、

市長発表：議題「第３次さいたま市食育推進計画」を

策定しました ～６月は食育月間です～ 
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健やかな食生活を日々実践しておいしく楽しく食べることは、人に生きる

喜びや楽しみを与え、また健康で心豊かな暮らしの実現に大きく影響する

ものであります。 

         本市は、食育基本法に基づきまして、平成２０年にさいたま市食育推進

計画、また平成２５年に第２次推進計画を策定しまして、さいたま市５つ

の「食べる」を目標に掲げまして、食育の推進に取り組んでまいりました。

第２次計画が平成２９年度で終了いたしましたので、今後も食育に関する

施策を総合的かつ計画的に推進していくために第３次さいたま市食育推進

計画を策定いたしました。 

         この計画では、この食育を通じまして、心と体の健康を培い、豊かな人

間性を、また自然への感謝の気持ちを育むこと、また市民、地域、各種団

体などと行政が協働して食育に取り組んでいくことを基本的な理念として

おります。計画期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間でご

ざいます。 

         国の第３次食育基本計画のコンセプトでございます「実践の環を広げよ

う」をさいたま市としても基本的なコンセプトとして掲げております。 

         まず、これまでさいたま市が取り組んできた活動についてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

         第２次計画では、「周知から実践へ」をコンセプトとしまして、市内の子

育て関係施設などでこの食育の実践を行ってまいりました。この結果、食

育に関する取り組みを行う団体や関係機関は増加をし、食育の推進に係る

取り組みはおおむね目標を達成いたしました。 

         これまで市民の規則正しいバランスのとれた食生活の実践に向けて、行

政、そして関係機関、各種団体がライフステージに応じた健康教育、また

料理教室、生活習慣病予防に関する普及啓発に取り組んでまいりました。

例えばこの１番目のところでありますが、これはさいたま市食生活改善推

進員の皆様方が行いました食育、生活習慣病予防のための教室でございま

す。この２つ目は、保健センターで実施をしております食育でございます。

この３つ目は、市内の大学生の皆様による食育を実践しようというプロジ

ェクトでございます。４つ目は、保健センターで実施をしております離乳

食の教室、そしてこの５つ目でございますが、これは小中学校での食育、
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また小学校では地元シェフによる学校給食などを行っておりまして、こう

した食べることの体験も通じまして、わかりやすい食育活動を行っており

ます。また、６つ目としては、地産地消事業ということで、ヨーロッパ野

菜の取り組みなども進めてまいりました。 

         昨年度実施をいたしました前計画の最終評価で課題となった点の一つと

いたしまして、朝食をとらない人の割合の増加が挙げられております。平

成２４年に実施をいたしました前回の調査と比較をしますと、男女の

２０から７０歳代で、朝食をほとんど食べていない割合が増加しておりま

す。特に男性の２０から５０歳代の割合が高くなっております。また、女

性の場合には２０歳代が最も高い数字になっています。 

         朝食を毎日食べることは、活動や成長に必要な栄養やエネルギーの摂取

とともに、基本的な生活習慣を身につけるという観点からも非常に重要で

あります。まずは、朝食から活力のある１日を始めることが大切であると

考えております。 

         そして、２つ目の課題でございます。これは、バランスのとれた食事に

関するものでございます。ここに今見ていただいておりますのが野菜の摂

取状況についてでございまして、これを見ますと、男女ともに成人期の皆

様方が、成人期というのは２５歳から３９歳までの世代をいいますけれど

も、「毎日３食は野菜を食べない」割合が非常に高くなってきております。

また、主食、主菜、副菜をそろえた食事の状況については、野菜の摂取状

況と同様に、男女ともに成人期、２５歳から３９歳で「ほとんど食べない」

割合が高くなっております。 

         生涯にわたって心身の健康を保つためには、健全な食生活が大切であり

ます。主食、主菜、副菜を組み合わせた献立を十分に意識していただき、

栄養バランスに配慮した食事をとること、またエネルギーや食塩の調整を

心がけていくことで適正な体重の維持、また生活習慣病の予防につながっ

てまいります。 

         第２次計画で重点的に取り組んでまいりました「朝食」、「共食」、「協働」

については、市民調査結果では残念ながら改善が見られませんでしたが、

この２０から３０歳代の男女における朝食欠食率、野菜摂取量、主食、主

菜、副菜のそろったバランスの良い食事などについての課題が改めて明ら
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かになりました。 

         また、世帯構造や社会環境の変化、またライフスタイルの多様化に伴い

まして、単独の世帯が増えてまいりました。誰かと食事を共にする「共食」

の機会が減り、そして一人だけで食事をとる「孤食」、また家族が別々の料

理を食べる「個食」は、栄養の偏りや食欲の低下などが危惧され、朝食欠

食率、野菜採取量、主食、主菜、副菜のそろったバランスのよい食事に影

響します。 

         家族や仲間との楽しくおいしい食事は、人を笑顔にし、また、おなかと

心を満たすものとなります。第３次計画でもこれらの課題を重点的に取り

組んでいくために、「朝食」、それから「共食」、「協働」を重点プロジェク

トといたしまして、食育の目標でありますさいたま市５つの「食べる」に

絡めまして多角的に取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

         第２次の計画では、「周知から実践へ」をコンセプトとして、大学生によ

る食育を実践しようプロジェクトであるとか、市内の子育て関係施設での

実践を展開してまいりました。 

         第３次計画では、第２次計画の最終評価で課題となりました青年期、成

人期、壮年期へのアプローチを行うために「実践の環を広げよう」という

ことをコンセプトに、事業所、働いている場所ですね、こういったところ

や、あるいは飲食店等との連携を強化して食環境の整備に取り組んでいき

たいと考えております。 

         また、食育の基本理念に基づきまして具体的に計画を推進していくため

に、前の計画に引き続きまして、さいたま市５つの「食べる」、これはもう

一度おさらいをしておきますと、さいたま市というのをもじりまして、「さ」

は「三食しっかり」、「い」は「いっしょに楽しく」、「た」は「確かな目を

もって」、「ま」は「まごころに感謝して」、「し」は「食文化や地の物を伝

え合い」、この５つの目標の達成に向けて、市民一人ひとり、各種団体、ま

た行政などによる食育の取り組みのさらなる増加を目指していくとともに

協働を推進していきたいと考えております。 

         一人ひとりが健全な食生活を送れるように意識し、また実践をしていく

だけでなく、生産から食卓までの食べ物の循環、あるいは生涯にわたる食

の営みにも改めて目を向けて、それぞれの環をつないで広げていくことが
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大切であると考えております。 

         また、毎年６月は食育月間となっております。毎月１９日は食育の日、

国は第３次食育推進基本計画におきまして、毎年６月を食育月間と定めて

おります。また、１年を通じまして継続的に食育推進運動を展開していく

ために、毎月１９日を食育の日と定めまして、家族そろって食卓を囲むな

どの実践的な取組を呼びかけております。 

         本市では、市内の小中学生が描きました食育推進に関するポスターより

選出した作品をもとに食育月間のポスターを作成し、保育園、学校、また

公共施設など、おおむね市内１，２００カ所などに配布をして啓発に努め

ていきたいと考えております。 

         今年度は「三食しっかり食べる」をテーマにして、朝食や主食、主菜、

副菜を組み合わせた食事の大切さについて啓発を行ってまいります。また、

今年のポスターは、こちらでございますが、中尾小学校３年生の田中悠斗

君の作品でございます。 

         最後に、本市では歩くことを中心として楽しみながら継続的な健康づく

りを推進する健康マイレージを平成２８年９月から実施をしております。

平成３０年度の活動量計での参加者をまた６月１日から募集をしてまいり

ます。通信機能付活動量計またはスマートフォンアプリを利用しまして、

歩数や各種健（検）診の受診に応じてポイントが付与されることになりま

す。また、付与されたポイントに応じて特典を受けることができるように

なります。 

         今年度は６，０００人、活動量計、そしてアプリ、それぞれ３，０００人

の参加を目標としております。参加対象は、さいたま市に住民票のある

２０歳以上の市民と市内事業所在勤者の方々でございます。現在の参加登

録者数は１万４６９人でございまして、今後もより多くの方々に参加をし

ていただきたいと考えております。 

         私からは以上でございます。 

 

 

〇 産経新聞   市長からの説明について質問をお願いします。 

         質問がある社は質問をお願いします。 

議題に関する質問 
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〇日本経済新聞  日本経済新聞です。 

         この第３次計画で青年期、成人期などへのアプローチを強化することと、

あと事業所とも連携していくということなのですけれども、例えばどうい

うことをされていくのか、どういう連携をされていくのか、何かお考えが

あれば教えてください。 

〇 市  長   特に今回は成人期の方々を中心に展開しようということで、先ほども申

し上げましたけれども、事業所とか、あるいは食事をとられる飲食店など

にご協力をいただいて進めようと考えております。その中で地域の食育推

進活動団体、また関係機関に加えまして、こういった事業所、飲食店との

連携を強化して呼びかけていこうと。 

         具体的には、食生活改善推進員協議会、また担当者会議での行政関係機

関、各種団体、事業者等とそれぞれの取り組みの共有や意見交換をしてい

こうと。また、企業発行の機関紙等で事業所への食育情報の発信をしてい

こうと。特に先ほど言いました朝食を食べようということであるとか糖尿

病予防などについて発信をしていきたいと考えております。 

         また、商工会議所との協働についても検討を進めております。また、市

内の大学との協働による取組、また健康マイレージとの協働、また協定締

結企業との協働なども進めてまいる予定であります。また、先般健康経営

ということで幾つかの企業と協定などを結ばせていただいておりますので、

そういったところとの連携した取組なども行っていきたいと考えておりま

す。 

〇 時事通信   時事通信社と申します。 

         改めてになるのですが、第２次の食育推進計画で改善されたといいます

か、よくなった部分を何点か教えていただきたい部分と、あと第３次さい

たま市食育推進計画で、改めて第２次で課題となった部分、青年期、成人

期、壮年期の部分、改めてどんなものか教えていただけたらと思います。 

〇 事務局    まず、第２次の改善点でございますが、乳幼児ですとかお子様の施設で

の食育の取組の事例が増えてきたというところで、取組の輪は広がってき

たところが大きな改善点となってございます。 

         また、朝御飯を食べている人の割合というところが特に落ち込んだとい

うことと、野菜を毎日３食そろえて食べているかどうかというところで青
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年期、成人期のあたりがかなり落ち込んでいるところが課題として挙げら

れております。 

         以上でよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

〇 産経新聞   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。 

         まず、１つ目なのですけれども、５月３日から５日に第３５回大盆栽ま

つりと連動したイベントが開催されましたが、イベントを終えての感想を

教えてください。また、昨年は世界盆栽大会の開催もあり、大宮盆栽美術

館の来館者数が過去最高を更新したりして、盆栽に大きな注目が集まった

年になりましたが、今後も盆栽への注目を継続させていくために考えてい

ることをお聞かせくださいというのが１点目で、２つ目は第４回さいたま

国際マラソン、フルマラソン一般の部（男女）とフルマラソン女子ビギナ

ーの部について、５月９日から１３日にさいたま市民優先申し込み、また

１４日から県民優先申し込みがありましたが、その結果について市長の考

えをお聞かせください。 

         この２点になります。お願いします。 

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。 

         最初に、大盆栽まつりの感想等についてのご質問にお答えをしたいと思

います。今年の大盆栽まつりは、初日の３日の午前中がやや雨が残ってい

たという感じがありましたけれども、その後は大変天気にも恵まれまして、

昼前には上がっていた状況になっていました。例年盆栽まつりは３日間通

じてずっと晴れだったという日が余りなかったと記憶しておりますので、

その中では非常に天候に恵まれた年になったのではないかと思っています。 

         また、大盆栽まつりに関連した幾つかイベントを開催しましたが、総来

場者数は約１０万５，０００人の方々にお越しをいただき、大変盛り上が

ったイベントとなったと思います。 

         また、私自身の見た感じですと、外国人や若い人たちの姿が非常にこれ

幹事社質問： 

① 大盆栽まつりと連動したイベントを終えて 

② 第４回さいたま国際マラソンの申込結果について 
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までより増えたなという印象を強く持ちました。特に外国人の方々が団体

あるいは個人でお越しになっている、そういった場面をたくさん見ました

ので、そういう意味では昨年の世界盆栽大会の影響というのが非常に大き

いのかなとも感じたところであります。 

         また、この大盆栽まつりにあわせて、市民盆栽展というのを毎年開催し

ているわけでございますけれども、この表彰式で今回初めて、植竹小学校

で１０年前に盆栽教室というのでしょうか、盆栽づくりに携わった２人の

学生さんが育てた盆栽が今回入選をしました。これは、大変私たちにとっ

ては印象深いことで、どちらかというと盆栽文化、高齢者の男性の趣味と

いう感じが強かった中で、この底辺を広げようということで取り組んでき

た成果が少しずつ出てきて、若い世代が盆栽に関心を持ってきつつあると

いうことについては大変喜ばしいなと思っているところでございます。 

         また、今回の大盆栽まつりでは、例えば大宮盆栽美術館ではボランティ

アガイドによります日本語及び英語による鑑賞ギャラリーツアーというの

を実施させていただいたりしまして、連日多くの方々にご来場いただきま

した。 

         また、土曜チャレンジスクールなどで盆栽に取り組んでいる小学生の作

品も展示をさせていただきましたので、期間中に親子でご来館いただいた

方、これもやはり大変多かったという印象を持っております。 

         またあわせて、特別盆栽の実技を行わせていただきましたけれども、こ

れも世界盆栽大会で講師を務められた山﨑ちえさんに初心者の方にもわか

りやすく盆栽の魅力を伝えていただき、これも試みとして非常によかった

と思っております。 

         また、盆栽四季の家の前の駐車場におきましては、おもてなしイベント

ということで、この盆栽にあわせて和風の文化ということで琴や尺八の演

奏なども行われまして、大盆栽まつりに訪れてきた方にも大変喜んでいた

だいたと思っておりますし、またさいたま市が取り組んでおります東日本

連携の中でも、三条市から三条の技術を紹介しようと。世界盆栽大会でも、

三条市のはさみのメーカーに盆栽大会が終わった後たくさんの外国人の方

が行ったというお話も聞いておりましたので、三条の方に出ていただきま

して、ステージトラックにおいて三条の刃物、技術を紹介できたというこ
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とで、来場してくださった方にも喜んでいただいたと思いますし、また三

条市の方々からも、大変たくさんの方が来場するお祭りで大変驚いたとい

うことで、喜んでいただけたと思っています。 

         また、今回は大宮駅の東口に商店街と連携して「おおみや盆栽春まつり」

を開催しまして、若手の盆栽師でありますが、平尾成志さんの盆栽パフォ

ーマンスを行っていただきました。これは、和太鼓のパフォーマンスにあ

わせて盆栽をつくっていただくわけですけれども、これも大変好評であり

ましたし、そこで子供がお父さんと一緒に平尾さんの作品集を抱いて、平

尾さんの追っかけのように来ている男の子がおりまして、「将来は盆栽師に

なりたい」と言っていたのが非常に印象に残りました。 

         今回この盆栽まつりと同時にいろいろなエリアとの連携もしていこうと

いうことで、シャトルバスで鉄道博物館であるとか造幣局などとも周遊ル

ートみたいな取組もさせていただきました。そういう意味では、さいたま

市にとってこの盆栽というのは全国に、また世界に発信できる重要なコン

テンツであるということを昨年非常に認識しましたので、私たちとしては

これからもそういった盆栽文化をより広く、市民の皆さんはもちろんであ

りますけれども、全国、そして世界に発信できる文化として、また後世に

繋いでいく文化としてしっかり発信していきたいと思っております。 

         ２つ目のマラソンについてのご質問にお答えしたいと思います。まず、

市民優先申し込みについては、先ほどもちょっと挨拶の冒頭で申し上げま

したが、２，２２０人の申し込みをいただきまして、そのうち女子ビギナ

ーの部への申し込みは７４人でございました。また、県民優先申し込みに

ついては、申し込み初日で定員に達しまして、そのうち女子ビギナーの部

への申し込みは４６人でございました。多くの市民、県民の皆さんに申し

込みをいただいたと考えております。 

         また、５月２１日の月曜日から一般申し込みが開始をされることになっ

ております。今回から事前受け付けを廃止してナンバーカード等を送付す

ることにいたしましたので、前回よりも手続が簡単になり、参加しやすく

なるという状況をつくらせていただきました。 

         また、さいたま国際マラソンはスタート、フィニッシュがさいたまスー

パーアリーナということで、着替える場所など、また交通アクセスも非常
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にいいということで、評価もいただいたり、また昨年多くのボランティア

の皆さんにご協力をいただいて、おもてなしについても２回目と比較して

も大幅に３回目は改善をしたと。２０ポイント以上、ランネットなどの評

価では上がったという状況にもなりました。 

         いずれにしても、私たちとしては参加しやすい大会、あるいは魅力あふ

れる大会にしていくために努力もしていきたいと考えておりますし、県外

から来ていただいた多くの方々にさいたま市の都市と田園が織りなす風景

をご覧いただきながらこのマラソン大会に参加をしていただきたい、楽し

んでいただきたいと思っております。 

 

 

〇 産経新聞   それでは、幹事社質問について、それぞれについて１点ずつちょっと追

加でお聞きしたいのですけれども、まず盆栽まつりと盆栽の注目を継続さ

せていくことについてなのですけれども、お話の中で子供が盆栽師になり

たいと言ったのが印象に残ったとかというのもありましたし、去年注目が

上がったけれども、ずっと前から取り組んでいることが根づいてきている

ということもあるので、それを今後も着実に進めていきたいということで

いいのかというのが１点と、２つ目は女性の申し込みについて、この間の

実行委員会のときにも、今年は女性の参加者を増やしたいというお話が陸

連の会長と、あと市長からもあったかと思うのですけれども、その女性の

参加者、市民のほうで７４人、県民のほうで４６人ですかね、この数字に

ついての受けとめをちょっとお願いします。 

〇 市  長   まず、１点目の盆栽への取組については、今お話しのとおり、ここ１０年

近くにわたって子供たちに盆栽文化を広げていこうという思いで、植竹小

学校のプログラムから始まって、今は総合的な学習の時間であったり、あ

るいはチャレンジスクールなどでこういったプログラムを取り入れていた

だいて、多くの区でまたやっていただいたりしております。 

         そういう意味では、市民の中に盆栽文化を広げていこうという取り組み

と、あとこの世界盆栽大会で私たちが感じている以上に、世界の方々にと

って盆栽の魅力であったり文化の奥深さを知っていただく機会となりまし

たので、私たちとして、去年同時期からスタートしました「さいたま国際

幹事社質問①②に関する質問 
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盆栽アカデミー」ですね、これも今年の秋から日本に在住している外国人

向けのプログラムをスタートしますし、またできるだけ早期に外国人向け、

日本に在住していない方もその盆栽アカデミーの講座を受けるために来て

いただくという方々向けのプログラムなども充実を図っていきたいと思っ

ております。 

         また、あわせて国内でいうと、やはり後継者の問題なども今課題として

挙がっておりますので、国際盆栽アカデミーなどを通じまして、後継者の

育成ということについても取り組んでいく必要があると認識をしておりま

す。こういったイベントだけではなくて、いろいろな継続的な盆栽文化の

継承のための支援策ということについてもあわせてやっていく必要がある

と認識しているところでございます。 

         それから、２点目の女性の参加でございます。今回は、ほかのマラソン

大会と比べると、女性の参加者が少ないというのが数字としてあらわれて、

第３回大会でいうと、女性の比率が１２．６％で、おおむね他の大会では

２割から３割ぐらいが女性だと言われている中で、ちょっと少ないと言わ

れておりますので、今回あえて女子ビギナーの部を設けさせていただきま

した。現時点では１３．７％でございますので、前回よりちょっと上がっ

ていますけれども、まだまだやはりＰＲも含めて十分でないと思っており

ます。 

         やはり初めてマラソンに参加をしようという方々にとっては、どういう

練習をしたらいいかとか、どういうふうに当日までの準備をしていったら

いいかとか、いろいろ不安な面がたくさんあると思っております。私も最

初走ったときに、楠田さんのいろいろなご指導をいただいてやってきまし

たので、準備もそれほど不安なくできたのですけれども、恐らく本当に初

めてやられる方は不安な面もたくさんあると思いますので、そういった女

性ビギナーのためのいろいろな講座であったり、これは行政でやるだけで

はなくて、民間の事業者も含めていろいろな取組をしていただく中で、一

人でも多くの女性の方々がランナーとして出走いただいて、やはりマラソ

ンというものの楽しさ、走ることの楽しさをぜひ味わっていただきたいと

思います。私もマラソンから学ぶことはたくさんあるなというふうに、参

加をさせていただいてそんな印象を持ちましたけれども、それぞれのラン
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ナーの皆さんの人生にとっても、より豊かに生きられるきっかけにもなる

と思いますので、私たちからもまたより多く参加いただけるように呼びか

けていきたいなと思っております。 

〇 産経新聞   代表質問の説明に関して、質問がある方は質問をお願いします。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         ２点ございまして、大盆栽まつりですけれども、今回各会場を結ぶシャ

トルバスを運行したということですが、この利用状況を教えていただけま

すでしょうか。 

         あと、２点目がさいたま国際マラソンですけれども、市民優先枠

２，２２０人ということですけれども、今回も市民の優先枠の上限を撤廃

して申し込みを受け付けたということですけれども、昨年の市民優先枠の

申し込みとあわせて、今年のこの状況をどのように受けとめていらっしゃ

るか、お聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   まず、１点目のシャトルバスの運行状況でございます。これについて申

し上げますと、大宮駅周辺と鉄道博物館、氷川神社、それから造幣局さい

たま支局をつないで運行させていただきました。１周約１時間のルートを

３台のバスが巡回をさせていただきまして、そのうち１台は逆回りで運行

しております。 

         ３日間の利用者は約６００人でございまして、盆栽まつりだけではなく

て、少し回遊性が高まったと考えております。 

         ２つ目の市民優先枠の状況です。市民優先枠については前回が

２，４７８名ということで、若干現在減っているという状況でございます。

その前の２回目のときには３，０００人という枠があって、これは大体ほ

ぼ１日でいっぱいになったということもございます。 

         １つは、やはり優先申し込みは、枠がないといつでも申し込めるという

感じになってしまって、インパクトとして、ちょっと弱いのかなという感

じがあるのが一つと、あと前回少し定数に満たなかったというようなこと

もあって、これから申し込んでも大丈夫だという、そういった意識を与え

てしまっているという可能性もあるのかなと思っております。 

         多くの皆さんに申し込みをいただいておりますが、やはり私たちとして

はそういう厳しい環境もあるということを認識しながら、今後のＰＲ活動
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であったり、このさいたま国際マラソンの魅力をより一層ＰＲ、広報し、

また参加を呼びかけていくということをあわせてやっていきたいと思って

います。 

〇 産経新聞   幹事社質問に関してほかに質問ある方はお願いします。 

 

 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         女性の参加者が少ないということですけれども、海外の参加者について

も前回定員割れしているということで、それを補う意味では、何か呼びか

けていくことはあったりするのでしょうか。 

〇 事務局    今後はＰＲ、昨年度よりも１カ月遅くなりましたので、よりほかの大会

と日程がかぶらないように参加しやすくすることは考えておりますので、

そのあたりを前面に出しまして参加を促したいと思っております。 

〇 市  長   それと、現在経済局のほうでインバウンド向けのいろいろな取り組みを

やっておりますが、台湾であるとか、あるいは５月に鄭州のほうにもお伺

いすることになっておりますので、例えばそういったところでもＰＲをし

ていきたいと思っておりますし、またスポーツ関連のツーリズムというこ

とで、海外で共同で出展をしているケースもありますので、そういったと

ころにまた出展をさせていただいたりなども含めて、もちろん日本にお住

まいの外国人ということもありますが、やはり観光客としてのいわゆるス

ポーツツーリズムとしての参加者を増やす努力も今後もやっていきたいな

と思っております。 

〇 産経新聞   ほかに幹事社質問に関して質問のある方いらっしゃいますか。 

         それでは、そのほかに質問がある方は質問をお願いします。 

 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         昨日２０１９年ラクビーワールドカップ日本大会の関係で、ルーマニア

の出場権が取り消されて、ロシアが繰り上がることが発表されました。ル

ーマニアは、さいたま市が公認キャンプ地になっていたということで、市

幹事社質問②に関する質問 

 

その他：2019 年ラグビーワールドカップのルーマニ

ア代表チーム出場取り消しについて 
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長の受けとめと、受け入れの影響についてちょっとお聞かせいただければ

なと思います。 

〇 市  長   まず、メディア等では既に報道されておりますけれども、まだ本市のほ

うには組織委員会からの正式な連絡が入っていないという状況でございま

す。本市としては、組織委員会からの正式な連絡を今待っているところで

す。ルーマニアチームが来られなくて、かわりにロシアがその枠の中に入

ってきたということでありますが、今後はまた引き続き組織委員会とよく

相談をさせていただきながら、今後の対応についても、キャンプ地として

私どもも立候補し、そういったチームに来ていただこうという準備、また

取組もしておりますので、その中で組織委員会とまた連携をしていきたい

と思っております。 

〇 埼玉新聞   その関連で、ルーマニアが決まっていて、取り消しになったということ

自体に関して、残念だとか、びっくりしているとか、そういう個人的な感

想とかございますか。 

〇 市  長   まだ正式にちょっと連絡をいただいていないので、正式に来た段階では

申し上げられると思うのですが、現時点ではまだ、世界的な連盟のほうで

はきっとそういう決定をされているのだろうとは思いますが、私どもとし

てはまだ正式にいただいていない状況なので、それを前提としてまだ申し

上げにくいところがありますけれども。 

〇 産経新聞   ありがとうございます。 

         ほかに何か質問ある方はいらっしゃいますか。 

 

 

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。 

         待機児童の数が先週末に発表されましたが、３１５人という数で、定義

が変わっているということもあり、去年から３１５人増という結果になっ

たと思います。そのことについての受けとめと、あと首都圏の政令市の中

では一番多いという結果になったことの受けとめを聞かせてください。そ

れと、それを受けまして今後どのように改善されていくかについて教えて

ください。 

〇 市  長   まず、待機児童ゼロを達成した平成２９年度におきましても、毎年認可

その他：今年度の待機児童について 
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保育所の利用者申し込みが増加していることを踏まえて、積極的な支援や

整備をしていこうということで、本年４月にゼロを達成した後も約

２，０００人の定員を増やしたところでありますけれども、今回さらにそ

れを上回る形となって待機児童が、定義は変わりましたが３１５人という

ことで、前年から大幅に増加したことについてはまことに残念でありまし

て、一日も早くこの待機児童解消を図っていかなければならないと考えて

おります。 

         また、安心して子供を預けたいという声にしっかり応えられるように、

保育を希望される方が一人でも多く保育施設を利用できるように、認可保

育施設の整備を進めるとともに、市民の皆さんのニーズに合った多様な待

機児童解消施策というものを早急に実施して、ゼロに向けて取り組んでい

きたいと思っております。 

〇 毎日新聞   すみません。首都圏の政令市の中で最も多かったという点についてもお

願いします。 

〇 市  長   私どもとしても、先ほど申し上げましたとおり、ここ数年毎年

２，０００人規模で定数を増やして、希望されている方々にできるだけ保

育所に入所できるように取り組んでおり、昨年、定義は違えども待機児童

ゼロを達成しましたけれども、引き続き待機児童が発生しないようにとい

う思いで、２，０００人という定員を拡大して、整備をしてきたところで

あります。今回、それを上回るニーズがあったということでありますので、

これまでもさいたま市としてはさまざまな取り組みで、待機児童ゼロに向

けて取り組んできたところでありますが、さらに首都圏の中で一番多いと

いう状況を十分に私たちもさらに踏まえて、その対策の強化に努めていか

なければいけないと考えております。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         新潟の女児殺害死体遺棄事件の関係なのですけれども、市内の子供たち、

主に小学生だと思うのですけれども、登下校の安全確保ということに関し

て、事件を受けて改めて強化検討していることがあったらお聞かせくださ

い。あと事件に対する受けとめ方をお願いします。 

その他：新潟の女児殺害死体遺棄事件について 
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〇 市  長   まず、今回の事件で亡くなられたお子様、ご家族の方々に対しては心か

らご冥福をお祈り申し上げたいと思っております。本当に胸が痛くなるよ

うな、そういった事件でありましたので、私たちとしては他の市ではあり

ますけれども、起こった事件をしっかり踏まえて、私たちの身近な地域の

中でもそういった安全対策をしっかり強化をしていかなければならないと

改めて感じたところでございます。 

         この事件を受けまして、早速さいたま市教育委員会のほうで、５月９日

に各学校長宛てに児童生徒の安全の確保に関する通知を発信しまして、防

犯体制の再確認と安全指導の徹底を指示したと聞いております。 

         これまでもさいたま市では、多くの方々の目で子供たちを守ろうという

ことで、学校安全ネットワークを平成２３年度から全ての小学校で開始を

して、約１万７，１００人の防犯ボランティアの方々に活動いただいてい

るほか、７７の事業者の方々と子ども安全協定を結んで、業務の合間など

にも子供たちに注意を払っていただくということをお願いし、地域を挙げ

て保護者や地域の皆さんと一緒になって、子供たちの見守り活動、安全の

確保に努めてきたところでございます。 

         これからも引き続き、多くの皆さんの手で、多くの皆さんの目で子供た

ちを守り、また安全を確保していくことが必要だと思っておりますので、

引き続き市民の皆さんや、あるいは事業者の皆様に対してもさらにご理解

とご協力をいただきながら、子供たちの安全の確保に全力を挙げて取り組

んでいきたいと私自身も思っているところであります。 

〇 産経新聞   ほかに何かございますか。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         さいたま市の人口についてお伺いいたします。先日統計情報室から、５月

１日現在のさいたま市の人口が１２９万６，６６８人ということで報告が

ありまして、間もなく１３０万人ということなのですが、ここのところず

っとさいたま市の人口は右肩上がりで増えておりまして、まもなく節目の

１３０万人ということなのですけれども、この受けとめと、もし１３０万

人、何か記念行事みたいのがございましたら教えていただけますでしょう

その他：さいたま市の人口増について 
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か。 

〇 市  長   おかげさまで、さいたま市はここ数年、人口が自然増と社会増をあわせ

て１万人ぐらいずつ増えているという状況でございます。今年度も５月

１日現在で、前年と比較をすると９，４００人ぐらい増えているというこ

とでご報告をしていると思います。 

         そういう意味では、多くの都市が人口減少ということに頭を痛めている

中で、こういった多くの方々にさいたま市に来ていただくとともに、人口

が増えているということについては私たちも大変ありがたい、いい状況に

あると思っております。 

         また、特に社会増で言いますと、やはり３０歳代以下の方々が７割ぐら

い占めておりますので、その中で子育て世代の方がたくさんいらっしゃい

ます。そういった方々がやはりさいたま市が住みやすいということで、住

んでいただいているというような環境もございますから、私たちとしては

そういう若い世代の皆さんに住みやすい環境を、先ほどの待機児童の問題

もございますけれども、そういったことも含めて施策を拡充していきたい

と思っています。 

         また、あわせて１３０万人を記念してということについて、今のところ

考えてはおりませんけれども、ちょうど今年が政令指定都市になって

１５年という節目の年になりますが、そういう記念すべき年に１３０万人

という大台に乗ることは大変嬉しいことでありますので、今のところ何か

大きな式典ということは予定しておりませんが、この１３０万人という節

目の数になるということについては、今後また考えていきたいと思ってい

ます。 

         最近非常に住みやすい、あるいは住みやすいだけでなくて、住みたいま

ちに、少しずつでありますけれどもなってきているということだろうと思

いますが、引き続きもっといいまちにしていくために、住みやすいまちに

していくために、また全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、２０１５年１１月発表のさいたま市人口ビ

ジョン、平成２７年１１月発表のさいたま市人口ビジョンを見ると、将来

の人口推計ということで、２０２５年をピークということで、１２６万人

というふうに見込んでいるのですけれども、現段階でこれは既に何万人と
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いうことで、上振れといいますか、超えているということなのですけれど

も、この人口予測で、市の運営ですとか施策を決定する上ですごく重要な

指標の一つとなると思うのですけれども、これにつきまして、まず見直し

のご予定ですとか、まずありますでしょうか。 

         多分市長がおっしゃっている運命の１０年というのは、ここの１０年と

いうことだと思うのですが、今後例えばそれが運命の１５年になるとか、

運命の２０年になるとかという可能性も含めて、ちょっとこの辺の数字の

見直しについてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   ちょうど今、政令指定都市になって１５年というお話をしましたが、あ

と３年後にはさいたま市が合併して２０周年、そして総合振興計画を新た

に、要するにそれまでに策定を検討するというタイミングになってきます

ので、そういったタイミングで改めて人口推計については、見直しなども

検討していきたいと思っております。 

         人口１２６万、２０２５年をピークというのは、現行の総合振興計画の

策定のときに、市としての独自の試算でやらせていただいた数字でござい

ますけれども、おかげさまで上振れをして増えていると。そういう意味で

は、社会情勢の変化であるとか、社会環境の変化であるとか、あるいは施

策が比較的うまくいったということもあって、こういう上振れして増えて

いるという状況なのだろうと思っていますけれども、２０２１年の、ちょ

うど合併して２０年のときまでに総合振興計画の策定を検討するという形

になりますので、そこについては少し新しいトレンドも加味しながら、そ

れから先の施策ということになりますので、そういったことを踏まえて推

計を見直していくという必要性があるのではないかと考えております。 

         ちなみに最近発表されました国立社会保障・人口問題研究所の推計です

と、さいたま市は２０３０年まで人口が増えるということで、約５年間、

おかげさまで人口がまだ増加するという推計が出ておりますけれども、い

ずれにしてもそういった数字も含めて、新しい総合振興計画を検討する中

でしっかりと推計等をしながら、次の時代の施策を中長期的な視点を含め

て計画づくりをしていきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   確認ですけれども、運命の１５年にはならないのですか。 

〇 市  長   現状としては、何年から何年を運命の１０年と厳密に定義したというこ
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とではございませんので、それが５年間延びたとしても、大体これからの

１０年前後という捉え方であれば、大体運命の１０年と。おおむね１０年

ということなのだろうと思っています。 

         私たちとしては、運命の１０年という言い方をしていますけれども、今

言ったようにその運命の１０年になる２０２５年をいかに人口増を先に延

ばすか、あるいは高齢化のスピードを緩やかにするかというのを一つの目

標にしてやってきておりますので、そういう意味ではいろいろな社会情勢

なども含めていい環境になって、少し伸びてきているということなのだろ

うと思っています。 

〇 産経新聞   ほかに何か質問がある方いらっしゃいますか。 

         ないようですので、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５月３１日木曜日、１４時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２７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。 

 

 


