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さいたま市長８月定例記者会見 

平成３０年８月９日（木曜日） 

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東京新聞さん、進行よろしくお願いいたし

ます。 

〇 東京新聞   ８月の幹事社を務めます東京新聞です。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い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。 

         昨日からの台風１３号の接近について、進路が東寄りに変わったため、今

のところ市内では大きな混乱もなく、被害などの報告もございません。 

         最近の台風は、想定外の動きや雨量をもたらすものとなっておりますの

で、今後も市民の安全を第一に、早目早目の準備をして、備えていきたいと

考えております。 

         さいたま市の夏祭りについて、いよいよ今週末に行われます「東浦和大間

木公園」での花火大会から、 後半に入ってまいります。今年は異常な暑さ

で、熱中症対策に運営側も苦労しているところでございます。 

         市民の方々の思い出に残るよう、安全対策も含め、万全の準備を進めてい

るところでございます。 

         ぜひ、皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。 

 

 

 

         まず初めに、議題の１「美園地区で情報信託機能を活用したヘルスケア分

野におけるパーソナルデータの利活用に取り組みます」についてご説明をさ

せていただきます。 

         初めに、本事業の取組の説明をする前に、国の動向についてご説明をさせ

ていただきます。 

         現在、政府主導でこれまでの社会課題を解決するために、ＩｏＴやＡＩ、

市長発表：議題１「美園地区で情報信託機能を活用し

たヘルスケア分野におけるパーソナルデータの利活

用に取り組みます」 
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ビッグデータなどの最新テクノロジーを活用した価値やサービスを次々と

創出する社会を「Society５．０」と名づけておりまして、世界に先駆けて

実現するために、さまざまな取組を進めているところでございます。 

         現代社会におきましては、必要な情報は人が自ら探し、自ら分析する必要

があることや、情報や知識が十分に共有されていないといった課題があり、

地域の課題、また情報弱者である高齢者のニーズなどに十分に対応できてい

ないという状況があります。 

         これから目指す超スマート社会では、ＩｏＴで人を介さずにインターネッ

トとモノがつながり、さまざまな知識や情報が共有され、今までにない新た

な価値やサービスを生み出すことで、現代社会の課題や困難を克服すること

としております。 

         また、ＡＩによりまして必要な情報が必要なときに提供されるようにな

り、ロボットや自動走行車などの技術で少子高齢化、あるいは地方の過疎化、

貧富の格差などの課題を克服、これまでの閉塞感を打破して、希望の持てる

社会、一人一人が快適で活躍できる社会の実現を目指しているところでござ

います。 

         そうした中で、次に本市が今取り組んでおります取組、そしてこれまで取

り組んできたものでございますが、本市が市民や企業から選ばれる都市とな

るために、本市の魅力や価値をより一層高めていくため、美園地区におきま

して「スマートシティさいたまモデル」、本市の理想とする都市の縮図をつ

くり上げていこうということで、スマートシティの構築に取り組んでいると

ころでございます。 

         私も副会長を務めております「美園タウンマネジメント協会」では、主に

まちづくりのソフト分野を担っておりまして、既に「みその“健幸”度向上

プロジェクト」、また「子育て情報配信アプリ『美園子育てスタイルＢａｍ

ｂｉ』」、また「モビリティシェアリングサービス『エコモビ』」など、ＩＣ

Ｔを活用したさまざまなサービスを提供しております。 

         また、平成２７年の１０月に開設いたしました、まちづくり拠点でありま

す「アーバンデザインセンターみその」では、公民学のそれぞれの立場で活

動するさまざまな個人や組織が、まちづくりの各場面で臨機応変につながり、

そして協同して課題解決に取り組む「公民＋学」の理念のもとに、美園地区
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の先導的なまちづくりに取り組んでいるところでございます。 

         さらに、ハード分野につきましては、「公民＋学」の理念のもと、地元自

治会連合会を加えました「みその都市デザイン協議会」が活動しております。

美園地区では、ソフト分野、またハード分野の両輪で、こうした新しいまち

づくり、理想の都市づくりに取り組んでいるところでございます。 

         超スマート社会の実現を目指す上で、ビッグデータの利活用が鍵であると

考えております。ＩｏＴで、インターネットとすべてのモノがつながり、デ

ータを収集し、モノを自動化させる、さらにはＡＩがこのビッグデータを分

析し、利活用できる。そのような仕組みを社会に実装させていく必要がある

と考えております。 

         データは、「ヒト」、「モノ」、「カネ」に続く「第４の経営資源」でござい

まして、中でもパーソナルデータは現代の「オイル」とも言われ、その利活

用が期待されています。しかしながら、現状ではビッグデータの利活用は一

部の大企業に限られており、市内の中小企業や個人商店との情報格差が生じ

ています。 

         私としては、その格差を埋めていきたいと考えておりまして、平成２９年

度に総務省の「データ利活用型スマートシティ推進事業」を活用しまして、

特定のデバイス・メーカーに依存せず、データの収集、管理、活用を可能と

する「共通プラットフォームさいたま版」を構築し、一部運用を開始してお

ります。 

         その取組を発展させようということで、今年度は総務省の「情報信託機能

活用促進事業」というものに、「一般社団法人おもてなしＩＣＴ協議会」と

共同で提案をさせていただき、委託候補先の採択を受けたところでございま

す。 

         今回の総務省事業では、７分野の事業を対象としておりましたが、我が国

の大きな課題であります「社会保障費の削減」、「健幸度向上」につながるヘ

ルスケア分野に提案させていただいたところでございます。 

         次に、今回実施をいたします、このヘルスケア分野におけるパーソナルデ

ータを利活用した実証事業についてご説明します。 

         本取組の情報信託機能は、個人のデータを利活用する事業であることか

ら、市民の中には個人情報の漏えいといったリスクを感じ、安全なのか、ま
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た安心できるのかといった不安が出てくるものと考えております。安全は、

日々進化をしておりますテクノロジーによって解決が可能であると考えて

おりますが、「安心」は気持ちの問題でありますので、テクノロジーでは解

決できない問題でもございます。しかし、このパーソナルデータの利活用を

社会実装していくためには、その不安を安心に変えていくことが必要であり

ます。 

         そこで、行政が先導的に取り組み、このパーソナルデータの利活用に対す

る安心を提供していきたいと考えております。 

         具体的な事業内容でございますが、美園地区を中心に１，０００名規模の

パーソナルデータの情報提供者を募り、情報提供者の身体データ、行動デー

タ及び購買データを収集いたしまして、「共通プラットフォームさいたま版」

に集まったビッグデータを情報利活用者が活用して、情報提供者が目指す身

体づくりに最適化したサービスの提供を行っていくものでございます。 

         例えば、痩せたいという方の食や行動、また身体のデータを分析して、具

体的な食材やサプリメント、また運動内容についてリアルタイムで個人に最

適な提案を行うものです。 

         また、総務省の委託事業として、実証事業を通じまして情報信託機能等の

モデルケースの創出と情報信託機能等を担う者の要件、また関係者間に必要

なルール等の検証及び制度的なものを含む課題の抽出、解決策の検討も行っ

ていくものでございます。 

         最後になりますが、新しい社会サービスを普及させるためには、利用者や

社会の信頼を得ていくこと、まち単位で取組を進めていくこと、そしてこれ

までの成功体験にとらわれずチャレンジしていくことが重要であると考え

ております。信頼性を満たすものを認定する制度の構築とともに、行政が積

極的に関与していくことで、新たな仕組み、またサービスを展開していくこ

とが必要であると考えております。 

さまざまなプレーヤーが、他人事ではなく自分たちのこととして捉え、

行動に移していかなくては実現ができないものでございます。実際に超ス

マート社会を推進していくのは、我々地方自治体だけでなく民間企業、Ｎ

ＰＯあるいはＮＧＯであることから、しっかりと本市が先頭に立って、社

会実装に繋げていきたいと考えております。 
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         続きまして、議題２でございます。美園地区における「シャトルバス優先

走行化 交通社会実験を実施」についてご説明をいたします。 

         現在、美園地区では、先ほどもお話をしましたけれども、「美園タウンマ

ネジメント協会」及び「みその都市デザイン協議会」におきまして、さまざ

まな取組を行っております。そして、その中で美園地区のまちづくりの基本

理念として、「美園スタジアムタウン憲章」というものを２０１７年の４月

に策定をいたしました。 

         この中では、「新価値創造都市（タウン）・美園」、「多世代健幸都市（タウ

ン）・美園」、「次世代環境都市（タウン）・美園」の３つを柱としております。 

         この基本理念を踏まえまして、「みその都市デザイン協議会」では「公民

＋学」の連携・協働による個性と魅力ある都市の実現に向けまして、美園地

区が目指すべき都市デザインの将来目標や方針を掲げた、「みその都市デザ

イン方針」を２０１７年４月に策定いたしまして、方針に基づく施策を現在

展開しているところございます。 

         （美園地区の交通環境の現状ですが、）現在、埼玉スタジアム２００２で

のサッカー開催日では、車両の渋滞が悪化しまして、サッカー観戦客の動線

と地域の方々の生活動線の混在が懸念されているところでございます。

２０２０年東京オリンピック会場として、インバウンド対応も含め地域資源

を生かした来街・回遊・滞留の促進も見据えました混雑対策が、重要なまち

づくりの課題であると考えております。 

         そうした中で、このサッカーの試合時に運行しておりますシャトルバスの

運行状況でございますけれども、この（説明資料の）表に示しているとおり

混雑のピーク時は、約１．５キロメートルの区間にもかかわらず、約６５分

の時間を要していることがわかっております。また、バス会社によりますと、

利用者数はピーク時の約半分となっております。 

         渋滞の悪化に伴いまして、公共交通であるシャトルバスの利便性が低下

し、そこで暫定土地利用としての駐車場の増加も伴いまして、自家用車での

来場が増加し、さらに渋滞が悪化しているというのが、現在の美園地区の現

状となっております。 

市長発表：議題２「シャトルバス優先走行化 交通社

会実験を実施」 
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         そこで、「みその都市デザイン協議会」では、これらの課題の改善に向け

た目標・実行戦略として、「美園スタジアムタウン スタジアムアクセス戦

略」を２０１８年３月に策定しました。「世界に誇るスタジアムタウン」に

ふさわしいアクセス環境をつくることを大目標として、地下鉄７号線の延伸

等の中長期施策とも連携しながら、シャトルバス優先化走行等のプロジェク

トを推進して、居住者・施設利用者・事業者が試合開催日でも円滑に行動、

移動、事業活動が行える状態を目指したいと考えております。 

         また、このアクセス戦略の一環として、自家用車から公共交通を中心とし

た交通手段への転換を目指して、シャトルバスの所要時間改善によって公共

交通の利便性向上を図ることを目的に、「シャトルバス優先走行化 交通社

会実験」を実施します。 

         実施する日時でございますが、平成３０年９月３０日日曜日、１６時から

１７時半ごろを予定しております。Ｊ１リーグの第２８節浦和レッズ対柏レ

イソル戦の試合終了後に実施します。主催は、「みその都市デザイン協議会」

でございます。 

         実験の内容といたしましては、浦和岩槻線の川口方面の一部区間につきま

して、バスやタクシー等を除く車両の通行を禁止する交通規制を実施いたし

ます。規制区間を通行できない車両につきましては、別ルートをご提示し迂

回をしていただきます。 

         スタジアム来場者など、事前周知の徹底が重要でございますので、周知に

当たっては関係者によって十分に周知を図っていきたいと考えております。

また、地域の方々や来場者の方々へのご理解、ご協力をより一層深めていき

たいと考えております。 

         また、今回の社会実験におきましては、協議会の会員でもございます浦和

レッドダイヤモンズ株式会社様をはじめ、各主体が美園地区のまちづくりに

積極的に参画することで実現をしております。美園地区の交通環境改善に向

けた第１弾の具体的な施策でございます。 

         この実験を皮切りにいたしまして、２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピックを短期目標に、試行、検証を重ねながら、地区内の交通負荷分散に

向けました施策を多角的に推進してまいりたいと考えております。 

         また、議題１のような取組等の推進によります「スマートシティさいたま
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モデルの構築」、また「拠点間交通ネットワークの強化」、また「駅前拠点づ

くり」、「河川空間の利活用」、「街並みのデザイン誘導」によりまして、まち

の魅力の向上を図り、「世界に誇れるスタジアムタウン」を実現してまいり

ます。 

         市としても、「美園タウンマネジメント協会」、また「みその都市デザイン

協議会」の一員として、美園地区のまちづくりにしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。 

         私からは以上でございます。 

〇 東京新聞   それでは、市長からの説明について質問お願いします。 

 

〇日本経済新聞  日経新聞ですけれども、まず１つ目のヘルスケア分野のパーソナルデータ

の利活用なんですけども、これ美園地区で１，０００人の情報提供者、先ほ

ど市長のお話の中でも安全安心、安心のほうというのが進めていかなくては

いけないということでしたが、美園で１，０００人というと、あそこ１万人

ぐらいですよね、人口。１０人に１人というのが、今年中にその了承を得る

というのが現実的なのか、実現性はどの程度なのかなと思うのですけれども、

その辺何かどのようにお取り組みになるとかありますか。 

〇 事務局    現在美園地区では、先ほど市長がお話ししたように、さまざまな総合生活

支援サービスを展開しておりまして、その一つに、「みその“健幸”度向上

プロジェクト」ということで、美園の中を歩いていただく、このような事業

がございますが、現在、美園地区にお住まいの６５０人の方が参加されてい

ます。こちらは今現在の数字ですけれども、平成２８年から行っている事業

ですので、一度やめてしまった方もおり、やめられた方も含めると

１，０００人以上の方が、一度は健幸事業に関わっていただいており、まず

そういった方にお声がけをさせていただいて同意をいただいた上で、情報提

供者として募っていきたいと考えてございます。 

 

〇日本経済新聞  すみません、スタジアムタウンのほうなんですけれども、これ９月３０日

にやって、これ皮切りに試行、検証を重ねるということですが、どういった

頻度でやるのかとか、あとまたやり方を今回一本線を専用にして一般車は迂

回させると、こういったやり方を変えながらやったりするのか、それとも区

議題１に関する質問 

議題２に関する質問 
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間を延ばしたりとか、どういうふうにどのぐらいの頻度で。変な話五輪のと

きには、この試合の時にはこういうことを完全にやるということなんでしょ

うか。 

〇 事務局    今回の第１回でございますが、ガードマンの配置状況や、信号の時間調整、

そういったものも検証し、関係者と協議しながら第２回、第３回とやってい

きたいと思います。 

〇日本経済新聞  オリンピックのときには、こういう規制が、何かちょっとかかるという形

になることを想定しているのですか。 

〇 事務局    （オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会）のほうも、こちら

の実験については関心を示しておりまして、こちらの実験の成果を踏まえて、

オリンピックのときもやる可能性はございます。 

〇日本経済新聞  ２回目、３回目というのは、どれぐらいの頻度で。 

〇 事務局    今予定しているのは、この時期を第１回で終了いたしまして、第２回目は、

まだはっきり決まっていないのですが、次の来シーズンが始まる頃の２月、

３月頃、考えていきたいと思っています。 

〇 産経新聞   それに関してなんですけれども、１回目はどういったところを重点的に実

験して、どういうところを重点的に見ようと思って。 

〇 事務局    まず、シャトルバスの時間が非常にかかっている状況でございまして、国

道４６３号線まで出るまでに約６５分かかっておりますので、そちらのほう

をできるだけ短縮させたいというところがございます。あと歩行者の動線で、

一部の交差点が、車が左折時に、どうしても歩行者優先させる関係でうまく

回っていないところがございまして、その辺も歩行者に通っていただく歩道

を調整いたしまして、一般車両のほうの流れも円滑にしていきたいと思って

います。 

 

〇 産経新聞   もう一個なんですけれども、改めて美園地区とかのまちづくりとか、こう

いう健康づくりとかに力を入れている理由とか何か、そういう方針とかとい

うの、何か話してもらってもよろしいですか。 

〇 市  長   さいたま市は都市計画の中で２都心４副都心という考え方で、特にその

２都心４副都心に都市機能を充実させながら、多角ネットワーク型の都市を

つくり上げていこうということで進めさせていただいておりますが、そのう

議題１・２に関する質問 
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ちの副都心の一つが浦和美園地区になっています。 

         そして、ちょうど平成２４年、国の総合特区に指定していただきまして、

それまで取り組んでおりました「Ｅ―ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を発

展させるような形で、「次世代自動車・スマートエネルギー特区」というこ

とで指定をいただきまして、エネルギーセキュリティーの確保と環境に優し

いまちづくりというのをテーマで進めてきたわけでありますけれども、その

中で、さらにそういった取組が発展してきて、今「スマートシティさいたま

モデル」ということで、これから再開発というよりは、むしろこれから「つ

くり上げていくまちづくり」という要素が強いので、私たちとしては比較的

実行しやすい部分もございます。これからさいたま市が目指していく理想の

まちづくりということで、「スマートシティさいたまモデル」の一つのモデ

ルとして進めていこうということで、これまでさまざまな取組をしてきたと

ころでございまして、その中で、行政だけでやるサービスではなくて、民間

事業者にも参加をしていただきながら「公民＋学」で進めていこうというこ

とで、「アーバンデザインセンターみその」を設立し、それを運営する「美

園タウンマネジメント協会」ができ、これは約４０の民間企業、あるいは研

究団体などが参加をして構成されておりますけれども、またもう一方で、ハ

ード面としては「みその都市デザイン協議会」ができて、ソフト面とハード

面、両面から理想のまちづくり、プロセスも含めてしっかりと前に進めてい

くということで、今さまざまな実証実験をしながら、その理想の都市を実現

していこう、実装化していこうと取り組んでおります。 

 

〇 読売新聞   先ほどの説明で、駐車場の増加で自家用車の利用が増えているということ

でしたけれども、この「スタジアムアクセス戦略」の中で、「駐車場マネジ

メント」と書いてあるんですが、これについてちょっと具体的に教えていた

だけますか。どんな取組をされていくのかお伺いできればと思います。 

〇 事務局    「駐車場マネジメント」について、試合終了後、一斉に車が出るというこ

とが非常に問題になってございますので、出庫制限といいますか、時間をず

らして駐車場から出ていただくような取組を考えています。民間の駐車場も

ございますので、民間の各権利者に説明し、協力を呼びかけながら、行って

いきたいと思っています。 

議題２に関する質問 
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〇 読売新聞   続けてなんですけれども、時間をずらすというのは、大体試合終了後何分

を想定しているのか。 

〇 事務局    これから検討していくところですが、試合終了後約２５分から３０分くら

い経ちますと大渋滞が起こっておりますので、その辺を目安にずらしていた

だく方向だと思っています。 

〇 読売新聞   ３０分以降ということですか。 

〇 事務局    例えば駐車場ごとにずらしていくとか、その辺はまだ検討している最中で

す。 

 

 

〇 東京新聞   それでは、幹事社質問に移ります。 

         市長は、７月２３日から２８日まで姉妹都市提携２０周年ということでア

メリカ、ピッツバーグを訪問されていましたけれども、どのような成果があ

ったでしょうか。現地の視察の詳細や今後の交流のあり方なども含めてお話

いただければと思います。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えをしたいと思います。 

         今お話のあったとおり、７月２３日から２８日まで、姉妹都市の提携

２０周年を記念しまして、アメリカ・ピッツバーグ市を訪問してまいりまし

た。 

         まず、市長あるいは市議会を訪問いたしまして、姉妹友好都市の提携の更

新を行ってまいりました。さらに、現地の日本人の方々、またＪＥＴプログ

ラム参加者の方々など、多くの方々と交流する機会も設けることができまし

た。 

         中でも、５年前に行ったときにはまだ、ペドゥート市長さんは正式に就任

する前でございましたけれども、現在市長に就任をされまして、そして精力

的にこのピッツバーグの都市経営といいますか、市政を推進されているとい

うこともあって、大変情熱的に、また前向きにいろいろなお話ができました。 

         特に教育分野、また経済分野での今後の連携ということについてお話をさ

せていただきましたけれども、ピッツバーグ市としても全面的に協力したい

ということもございましたし、今後両市のさらなる都市間交流の深化を進め

ていきたいと、こういうお言葉もいただいたところでございます。 

幹事社質問：姉妹都市提携２０周年アメリカ・ピッツ

バーグ市への訪問について 
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         また、ピッツバーグの経済団体でございます「ピッツバーグ地域連合」や

「ピッツバーグテクノロジーカウンシル」にも訪問させていただきまして、

本市の取り組んでおります「さいたま医療ものづくり都市構想」など、今後

の経済交流についての協議も行わせていただきました。 

         ピッツバーグは、かつては鉄鋼のまちということでありましたけれども、

その後の鉄鋼業が衰退していく中で、ＩＣＴや、あるいは病院とか大学を中

心にピッツバーグ市が再生をして、今、アメリカの中でも大変伸びている都

市、またサミットも、オバマ大統領の時代に開催されるといった都市でもご

ざいまして、グーグルであるとか、あるいはウーバーであるとか、たくさん

の企業がピッツバーグ市に進出している状況がある中で、意見交換をさせて

いただきました。「医療ものづくり都市構想」での連携もありますけれども、

今ピッツバーグでは無人運転の自動車について、非常にいろいろな取組、あ

るいはニーズが高くなっているというお話も聞いてきましたので、そういっ

たことも含めて、非常に技術力の高い企業がさいたま市にもたくさんござい

ますので、そういったところとの連携であるとか協力などについても今後進

められればと考えたところでございます。 

         また、もう一つの取組としましては、ピッツバーグ大学のメディカルセン

ターのスポーツ医療施設を視察してまいりました。本市が今目指しておりま

すスポーツのまちづくりの参考になると思って見させていただきました。 

         特にピッツバーグ大学、大学病院のところは、これが別の法人になって、

ピッツバーグでは最大の事業体になっておりまして、特にスポーツ医学の分

野でも大変著名な先生方がいらっしゃって、このスポーツ医療施設において

はピッツバーグスティーラーズと提携したり、あるいはピッツバーグ大学の

アメリカンフットボールチームなどと組んだりして、大変大きな成果、効果

を上げているというお話も聞いてまいりましたので、こういった取組なども

私たちが進めている、スポーツのまちづくりの参考とさせていただきたいと

思っています。 

         また、もう一つの成果としましては、今さいたま市が来年の２０１９年

４月に開校を予定しております「さいたま市立大宮国際中等教育学校」との

連携ということで、「ピッツバーグ大学」と「カーネギーメロン大学」と協

議を行わせていただきまして、非常に前向きなご回答をいただくことができ
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ました。現地や、また現地の高校からの交換留学等、教育レベルでいろいろ

な交流ができる可能性を感じてきたところでございます。 

         具体的には、教育委員会のほうで「ピッツバーグ大学」、あるいは「カー

ネギーメロン大学」との協議を進めていただくことになりますけれども、教

育での交流も今後さらに一層深められるという感触を持ったところでござ

います。 

         今後もこれらの取組などを含めまして、姉妹都市としての友好親善の深化

をさらに深めていくとともに、さいたま市が取り組んでいるいろいろな施策

に関連する交流などもより一層強化をして、この連携を進めていきたいと思

ったところでございます。 

         以上でございます。 

〇 東京新聞   幹事社質問に関して、質問がある社があればお願いします。 

         そのほかに質問がある社はお願いします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         今日はそうでもないんですけれども、連日暑い日が続いているんですけれ

ども、熱中症による搬送者の統計等ございましたら、ちょっと教えていただ

けますか。 

〇 市  長   現時点の搬送状況は、４月から８月５日まで熱中症による救急搬送者数

は、延べで８０３人です。これは、昨年（９月末現在）と比べても３２４人

増ということでありまして、おおむね昨年の倍近い数になると思います。そ

のうち屋外で発生したものが４０７人、５０．７％、また屋内で発生したも

のが３９６人、４９．３％ということで、屋内で発生したものも約半数に上

っているということがございます。 

         また、年齢別の搬送者数としましては、０歳から１９歳が１４０人、

１７．４％、２０歳から５９歳が２８０人、３４．８％、６０歳以上が３８３人、

４７．７％ということになっておりまして、やはり６０歳以上の方々の搬送

の割合が非常に高くなってございます。     

      

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         ７月２３日に、第８回世界盆栽大会ｉｎさいたまの大会実行委員長をお務

その他：熱中症について 

その他：世界盆栽大会実行委員長の訃報について 
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めになられました加藤初治さんがお亡くなりになりました。受けとめをお聞

かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   まずは、さいたま市の、あるいは日本全体の、世界の盆栽文化の普及、盆

栽の発展に大変ご貢献をいただいた方でもございます。心からその功績と、

取組に感謝と敬意を表するとともに、心からご冥福をお祈り申し上げたいと

思っております。 

         特に昨年、「世界盆栽大会ｉｎさいたま」を開催されるに当たりましては、

実行委員長として大変ご尽力、またご協力をいただきまして、大きな成果を

上げることができました。これも加藤さんの大変熱心な取組も大きな要素で

ありますので、そういったことも含めて、本当に御礼を申し上げたいと思い

ます。 

         これから私たちとしては、加藤さんの思いをしっかりと受け継ぎながら、

さらなる盆栽文化の発展に取り組んでいきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   関連してなんですけれども、加藤初治さんは、さいたま宣言もそうなんで

すけれども、盆栽の次の世代への普及、育成ということに非常に力を注いで

いらっしゃいました。さいたま市でもアカデミーが立ち上がるなど、力を入

れていらっしゃるかと思うんですけれども、そういった中でも、ただやはり

次世代の盆栽園の経営者というのがなかなかやっぱり不足しているという

現状があります。このあたりにつきまして、市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

〇 市  長   この盆栽の次の時代を担っていくいわゆる後継者の問題については、私た

ちも大変、危惧をしているところでございまして、やはり若い世代の皆様が

盆栽師であったり、盆栽園をやろうというような方々が増えてくるというこ

とが望ましいわけでありますけれども、私たちとしても世界盆栽大会で、一

つは、いわゆる子どもたちにこの盆栽に触れていただく機会をたくさんつく

れました。特に１０区いろいろな地区で、この子どもたちに盆栽をつくる、

育てるという体験をしてもらって、その盆栽のよさを理解をしていただいた

と思っています。先日もある盆栽のイベントで、中学生、あるいは小学生ぐ

らいだったでしょうか、ちょうど若い盆栽師の平尾さんがデモンストレーシ

ョンをやる機会でしたけれども、非常に盆栽の厚い本を持って、追っかけの

ようにしていて、それで将来は盆栽師になりたいと目を輝かせて言っている
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子どもたちも出てきていますので、私たちとしては多くの子どもたちに盆栽

のよさを知っていただく、裾野を広げていくという仕事をしっかりとしてい

くということと、また併せて「国際盆栽アカデミー」も、今、初級クラス・

中級クラスが始まってきたところでありますけれども、さらに上級クラスで、

仕事としてしっかりと取り組んでいただけるような方々を育成するための

プログラムを確立して、盆栽文化をしっかりと継承をしていけるような人材

をたくさん育てていきたいと思っています。 

〇 埼玉新聞   それはアカデミーで行う。 

〇 市  長   そうですね、アカデミーもその一つだと思います。 

 

〇 時事通信   時事通信社と申します。 

         政府がサマータイムの制度の導入に向けて検討に入ったという話がある

と思うんですけれども、オリンピックを開く市として、まずどのように受け

とめていらっしゃるのか、お伺いできますでしょうか。 

〇 市  長   ７月２７日に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会

の会長であります森喜朗会長から、安倍晋三内閣総理大臣と会談した際に、

このサマータイムの導入について要望がなされたというお話は、メディアを

通じて存じ上げているところでございます。これから、もちろんオリンピッ

クに向けてということもあるのでしょうし、今後サマータイムを導入するに

当たってのメリット、デメリットということも含めて、十分に検討して、そ

の上で結論を出していただきたいと思っているところであります。 

         サマータイムを導入するということが、やはり国民の日常生活に大きく影

響を与える部分もあると思いますので、そういったことを踏まえて十分に検

討していただきたい、その上で結論を出していただきたいと思っているとこ

ろでございます。 

〇 時事通信   すみません、関連してなんですが、市長としてはその受けとめ、メリット、

デメリットという部分では、どちらといいますか、どのように考えていらっ

しゃいますか。 

〇 市  長   オリンピック単体の競技のことだけを考えれば、当然涼しい時間帯に（行

う）ということはあると思うのですが、もう一方で、やはりサマータイムを

導入するに当たって、いろいろなコストも生まれてくる可能性もありますし、

その他：サマータイムについて 
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いろいろな影響が出てくることもあろうかと思います。そういったことも十

分に踏まえた上で、やはり結論を出してほしいと思っております。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞でございます。 

         夏の高校野球についてお伺いいたします。さいたま市にある浦和学院高校

が先日の南埼玉大会で優勝しまして、５年ぶり１３回目の甲子園出場を決め

て、初戦が１２日に宮城県の仙台育英高校と対戦することが決まっておりま

す。受けとめ、期待、激励ございましたらお聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   先日も浦和学院高等学校の野球部が市長表敬ということで、監督はじめ選

手の皆さんにも来ていただきました。５年ぶりということもあって、大変強

い思いを持って今回甲子園の試合に臨んでいただくということがひしひし

と伝わってきました。 

         （平成２５年春の）選抜大会で、浦和学院、全国制覇をしてきたわけであ

りますので、今回１００回の記念大会という記念すべき大会でもございます。

前回９９回大会で、初めて、花咲徳栄高校が埼玉県に優勝旗を運んできてく

れましたので、今年はぜひ浦和学院に、この優勝旗をさいたま市に運んでき

ていただきたいと期待をしているところでございます。 

 

〇 朝日新聞   すみません、朝日新聞です。 

         さっき聞きそびれたんですが、ピッツバーグ市との市長との話し合いの中

でお伺いしたいんですが、私もにわか勉強で申しわけないですが、ピッツバ

ーグ市長と言えば、昨年トランプ大統領がパリ協定からの離脱を表明したと

きに、ピッツバーグ市を代表して私はパリ協定から離脱したというような発

言をしたのに対して、市長が、それは違うと。私がピッツバーグ市を代表し

て、パリ協定には賛成であって、パリ協定を進めていくことを私たちはアメ

リカ合衆国とは別に取り組んでいくという話がありました。かたやさいたま

市もクールチョイスに賛同しているということで、昨今のこういう猛暑日な

ども踏まえて、地球温暖化に対する危機感というものもお持ちだと思うんで

すけれども、実際にそういった部分でピッツバーグ市長との間でパリ協定な

ど、地球温暖化などについて話をされた部分はありますでしょうか。 

その他：夏の高校野球・南埼玉大会で優勝した浦和学

院高等学校について 

幹事社質問に関する質問 
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〇 市  長   実際の話し合いの中では、パリ協定についての話は特にはございませんで

したけれども、ペドゥート市長さんが憂慮されていたのは、ややアメリカ全

体として保護主義的な傾向が強いというところが出てきているので、やはり

私たち都市としては、国レベルの交流や外交と違って、もっと違う意味で都

市間交流をより一層進めていきましょうと。より一層交流を深めていこうと

いう発言が何度かございまして、そういう意味では非常に積極的に都市間交

流、あるいは開かれた連携を目指している方だという感じもしましたし、私

たちの目指している交流は、姉妹都市の交流は都市間であったり、あるいは

市民レベルというか、グラスルーツレベルの交流でありますので、そういっ

た視点で、これまで以上に教育、経済も含めてやっていきましょうというよ

うなお話をさせていただいたところでございます。 

         ただ、ピッツバーグ市は、かつて鉄鋼のまちでありまして、そこから今非

常に復興しているわけですけれども、そういう意味では環境についても大変

熱心に取り組んでいるという印象を受けましたので、さいたま市も先ほど来

お話ししていますように、「スマートシティさいたまモデル」を含めて、環

境未来都市というものを構築しようという取組をしておりますので、今後の

交流の中で、またそういう連携あるいは協力関係というようなことも出てく

るかもしれません。 

〇 朝日新聞   要は今回の話し合いの中では、そういった環境分野については余り出てこ

なかったということですかね。 

〇 市  長   はい。 

 

〇 時事通信   時事通信です。 

         ＬＧＢＴに関してなんですけれども、自民党の女性議員が月刊誌で、ＬＧ

ＢＴに関して批判する見解を寄せた件があって、ちょっと問題になっている

かと思うのです。市としてもＬＧＢＴの制度創設に向けていろいろ検討され

ている中で、その中での受けとめというのはどのようなものがあるでしょう

か。 

〇 市  長   私どもとしても、ＬＧＢＴの問題については、やはり人権をしっかり守る

という視点から、十分周知や啓発をしながら進めていくことの必要性につい

ては非常に痛感をしているところでありますけれども、その中で、どういう

その他：ＬＧＢＴについて 
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意図でああいう形で表現されたのかわかりませんけれども、やはり適切な表

現ではなかったという印象は持っております。 

         それによって、国全体の取組が、このＬＧＢＴの皆さんの人権をしっかり

と守っていくということの取組については、しっかり進めていただきたいと

思っています。 

〇 東京新聞   ありがとうございました。 

         以上で記者からの質問を終了します。 

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８月３０日木曜日、１４時からを予定しております。

よろしくお願いいたします。 

         ありがとうございました。 

 

午後２時２０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。 


