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さいたま市長８月定例記者会見 

平成３０年８月３０日（木曜日） 

午後２時００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月幹事社を務めます東京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。 

         まず、平成３０年度市民意識調査の速報値を発表いたしましたので、お知

らせいたします。 

         平成３０年度市民意識調査の概要でありますが、平成３０年６月１日から

１８日までの間、１８歳以上の市民５，０００人を対象に調査を実施いたし

ました。郵送での回収ということになります。回収率５０．６％、２，５３０人

の方から回答いただきました。 

         結果の内容は、本市が全庁挙げて取り組んでおりますＣＳ９０運動の指標

となっております、「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」は増加

基調が続きまして、本年度は過去最高の８４．２％。また、「ずっと住み続

けたい」、「当分の間住み続けたい」は、昨年度、若干減少いたしましたが、

本年度は８６．１％と、こちらも過去最高となり、増加傾向は続いておりま

す。 

         要因については、今後、年齢別や区別などの集計を持って、検証していき

たいと思います。 

 それでは、議題の説明に移らせていただきます。 

 

 

 

         まず初めに、議題１、平成３０年さいたま市議会９月定例会の提出議案に

ついてご説明をさせていただきます。 

市長発表：議題１「さいたま市議会９月定例会提出議

案について」 
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         平成３０年さいたま市議会９月定例会を９月５日に開会いたします。 

         提出議案数は２８件でございます。内訳といたしましては、予算議案が

５件、決算議案が４件、条例議案が６件、一般議案が１０件、道路議案が２件、

人事議案が１件となっております。 

         まず、予算議案からご説明します。予算議案は、一般会計補正予算の先議

分及び通常分、また国民健康保険事業特別会計補正予算の先議分及び通常分、

また介護保険事業特別会計補正予算の５件となります。 

         補正額といたしましては、一般会計の先議分は２億２，９９４万

６，０００円、そして特別会計の先議分は、国民健康保険事業特別会計で１億

１，１２７万円となっております。 

         また、一般会計の通常分でございますが、１４億２，１２８万３，０００円、

特別会計の通常分は、国民健康保険事業特別会計で１９億５，４２８万

６，０００円、また介護保険事業特別会計で４億６，０４７万７，０００円、

合わせまして２４億１，４７６万３，０００円でございます。 

         合計いたしますと、４１億７，７２６万２，０００円ということになりま

す。 

         補正予算の特徴についてご説明をさせていただきます。 

         まず１つ目は、安全の強化ということでございます。 

         これは、小学校施設等維持管理事業で１億５，９８２万６，０００円、中

学校施設等維持管理事業で７，０１２万円を計上してございます。 

         建築基準法施行令に適合しないブロック塀を撤去いたしまして、新たな塀

が設置されるまでの間、仮設のフェンスを設置するとともに、高さ２．２メ

ートル以上のブロックのサッカー用シュート板を部分撤去するものでござ

います。これは、大阪北部地震による学校のブロック塀が倒壊した事故を受

けまして、安全性に問題のあるブロック塀等の撤去等を行うものであります。

児童・生徒や市民の安全を確保するため、できるだけ早急に対応していきた

いということで、先議分として計上してございます。 

         ２つ目は、子育て支援の充実についてでございます。 

         その中身でございますけれども、特定教育・保育施設等整備事業というこ

とで１億９，２００万円を計上してございます。待機児童の解消に向けまし

て、追加の整備が必要であるため、賃貸物件によります認可保育所の整備に
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かかる内装改修費等の経費について、一部補助をするものでございます。 

         平成３３年４月までに、保育所等の待機児童数のゼロを目指しまして、子

育て世代の不安を解消し、安心して子育てできる環境を整え、保育の質を低

下させることなく、適切に需要を踏まえた形で施設整備を進めてまいりたい

と考えております。 

         ３つ目でございますが、循環型都市の創造についてでございます。 

         サーマルエネルギーセンター整備事業で、老朽化した西部環境センター及

び東部環境センターを統廃合いたしまして、サーマルエネルギーセンターを

現東部環境センターに整備、運営するものでございます。 

         平成３０年度から平成５１年度までの建設費と運営費に係る費用として

設定する債務負担行為、限度額を６５４億７，２６４万８，０００円に設定

するものでございます。 

         最後に、その他といたしまして、さいたま市本庁舎整備検討調査業務につ

いて計上してございます。これは、債務負担行為として限度額２，７００万

円を計上してございます。 

         さいたま市本庁舎整備審議会の答申を踏まえまして、本庁舎の整備を検討

するに当たり、必要な事業について調査をするものでございます。平成

３０年度から平成３１年度までの調査にかかる費用を設定する債務負担行

為で計上してございます。 

         次に、主な条例議案についてご説明をさせていただきます。 

         まず１件目は、さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部改正について

でございます。建築基準法の一部改正によりまして、新たに行うこととなり

ます２種類の事務について手数料を定めるものでございます。 

         また、２つ目は、さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関

する条例の一部改正についての条例でございます。基準省令の一部改正を踏

まえまして、家庭的保育事業における食事の提供体制について、一定の要件

を満たす場合は給食業者などからの食事の外部搬入を可能とするなど、基準

の緩和を図るものとなっております。 

         次に、主な一般議案についてでございます。 

         まず、その１つ目でございますが、橋梁上部工事一般国道１２２号蓮田岩

槻バイパスその１請負契約について、そしてもう一つが橋梁下部工事の同じ
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く一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス（並木南工区）請負契約についてでご

ざいます。 

         国道１６号と交差をいたします岩槻区の加倉南交差点周辺の渋滞緩和を

図るに当たりまして、国道１２２号バイパスの暫定２車線区間の早期４車線

化が求められているところでございます。今回は、そのうち東武野田線をま

たぐ橋梁区間の工事を順次進めるための議案を提出するものでございます。 

         これによって、慢性的な交通渋滞が緩和されることを期待したいと思いま

す。 

 

 

 

         次に、議題２でございます。平成２９年度決算の概況についてご説明をし

ます。 

         決算の議案としましては、次の４件でございます。１つ目は、平成２９年

度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、２つ目が平成２９年

度水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について、３つ目が平成２９年

度病院事業会計決算の認定について、４つ目が平成２９年度下水道事業会計

決算の認定について、以上の４件についてでございます。 

         まず、一般会計の決算の概況、特徴についてご説明していきたいと思いま

す。平成２９年度は、さいたま市総合振興計画、さいたま市成長戦略、また

さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略を着実に実施いたしまして、Ｃ

Ｓ９０運動を推進することで、より多くの市民が住みやすいと感じる都市の

実現を目指してまいりました。 

         また、東日本のヒト・モノ・情報が対流する拠点と位置づけられました本

市が、東日本の各都市との連携を強化して、東日本の中枢都市として成長、

発展するための取組を強化いたしました。 

         さらに、子育てがしやすい環境整備、きめ細やかで質の高い教育の提供、

また、いつまでも健康で充実した生活を送れるための超高齢社会への対応、

また、安心・安全に暮らせるまちづくりなどの施策を重点的に実施してきた

ところでございます。 

         また、本市の将来を見据えまして、選ばれる都市、しあわせ実感都市の実

市長発表：議題２「平成２９年度決算概況について」 
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現に資する事業を積極的に行ったものでございます。 

         その結果、一般会計の決算額といたしましては、歳入の決算額は

５，３１１億２，４００万円でございます。そして、歳出の決算額は

５，２２８億６００万円でございます。いずれも過去最大規模となっており

ます。 

         また、実質収支額は３７億７，６００万円でございまして、歳入歳出の決

算額については、さいたま市誕生以来最大規模になってございます。 

         次に、歳入のうち歳入の根幹をなす市税収入と主な科目について説明をし

たいと思います。 

         市税収入につきましては、前年度比３８億９，０００万円、１．７％の増

加。個人市民税につきましては、個人所得及び納税義務者数の増加によって

増加しております。 

         また、法人市民税は、景気回復基調に伴います企業収益の増加によって増

加をしております。 

         また、固定資産税、また都市計画税は、家屋の滅失を上回る新増築の増、

また償却資産の新規設備投資の増加によって増加をしております。 

         また、国庫支出金につきましては、前年度比１２０億５，８００万円、

１６．２％の増加となっております。 

         これは、主に県費負担教職員に係る給与負担事務の権限移譲に伴いまし

て、義務教育費の国庫負担金が増になったものでございます。 

         また、県支出金につきましては、前年度比１１億円５，３００万円、６．０％

の増加。これは、子どものための教育・保育給付費負担金、また障害者自立

支援給付金の増によるものでございます。 

         続きまして、歳出についての主な特徴、性質別をご説明したいと思います。 

        まず、義務的経費についてでございますけれども、これは前年度比で

５３３億５，８００万円、２２．２％の増加で、２，９３４億６，６００万

円となっております。 

         またこの中で、人件費は、県費負担教職員の給与負担事務の権限移譲によ

りまして４７１億３，７００万円の増加となっております。 

         また、扶助費については、民間保育施設等の増加などによりまして、４４億

４，８００万円の増加となっております。 
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         また、公債費は、市債元金償還金の増加によりまして、１７億７，３００万

円の増ということになっております。 

         また、投資的な経費についてでございますけれども、総額では７８３億

４００万円となっております。これは、前年と比べますと１９７億円、

３３．６％の増加ということになります。 

         東京２０２０大会に向けました長距離バスターミナルの暫定整備に伴う

公共公益施設用地の取得による増加、また美園南中学校整備用地の取得によ

る増加などによるものでございます。 

         その他の経費につきましては、１，５１０億３，６００万円となっており

まして、これは前年と比べますと１４億３，６００万円、０．９％の減とい

うことになります。 

         保険給付費の減少によります国民健康保険事業特別会計繰出金の減など

によるものでございます。 

         続きまして、特別会計について、その特徴をご説明したいと思います。国

民健康保険事業特別会計ほか１４会計の総額は、歳入決算額が前年度比

１．５％増加の３，２６２億３，８００万円、そして歳出の決算額が前年度

比１．７％増の３，２３４億３，２００万円でございます。そして、実質の

収支額は２５億３，８００万円となっております。 

         主な特徴について申し上げたいと思います。国民健康保険事業特別会計で

は、被保険者数の減少に伴いまして、保険給付費が減ということになりまし

た。 

         また、後期高齢者医療事業特別会計では、被保険者数の増加に伴いまして、

広域連合への納付金が増ということになりました。 

         また、介護保険事業特別会計では、保険給付費また地域支援事業費が増と

いうことになったことが挙げられます。 

         次に、財政健全化判断比率等についてご説明をしたいと思います。実質赤

字比率、また連結実質赤字比率は、いずれも黒字となっております。 

         実質公債費比率は、前年度と比べまして０．１ポイント増の５．１％とな

っております。 

         次に、将来負担比率でございますが、前年度よりも９．９ポイント増の

１５．３％となっております。全ての健全化判断比率において、法に定めら
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れました早期健全化基準を下回っており、健全な状況を維持しております。 

         また、資金不足比率でありますが、１０の企業会計のいずれも、資金不足

は発生をいたしておりません。 

         続きまして、公営企業会計についてでございます。 

         各会計の損益では、まず水道事業会計では、収益が３０４億９，７００万

円、また事業費用が２４６億７，７００万円、そして当該年度の損益につい

ては５８億２，０００万円の黒字になっております。 

         分担金などの収益が減少し、受水費、また減価償却費等の費用が増加した

ことによりまして、対前年度比で７．０％の減ということになっております。 

         続きまして、病院事業会計についてでございます。 

         これは、事業収益では１６２億７，６００万円、また事業費用では１６８億

９，１００万円ということで、当年度損益については６億１，５００万円の

赤字ということになります。 

         外来収益が増加をしたものの、材料費でありますとか、あるいは新病院開

設に向けまして、人件費などの費用が増加をしたことによりまして、対前年

度比で６１２．５％の減少ということになります。 

         また、下水道事業会計でございます。事業収益は２４２億１００万円、ま

た事業費用は２４０億１，１００万円ということで、当年度では１億

９，０００万円の黒字ということになります。 

         平成２９年度から退職給付引当金を計上するなど費用が増加したことに

よりまして、対前年度比で８４．５％の減ということになります。 

 

 

 

 

         続きまして、議題の３番目でございます。「共働き家庭などでも通える幼

稚園を認定」についてご説明をさせていただきます。 

         本市では、「しあわせ倍増プラン２０１７」に基づきまして、子育て支援

型幼稚園認定制度の創設、普及に取り組んでおります。 

         今年度、認定制度を創設しまして、このたび１７園を認定いたしました。 

         子育て支援型幼稚園認定制度は、共働き家庭などの子育てを支援する幼稚

市長発表：議題３「共働き家庭などでも通える幼稚園

を認定 ～『子育て支援型幼稚園』 初年度１７園決

定～」 
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園を認定するものでございます。市内の私立幼稚園９５園のうち１７園から

応募があり、審査の結果、昨日、認定証を授与したところでございます。来

年度からは、認定園に通う共働き家庭などの経済的な負担を軽減していく予

定でございます。 

         まず初年度の認定園は、この表のとおり１７の園になります。 

         子育て支援型幼稚園認定制度の創設の背景や目的についてご説明をさせ

ていただきます。幼稚園の園児数は、全国的に減少傾向にございますが、本

市の幼稚園就園率、これは平成２９年度で６１．２％となっておりまして、

全国平均４６．５％と比べて高い水準にございます。 

         また、市内には数多くの私立幼稚園や認定こども園が立地しまして、さま

ざまな特色ある教育が行われております。そのため、共働き家庭の増加、ま

た就業形態が多様化する中で、共働き家庭やひとり親家庭でも、幼稚園に通

わせて特色ある幼児教育を受けさせたいとのニーズもございます。 

         しかしながら、幼稚園の教育時間は４時間と短く、また夏休みなどもある

ため、パート就労であっても利用しづらいという課題がございます。 

         また、預かり保育を利用して保育園と同条件の８時間預けた場合、市内平

均で１万４，０００円以上割高になるとの課題もありました。 

         このようなニーズや課題への対応策として、共働き家庭などでも通える幼

稚園を認定することで、保育園以外の選択肢も選べる子育て環境を創出して

いきたいと考えております。 

         次に、子育て支援型幼稚園の特徴についてご説明いたします。 

         まず１点目は、８時間以上開園している幼稚園であることでございます。

幼稚園の教育時間は４時間が標準とされておりますが、通常は午前１０時か

ら午後２時といった教育時間が設定されております。 

         子育て支援型幼稚園は、その教育時間の前後に預かり保育を実施いたしま

して、８時間以上開園していることが認定の要件の一つとなります。今回認

定をいたしました１７園のうち１３園は、朝８時から夕方６時までなど、

１０時間以上開園をしております。 

         次に、２点目でございますが、夏休みなども通えるということでございま

す。幼稚園は夏休みなどがあり、共働きのご家庭には適さないという状況が

ございました。子育て支援型幼稚園では、原則平日は毎日通えるということ
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になります。 

         ３点目でございます。共働きのご家庭などを対象としまして、預かり保育

に係る利用者負担を軽減し、保育所並みの負担に抑制をするということでご

ざいます。保育所との費用負担の均衡を図るため、例えば８時間利用する場

合、市内平均で月額約２万１，０００円の預かり保育利用料を、月額

７，０００円程度に軽減することを想定しております。 

         最後に、今後のスケジュールでございます。子育て支援型幼稚園の利用は、

各認定園に直接申し込んでいただきます。市内の各幼稚園は、１１月１日か

らの願書受け付けが一般的となっておりますが、就労など一定の条件を満た

せば来年４月から利用者負担を軽減する予定でございます。 

         また、認定園数につきましては、「しあわせ倍増プラン２０１７」では、

２０２０年度までに３５園を認定することを目標としております。 

         今後も子育て支援型幼稚園の普及を進めることで、これまでの幼稚園や認

可保育所に加えまして、ナーサリールーム、また家庭保育室、そして子育て

支援型幼稚園といった多様な選択肢の中から、子供を預けたい方が子育ての

方針や働き方などの事情に応じて、預け先を選べる子育て環境を創出して、

「子育て楽しいさいたま市」を実現していきたいと考えております。 

 

 

 

         続きまして、議題の４番目でございます。「さいたま市公衆無線ＬＡＮサ

ービスＳａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉを開始します」につ

いてご説明いたします。 

         まず初めに、「Ｓａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」の概

要についてご説明いたします。 

         導入の目的でありますが、市民の利便性向上といたしまして、利用者ニー

ズや、あるいは費用対効果を勘案しまして、図書館を中心とした公共施設で、

インターネット接続を利用した調べものや学習のために提供するものでご

ざいます。 

         そして、２つ目の目的としては、東京２０２０大会の開催を控えまして、

訪日外国人などを初めとした来訪者が容易にインターネット接続をできる

市長発表：議題４「さいたま市公衆無線 LANサービ

ス「Saitama City Free Wi-Fi」を開始します」 
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環境を提供するためでございます。 

         「Ｓａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」は無料のインター

ネットサービスで、一度利用者登録をいたしますと、対象施設では再登録せ

ずに利用することができます。また、接続用のアプリケーションを利用しま

すと、民間施設を含めて全国での利用が可能となります。 

         サービスの開始は、平成３０年９月４日からになります。 

         平成３０年９月４日からサービスを開始いたします公共施設であります

が、まず図書館２１館、それから大宮盆栽美術館、大宮駅東口駅前のおもて

なしスペースＯＭテラス、それからプラザノース、大宮駅、土呂駅、大宮公

園駅の駅前案内板、以上２９カ所で導入をいたします。 

         Ｃｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉ導入に合わせまして、導入施設の拡大及び機能向上

を行ったところでございます。 

         左の図をご覧いただきたいと思います。これまでは、同じ市内であっても

施設ごとにＷｉ－Ｆｉの利用者登録をする必要がありました。 

         次に、この中央の緑色の部分をご覧いただきたいと思います。Ｃｉｔｙ 

Ｗｉ－Ｆｉ化によりまして、市内の公共施設でＳＳＩＤが統一されます。一

度の利用者登録で対象施設も接続できるようになりますので、利便性が向上

するということになります。 

         次に、この左の図は、市内２９カ所のＣｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉサービスを開

始する公共施設でございます。また、先ほどの接続用アプリを使いますと、

市全体ではこの図のように約１，２００アクセスポイント、全国では約

１７万アクセスポイントで利用が可能となります。 

         Ｗｉ－Ｆｉに接続した際、最初にさいたま市のホームページが表示されま

す。そこで、シティーセールスにつながります。市が提供する公衆無線ＬＡ

Ｎサービスということで利用者に安心感を与えて、接続をしていただくこと

が可能だと考えております。 

         また、大規模災害時には、利用者登録なしで誰でも利用できるよう開放す

る予定でございます。 

         また、今後は岩槻人形博物館など市内公共施設へ導入を拡大してまいりた

いと考えております。 

         私からの説明は以上です。 
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〇 東京新聞   ありがとうございました。 

         市長からの説明について質問をお願いします。 

 

 

〇 共同通信   共同通信です。 

         子育て支援型幼稚園のことについて２点なんですが、１つが、認定を既に

昨日されたということで、そうすると何かがこれからサービス自体が変わる

というよりは、例えば保育料というか、預かり保育を使っている人に関して

は９月からそれが値段が下がるというか、安くなるというメリットがあると。

まず、現状使っている人からすると、そういうことにまずなるんでしょうか。 

         というのと、あともう一点が、今さいたま市は待機児童の問題もあるので、

例えばこれで幼稚園で既にあいている枠があるかどうかとか、あるいはそこ

まで具体的でなくても、これがどのぐらい待機児童の解消につながるような、

数字の目標なり概算みたいなものがあれば教えてください。 

〇 市  長   まず１点目は、９月ではなくて来年の４月１日からということになりま

す。 

         これから、特に新規の募集が始まりますので、それに向けて早目にお知ら

せをしていこうということでございます。当然これまで使っていらっしゃる

方々への対応もございますし、また新たに、例えば今まで働いている方の多

くは、いわゆる認可保育所等、幼稚園以外の選択肢を選ばざるを得ないとい

う状況がありましたけれども、働いている方でも、特に長期の休みの期間に、

預かり保育をしていただけるということになりますので、そういったことを

充実させることによって、そういった選択肢もあるということになってくる

のだろうと思います。 

         それから、基本的には今回は１７園の認定をしましたけれども、定員でい

いますと約６１６人になります。ただ、ご案内のとおり既にご利用していた

だいている方で、そういった軽減対象に該当する方々もいらっしゃるので、

その分がプラスになってくるということでは、待機児童減少につながるかど

うかわかりませんけれども、働いておられた方々が、これまで保育所という

選択肢しかなかったものを、それぞれの子育てに対する考え方であったり、

あるいはライフスタイルといったものを十分勘案しながら、少し多少努力や

議題３に関する質問 
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工夫をすることによって幼稚園に通わせることもできると、こういった制度

であります。 

         ですので、当然これまで待機児童の中に入っていた方々の一部のそういう

考え方の方々は、当然そちらに入れることになりますので、待機児童の減少

ということにもつながってくるだろうと考えております。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         子育て支援型幼稚園とさいたま市公衆無線サービスなんですけれども、よ

その自治体で既にやっているところがあったら、もしくは県内初めてとかの

ところがあったら、ちょっと教えていただきたいと思います。 

〇 市  長   まず、子育て支援型幼稚園については、似たような制度が東京都をはじめ

幾つかあると。 

〇 事務局    類似の制度としまして、指定都市の中では横浜市のみで実施しておりまし

て、県内では今年から草加市が開始したと伺っております。 

         越谷市につきましてはさいたま市同様、制度を今年に打ち立てまして、実

施すること自体は来年からということで、さいたま市と同じ状況でございま

す。 

  Ｃｉｔｙ Ｗｉ－Ｆｉは、政令市の中で１５市で実施しておりますが、さ

いたま市のように公共施設全体、特に図書館全体でやるというところは、さ

いたま市が一番初めになります。 

         以上です。 

 

 

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉です。 

         先ほどの子育て支援型幼稚園なんですけれども、こういった預かり保育を

延ばすとなると、幼稚園側の負担もあると思うんですが、今回のこの制度で

幼稚園側にとってのメリットはどういうこと考えられますか。 

〇 市  長   まず、幼稚園側の認定を受けたメリットでございますが、まず幼稚園と保

育園と、制度としては認定こども園という制度もありますけれども、今さい

たま市内では、なかなかこの認定こども園が増えないという環境があります。 

議題３・４に関する質問 

議題３に関する質問 
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         その中で、この認定こども園になるには、さまざまなハードルがあります

ので、今回のこの子育て支援型幼稚園はそういった部分がかなり軽減化され

ておりまして、幼稚園のままで、これまで保育園を選択していたご家庭のお

子さんを受け入れることが可能になることと、またそれに伴って園児数の増

加を見込むことができることが、大きく言えばメリットになると思います。 

〇 産経新聞   産経新聞です。 

         子育て支援型幼稚園のところなんですけれども、今まで保育所にしか預け

られなかった人が預けられるようになるということなんですけれども、実際

に利用者の保護者の方とかで、幼稚園のほうがよかったと言っている人がど

れくらいいるかというデータとか、もしくは何か倍率とかで幼稚園のほうが

人気あるとか、そういったものって何かあるんですか。 

〇 事務局    「さいたま市子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」という計画が

ございまして、その際のアンケート調査を実施した結果でございますが、潜

在的な家族形態を調査したところ、専業主婦の約１５％は今後働きたいとい

う意向を持っておりまして、その約半分の方につきましては、幼稚園に入り

たいという意向があったということでございます。このような背景を踏まえ

まして、今回の政策にも反映したということでございます。 

 

 

〇 読売新聞   Ｓａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉなんですけれども、利

用者登録は具体的にどんな手順になるんでしょうか。 

〇 事務局    ２つ方法がございまして、まずＷｉ－Ｆｉの設定画面から登録をするとい

う、メールアドレスを入れて認証するという方法、それから接続アプリケー

ションでアプリケーションを起動しまして、メールアドレス等を登録して認

証するという方法の２種類の方法がございます。 

         後者のほうのアプリを利用する場合につきましては全国で、一度登録すれ

ば全国で利用できるという形になっております。 

         以上です。 

〇 時事通信   時事通信社と申します。 

         Ｓａｉｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉの関係なんですけれ

ども、これはいずれも無料であるということでよろしいんですか。 

議題４に関する質問 
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〇 市  長   はい、そうです。 

〇 時事通信   あとなんですけれども、いわゆるオリンピックに向けてという目的が１つ

あったと思うんですが、オリンピック会場とかは、そういった部分は今後ど

うなっていくんでしょうか。 

〇 市  長   オリンピック会場につきましては、埼玉スタジアム２００２と、さいたま

スーパーアリーナということになりますので、そちらの施設は県の所有され

ている施設でございますが、今後県のほうでもＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉを検討

していると伺っておりますので、県とも協議、調整しながら、私たちとして

も充実を図っていきたいと考えております。 

〇日刊工業新聞  日刊工業新聞です。 

         Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉについて伺いたいんですが、これ五輪後もそのまま

継続して続けていく方針なのかというところと、１日６０分使って、その後

何回でもまた使える方式なのかというところを教えてください。 

〇 事務局    １点目が聞こえなかったので、もう一度お願いしたいのですけれども。 

〇日刊工業新聞  五輪後も続けていく方針なのか。 

〇 事務局    今これは常設を考えておりまして、当然２０２０大会後も使えるようなも

のを考えております。 

         それと、６０分の登録ということなのですけれども、これは長時間占用さ

れないようにということで、どこもやっているところでございまして、１回

切って、また接続し直せば使えるという形で、利用制限等はございません。 

 

 

 

〇 東京新聞   よろしいですか。 

         それでは、幹事社の代表質問に移らせていただきます。 

         第１００回全国高等学校野球選手権記念大会で、地元の浦和学院がベスト

８まで勝ち進みました。夏の甲子園大会では、過去最高のベスト４には惜し

くも届きませんでしたが、その戦いぶりや地元の盛り上がりについて、市長

の感想をお聞かせください。 

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

         まず５年ぶり１３度目となる全国高等学校野球選手権大会に出場し、見事

幹事社質問：第 100 回全国高等学校野球選手権記念

大会での浦和学院の活躍について 
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ベスト８まで勝ち進むことができたということ、大変私たちもうれしく思っ

ております。地元さいたま市でも、この浦和学院の甲子園での活躍ぶりは大

いに盛り上がったと感じております。 

         大会前の７月３０日に、石原校長先生を初め森監督、また蛭間キャプテン、

そしてさいたま市立大久保中学校出身の中前選手が甲子園出場の報告にお

越しをいただきまして、激励をさせていただいたところでございます。 

         初戦が９対０、また３回戦が６対０と、２試合続けての完封勝利というこ

とで、大変相手を圧倒した浦和学院の勝負強さが存分に発揮された試合でも

ありました。 

         夏の甲子園で過去最高の成績でありました３２年前のベスト４を上回る

成績は残念ながら逃してしまいましたけれども、チーム一丸となって持てる

力を存分に発揮されたのではないかと思っているところでございます。 

         また、さいたま市出身の中前選手も２年生でありながら、１２打数５安打

ということで、リードオフマンとして頑張った姿を見せてくれました。 

         既に新チームとして活動をしていると思いますが、今後さらに次の春の選

抜大会に向けて、さらには来年の夏の大会に向けて、さらに活躍をされるこ

とを期待したいと思います。 

 

 

〇 東京新聞   代表質問に関して質問のある方はお願いします。よろしいですか。 

         では、そのほかの質問に移りますが、私のほうからよろしいですか。国の

ほうで問題になっている障害者雇用者の水増しの問題なんですけれども、さ

いたま市のほうでは調べていくことはあったと思うんですが、それについて

ご説明があれば、よろしくお願いします。 

〇 市  長   まず、本市では障害者雇用率の算定に当たりましては、職員から障害者手

帳所持の報告を求めておりまして、その際に必ず障害者手帳の写しを提出し

ていただいております。したがいまして、障害者手帳を所持していない者を

認定したことはございません。 

         その中で、現在身体に障害のある方の正規職員の採用を実施しております

が、今後もより一層障害者の雇用ということは大変重要なことであると私た

ちも認識をしておりますし、またノーマライゼーション条例をさいたま市は

その他：障害者雇用の水増し問題について 
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政令市の中では唯一、また最初に制定をした市でもございます。その中で、

やはり障害者の皆さんに働いていただくと、能力に応じて働いていただくこ

とも、私たちとしては大きな目標の一つでもございますので、引き続き障害

者の雇用の増に向けてしっかりと取り組んでいきたいと考えてございます。 

〇 共同通信   共同通信です。 

         今の関連で、今後障害者雇用について、さらにというところですけれども、

今枠としては身体障害者の方しかないと思うんですけれども、それを精神、

知的障害の方にも拡大するみたいなことも検討されるということになるの

でしょうか。 

〇 市  長   今のご質問にお答えしますが、今現在身体に障害のある方の正規職員の採

用を実施しておりますが、知的障害、また精神障害のある方の正規職員の採

用についても、他市の状況等を考慮しながら、今後さらなる検討が必要であ

ると考えております。 

〇 共同通信   今他市では、そういうところにも正規職員の門戸を開いている市もあると

いうことなんですか。 

〇 事務局    今手元に資料はないのですが、東京都ですとか、ほかの政令市でも精神障

害の方、あるいは知的障害のある方の正規採用職員の試験をやっているとい

うことは聞いております。 

〇 共同通信   もう一点関連で、今地方の自治体でも不適切な計上があると明らかになっ

ていて、特に、ただやっぱり中央省庁で特に悪質なケースが目立つという印

象なんですが、３，５００人近くに上る規模だったりとか、報道内容を見て

というところにもなるかもしれないですが、市長としてどういうふうに所感

というか、感じられたでしょうか。 

〇 市  長   先ほども申し上げましたとおり、障害者の自立と社会参加のために、障害

者の雇用促進というのは社会全体で取り組んでいく必要があることだと考

えております。さいたま市では、これまでも適切に対応してきましたけれど

も、国や一部の地方自治体で報道されるような事態があったということは、

たとえ認識の違いだということであっても、社会に与える影響は大きなもの

があると考えております。非常に残念に思います。 

         法定雇用率が引き上げられていく中で、各自治体や民間企業等でも障害者

の雇用促進が図られており、また現状に即したガイドラインの見直しなども
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状況によっては必要になってくるのではないかと思いますが、いずれにして

も国全体、社会全体で取り組んでいく重要なことであるということを再認識

しながら進めていく必要があると考えております。 

 

 

 

〇 埼玉新聞   先日保育園のプール事故の関係で、園長さんと当時勤務していた保育士の

２人の方が埼玉県警に書類送検されましたけれども、改めまして市長さんの

受けとめと、あと再発防止に向けた対策についてご検討されていることがあ

ったら、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

〇 市  長   昨年８月に緑区の認可保育園で園児が亡くなったプール事故について、先

日８月２７日に、県警の捜査の結果、業務上過失致死の疑いで書類送検され

たことは認識しております。今後検察の捜査などを経て、起訴、不起訴の判

断がなされていくと思いますが、その動向を注視していきたいと思います。 

         市としては、二度とプールにおける重大事故が起こらないよう、再発防止

に努めてまいりましたが、今後も継続して周知啓発を行っていきたいと思い

ます。 

         既に市では第三者委員会の報告を受けて、ガイドラインなど新しくプール

に特化したマニュアルを策定して、民間の保育所等にも参考配付をさせてい

ただきました。また、６月下旬から８月末にかけても、抜き打ちによります

プールの立入調査を実施してきたところでもございます。 

         また、７月から８月にかけて、各区の保育施設において安心安全な施設運

営を支援するための新たな研修であります「巡回危機管理研修」などを実施

しているところでありますが、引き続きこの再発防止に向けて全力で取り組

んでいきたいと思います。 

         以上です。 

 

 

〇 時事通信   時事通信です。 

         ちょっと前になってしまうんですが、７月に政府の地方制度調査会が、人

口減少に対応して、市町村の圏域連携について検討を始めたということがあ

その他：緑区私立認可保育園プール事故の事件送致に

ついて 

その他：市町村の圏域連携について 
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るんですが、それについて市長としてどのような認識、もしくは考えがあっ

たりするのか教えていただけたらと思います。 

〇 市  長   基本的には、まずさいたま市として総務省、あるいは国で進めている圏域

連携との枠とはちょっと違うかもしれないのですが、かなり広域的な連携と

いうことで、東日本連携ということをしております。さいたま市は、おかげ

さまで現状としては人口が増えていたりするわけですけれども、その中で、

地方都市のほうではかなり人口減少が始まっていたりということもありま

すので、私たちとしては東日本のまさに交通の要衝といいますか、結節点に

なっている都市でありますので、そういった特性をしっかりと生かして、人

口減少に歯どめをかけるためのいろいろな協力関係を私たちとも結んで、お

互いに経済発展あるいは地域の活性化につながるような取組をしていこう

と考えております。 

         既に東日本連携・創生フォーラムを今年で４回目になりますけれども、開

催をしてきたり、今年度中には東日本連携支援センターができてきますので、

特に経済的な部分での連携が強化されるということにもなろうと思います。 

         また、オリンピック・パラリンピックの開催を特に大きなてことして、私

としても東日本の地域に多くの方々、外国人観光客も含めて、行っていただ

けるような連携した取組も強化していきたいと思っております。 

         また、周辺の地域とも、これまでも行政サービスの広域連携というのは幾

つかの分野では行ってきたところでありますけれども、いずれにしても今後

は私たちもさいたま市のことだけというよりは、周辺の行政との連携である

とか、あるいは広域的な連携ということも含めて、しっかり取り組んでいく

ことで、そういった地方創生ということに少しでも貢献ができるようにして

いきたいと思っております。 

 

 

〇 読売新聞   ２０２０の東京五輪に向けて、県のほうで今主体となって、聖火リレーの

ルート案を策定していると思うんですが、今年度中、今年中にまとめるとい

うことで、さいたま市会場が２つありますけれども、聖火リレーの誘致にか

ける思いといいますか、意気込みがあれば伺えればと思います。 

〇 市  長   さいたま市としても、オリンピック会場になっているということもござい

その他：聖火リレーのルートについて 
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ますので、ぜひ、さいたま市は非常に広いエリアでございますので、できる

だけ私たちとしては全体を回って聖火リレーを行ってほしいという思いが

ございますので、そういうお願いもしているところでありますし、またそう

でなかったとしても、より多くのエリアを通っていただいて、多くの市民に

このオリンピックが開催されることの意義であるとか、あるいはその喜びを

みんなで分かち合えるような、そんな聖火リレーになってほしいということ

で要望をさせていただいているところでございます。 

         いずれにしても、私たちとしてはできるだけ多くの区域を回っていただけ

るようなコースを、いろいろな県からの聴取もありましたので、お願いをし

ているところでございます。 

 

 

 

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉です。 

         先ほどのプール事故に関連した質問なんですけれども、多分８月いっぱ

い、明日まで立入検査をされていると思うんですが、今のところ問題が見つ

かった施設とか、そういうものはあるんでしょうか。 

〇 市  長   調査状況ですけれども、現時点の調査結果としては、各施設ともおおむね

適切に実施していただいていると報告を受けております。その中で、一部の

園に対しましては、より適切な監視体制、あるいは水質管理等に関する助言

を行ったと聞いています。今後所管課で必要であると認めた施設については

再度立入調査をして、その状況について把握をしていきたいと思います。 

         以上です。 

〇 東京新聞   よろしいですか。 

         では、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   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９月２０日木曜日、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。 

 

その他：緑区私立認可保育園プール事故の事件送致に

ついて 
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午後２時５８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。 

 


