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さいたま市長定例記者会見 

令和元年１１月８日（金曜日） 

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時事通信さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 時事通信   １１月の幹事社を務めます時事通信です。よろしくお願いします。 

         それでは、今日の記者会見の内容につきまして、市長からお願いいたし

ます。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         早いもので、暦の上では今日は二十四節気の「立冬」に当たります。ま

だまだ昼間は暖かい日もございますが、朝晩は冷え、日の入りも早くなっ

てきております。 

         さいたま新都心駅周辺では、恒例のイルミネーションが明日から始まり

ます。ご案内のとおり、駅前、西口、東口の３つのエリアに分かれ、それ

ぞれテーマを設定し、魅力的でにぎわいのある空間を演出します。 

         また、１３日からは浦和駅西口を中心に「浦和サッカーツリー」を点灯

します。今年は、期間を延長し、東京２０２０大会終了まで実施する予定

と聞いております。 

         明後日１０日、日曜日に即位の礼の儀式として祝賀御列の儀が行われ、

御列の進行に合わせて、さいたま市消防音楽隊による奏楽が実施をされま

す。本市として大変名誉なことでございますので、音楽隊には、日ごろの

成果を存分に発揮し、しっかりと役目を果たしてもらえるものと考えてお

ります。記者の皆さんもぜひ注目して見ていただきたいと思います。 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

         まず、議題の１つ目でございますが、「さいたま市立病院新病院がオープ

ンします」について説明させていただきます。 

         さいたま市立病院は、昭和２８年の浦和市立結核療養所開設から、平成

市長発表：議題１「さいたま市立病院新病院がオープ

ンします」
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元年に総合病院としての運用を開始し、現在に至るまで地域の基幹病院と

して市民の安心安全に貢献してまいりました。 

         一方で、機能増強、刷新のため、増改築を繰り返して今日に至っている

が、施設の老朽化及び狭隘化、また高度な医療機能の充実化が課題となっ

ております。 

         平成２３年度のさいたま市立病院のあり方検討委員会、平成２４年度の

さいたま市立病院施設整備検討委員会を経まして、平成２６年３月にさい

たま市立病院施設整備基本計画を策定しました。そして、その中で地域完

結型医療の要としての役割を担うべく施設整備を実施し、このたび新病院

のオープンの運びとなりました。 

         開院日でございますが、令和元年１２月２９日日曜日、外来診療開始日

は令和２年１月６日の月曜日からでございます。所在地は、これまでと同

様、さいたま市緑区大字三室２４６０番地でございます。 

       施設概要についてご説明をしますと、まず敷地面積は４万

８，７８９．１８平方メートル、また延べ床面積は５万４，２３８．８３平

方メートル、延べ床面積は現病院に比べまして約２万２，７００平米の増

加になります。階数は、病院本館が地上１０階建て、また別館が地上３階

建てになります。 

         診療の概要についてでございます。診療科目は２９科目でございます。

新病院に向けて、診療科目を追加しました。精神科、歯科口腔外科、緩和

ケア内科などを追加したところでございます。 

         病床数は６３７床、現在の５６７床から７０床増床しました。救急病床

が２０床、そして緩和ケア病床が２０床、精神科身体合併症病床が３０床

という内訳となっております。 

         新病院の主な取組について説明したいと思います。まず１点目、救急医

療の充実でございます。市民の安心安全を確保するため、重症救急患者へ

の対応を考慮して、救命救急センターの指定を受けるべく準備を行ってお

ります。また、救急外来で診療を強化するため、診察室の充実を図り、救

急外来に経過観察ベッド７床を配置しております。１階のレイアウトは、

救急車両のアプローチに配慮して、必要な機能を集約しています。 

         次に２つ目、急性期医療機能の向上でございます。手術室を現在の７室
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から１２室に増室して、血管造影室を１室から２室に拡張しております。

さらに、ハイブリッド手術室を設置し、高度な医療が提供できる環境を整

備しました。最先端の手術支援ロボット「ダビンチ」による手術を昨年

１１月から開始をしておりますが、現病院に引き続き導入します。ダビン

チ手術は、患者さんの体に小さな穴をあけて行う手術で、傷口が小さいた

めに、出血量を抑え、術後の痛みを軽減し、機能温存の向上や合併症のリ

スクの大幅な回避のメリットがございます。 

         重症患者を管理するＩＣＵを現在の５床から８床に、ＨＣＵを１６床か

ら２０床に増床しております。重症で専門性の高い精神疾患を抱えた患者

さんの身体合併症を治療する目的で、市内では初めての精神科身体合併症

病棟を設置しております。 

         次に、３点目でございます。地域がん診療連携拠点病院として整備をし

ております。化学療法室を現在の１０ベッドから２０ベッドに拡張してお

ります。また、手術室を７室から１２室に増室しております。また、高度

な放射線治療が可能となるように、最新の治療機器「リニアック」、また「サ

イバーナイフ」を整備しております。サイバーナイフについては、市内で

は２カ所目、また県内では４カ所目の整備でございます。 

         市内では、がんの苦痛を緩和する専門の病床が少なく、さいたま市のが

ん対策推進計画の柱であります地域の緩和ケアの充実として緩和ケア病棟

２０床を設置しました。患者さんやご家族の相互交流、情報交換など自由

に語り合い、不安の軽減や治療への活力、療養生活の知恵を得ることを目

的にがんサロンを設置します。 

         次に４点目、周産期・小児医療センターとしての強化でございます。陣

痛室を現在の４ベッドから５ベッドに、また胎児モニタリング室は現在未

整備でございますが、２ベッド整備します。また、地域周産期母子医療セ

ンターとしての機能と小児病棟を５階ワンフロアに集約して、成育母子医

療センターとして強化をしてまいります。 

         次に５点目、感染症への対応でございます。第２種感染症指定医療機関

に指定されておりますので、院内感染防止策として感染外来を新設します。

また、感染、結核の患者さんを管理する病棟に直結する専用エレベーター

を整備してございます。また、陰圧個室を感染症病棟に加え各病棟にそれ
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ぞれ１室設置して、感染症への対策を強化しております。 

         次に６つ目、地域連携室の機能強化、支援及び相談の充実等についてで

ございます。患者支援センターを設置して、医療相談、医療受診支援、入

退院支援、また在宅医療支援などの業務を効率的に実施します。患者さん、

ご家族のさまざまな疑問、あるいは不安に対して、職員が協働して対応に

当たり、患者さんが安心して入院生活を送れるとともに、治療後は安心し

て地域生活へ復帰できるよう支援してまいります。 

         次に７つ目、災害拠点病院としての機能の整備でございます。これは、

災害に強い建物構造として、病院本館には免震構造を採用しております。

また、非常用発電機は２台設置をしており、７２時間の供給が可能となっ

ております。電力引き込みは、本線、予備電源の２回線に受電して、信頼

性の向上を図ってまいります。 

         また、地下水の利用によりまして、断水時には３日分の容量を確保する

ことが可能となります。エントランスホールや外来待ち合いスペースなど

に医療ガス、また非常用電源を設置し、災害時の応急処置スペースとして

活用してまいります。また、災害備蓄倉庫を設置して、３日分の食料を確

保してまいります。 

         それでは、竣工式について説明したいと思います。関係者を招待して、

竣工式を行います。日時は、令和元年１２月１４日土曜日１０時からでご

ざいます。会場につきましては、新病院３階の講堂アッセンブリーホール

で行います。受け付けは、式典開始前の３０分前、９時半からを予定して

おります。 

         招待者は、国会議員、県議会議員、市議会議員、医師会、病院関係者、

他病院など約２００名を予定しております。式典後、招待者向けの内覧会

を実施する予定でございます。 

         また、市民向けの内覧会もあわせて予定しておりまして、開催日につい

ては令和元年１２月１５日日曜日になっております。時間は、午前９時か

ら１６時までになります。事前の申し込みは不要で、当日直接新病院で受

け付けることができます。報道機関の皆様には、１２月１４日の竣工式の

ほか、内覧会にもぜひお越しいただきたいと思います。 

         新病院は、今後数十年にわたって続く超高齢社会にあっても、市民が可
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能な限り地域で必要な医療を受けることができる地域完結型医療の要とし

ての役割を実現し、市民の皆さんに信頼される病院となることを目指して

まいりたいと考えております。 

         続きまして、議題の２つ目でございます。「さいたま市はセーフコミュニ

ティ国際認証都市となります」について説明させていただきます。 

         セーフコミュニティについてから説明したいと思います。このセーフコ

ミュニティは、「事故やケガは偶然に起こるのではなく、予防できる」とい

う理念のもとに、市民、企業、警察、行政などでネットワークをつくり、

データに基づいた取組を行うことで、事故やケガのない安心安全なまちづ

くりを進めていくことでございます。 

         この取組は、１９７０年代、スウェーデンの地方都市で始まり、ＷＨＯ

も推奨しているものでございます。取組内容を一定水準で標準化をしてい

くために認証制度がつくられ、本市以外に国内では１５都市、世界で

４０８都市が認証を取得しております。 

         セーフコミュニティの効果は、主に３つでございます。まず、１つ目は

事故やケガの減少でございます。国内先進地の厚木市では、取組を進める

ことによって、平成２３年と平成２６年の比較で事故やケガが約９．３％

も減少したとの報告がございます。 

         そして、２つ目でございますが、地域団体、市民団体、事業者、行政等

の連携による地域の活性化が図られることです。地域の課題を共有して、

一緒に解決に向けて取り組んでいくことで地域の絆を育むとともに、地域

に対する誇りにつながると考えております。 

         そして、３つ目の効果でございますけれども、事故やケガの予防の取組

に参加する市民のモチベーションにつながるというものでございます。活

動の成果をデータ化し、参加する市民と結果を共有することや国際認証を

受けることがモチベーションの維持につながると考えております。 

         現在国内では、セーフコミュニティは１５自治体で認証されております。

本市は、国内で１６番目の認証都市となる予定でございます。これまで政

令指定都市の行政区単位では横浜市の栄区が認証を取得しておりますが、

市長発表：議題２「さいたま市はセーフコミュニティ

国際認証都市となります」
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政令指定都市全域で、要するに全市的な取組での取得は本市が国内で初め

てになります。 

         本市は、平成２８年３月に活動開始宣言を行いました。以降、本市を取

り巻く状況のデータを分析して、より優先度の高い５つの分野に関して、

対策委員会を設立して取組を行ってまいりました。各対策委員会では、救

急搬送データをはじめ各種実態調査や市民アンケート等のデータを分析し

て、課題改善に向けて各種取組を実施しております。 

         一例として申し上げますと、例えば自転車の安全対策委員会の取組につ

いてでございますが、まずデータの分析によって交通事故における自転車

事故の割合が本市は他市よりも高い状況等を確認しました。そこで、市内

自動車教習所、自転車関連の活動している学生サークルや市民団体でネッ

トワークを形成しました。そして、自動車教習所の協力のもとに「自転車

シミュレーター」を活用した自転車安全教室を開催し、取り組ませていた

だきました。 

         活動開始宣言から約３年が経過した今年の７月、認証制度を運用する国

際セーフコミュニティ認証センターから派遣された２名の審査員により、

認証取得に係る審査が実施されました。審査では各対策委員会からの活動

報告のほか、取組を実際に視察していただきまして、本市の活動推進体制

を審査していただきました。審査の結果、セーフコミュニティの指標を全

て満たしているという認証の内定を受けたところでございます。 

         現在認証の内定であるため、正式な認証を受ける場として認証式典を開

催します。日時は令和元年１１月２０日水曜日、浦和駅西口にありますコ

ルソ７階のコルソホールにて開催します。式典では、セーフコミュニティ

取組都市として継続的に推進していくとの合意書への署名を行うほか、本

市の活動状況を報告することになっております。また、消防音楽隊による

記念演奏も予定しております。本市のセーフコミュニティ推進に尽力をい

ただきました各対策委員会委員等のほか、セーフコミュニティ推進自治体

などが出席する予定でございます。 

         また、セーフコミュニティについて知っていただく機会として、一般の

観覧者も募集をしております。市報１１月号に詳細を掲載しておりますが、

先着順で観覧者を募集しており、１１月１２日までに応募を受け付けてお
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ります。セーフコミュニティはどういうものなのか、多くの市民の方にぜ

ひお越しをいただいて、知っていただきたいと思っております。 

         認証後の活動についてでございますが、本市が安心安全なまちとして前

進していくために、この認証をきっかけに、行政と市民と事業者がさらに

絆を深め、取組を推進していきたいと考えております。今後の取組として

は、まだまだ市民のセーフコミュニティの認知度が低いために、各種啓発

活動による認知度向上を目指し、この取組を市民と一緒に推進していく環

境をより一層整えていきたいと考えております。 

         また、取組実施回数及び取組参加者の拡大により、取組の効果をさらに

高めていきたいと考えております。認証後の活動についても、活動報告会

等を開催し、周知をしてまいりたいと考えております。 

         続きまして、議題の３でございます。開催までちょうど１カ月となりま

した「第５回さいたま国際マラソン」についてお知らせをします。 

         まず、大会概要でございますが、来月１２月７日土曜日、８日日曜日に

第５回さいたま国際マラソンを開催いたします。代表チャレンジャーの部

は、今年も東京２０２０オリンピックの選考レースで代表の残り１枠をか

けたマラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジに位置づ

けられております。 

         運営体制としては、主催、後援などについてはお手元に配付をしている

ご覧のとおりでございます。後援には、新たにさいたまスポーツコミッシ

ョンが加わりました。また、りそなグループには今年も特別協賛をしてい

ただいております。その他の協賛、協力は、ご覧のとおりでございます。 

         テレビ、ラジオ放送でありますが、代表チャレンジャーの部は日本テレ

ビ系列による全国ネットで生中継をします。また、テレビ埼玉でフルマラ

ソン一般の部、女子ビギナーの部を生中継します。このほか、ラジオ放送

について、けやきひろばで開催しております埼玉うまいもの市場特別ブー

スからＦＭ ＮＡＣＫ５による公開生放送を行います。本市の状況が地上

波で全国に放送されることから、本市の都市イメージを発信することがで

きる絶好の機会と考えております。 

市長発表：議題３「第５回さいたま国際マラソンを開

催します」
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         また、前回からの変更点について少しご紹介をしたいと思います。第５回

大会を記念して、フルマラソンに５回連続でエントリーをいただきました

約８００名の方にはスペシャルナンバーカードを用意しております。５回

連続エントリーの証として、このスペシャルナンバーカードをつけていた

だいて、それぞれの目標に向けて頑張っていただきたいと思います。 

         今大会から初めて、昨年女子ビギナーの部に参加いただいた方や、また

マラソン経験者でもより力をつけたい女子ランナーを対象とした練習会を

開催させていただきました。より女性が参加してみたいと思う大会となる

よう練習会の充実を図ったところでございます。また、女子選考レースの

一角を担う大会として、女子ランナーの裾野がさらに広がって、大会全体

が活性化していくことを期待しております。 

         また、現在のエントリー状況でございますが、エントリーは、令和元年

１０月６日時点でございますが、全体で２万６６３名でございます。代表

チャレンジャーの部には１８５人の申し込みをいただいており、招待選手

については１１月１８日に発表を予定しております。 

         フルマラソン一般の部と女子ビギナーの部は、昨年よりも１カ月以上早

く定員に達しました。また、ファンラン部門におきましても、初めて親子

ランの部が定員に達しました。このほか海外の方のエントリーは４０８名

で、昨年の約１．８倍に上りました。早期に定員に達したことは、ランナ

ーの事前受付を廃止するなどの改善、あるいはこれまでのボランティアの

方々の活動などを含めまして、運営がランナーの方々から評価をいただけ

たことによるものだと考えております。 

         また、昨年から設置しました女子ビギナーの部には今年も４４７人の申

し込みがございまして、年々この大会が根づいてきていると考え、うれし

く思っているところでございます。 

         次に、コースですが、コースについては前回の大会から変更はございま

せん。さいたまスーパーアリーナをスタート・フィニッシュとして、旧中

山道や国道４６３号バイパスを使いながら、見沼田んぼあるいは埼玉スタ

ジアム２００２を通っていくコースでございます。今年も都市と田園が織

り成す、ご覧のコースを楽しんでいただきたいと思っております。 

         また、８キロメートルの部は前回同様、フルマラソンと同時にさいたま
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スーパーアリーナをスタートして、駒場運動公園でフィニッシュとなるコ

ースでございます。 

         さいたま国際マラソンとしては初めてコース変更がない年でございまし

て、前回大会とのタイムを直接比較できます。連続で参加されている方は、

練習の成果を存分に発揮し、それぞれの目標に向けて頑張っていただきた

いと思います。 

         次に、ボランティアの状況でございます。募集状況についてでございま

すが、８月５日から５，０００名を募集したところでございますが、現在

で既に５，０００名を超える申し込みをいただいております。個人の方は

もとより、大学、専門学校、企業等から多くの団体申し込みをいただいた

ところでございます。多くの方がこの大会を支えようと考えていただいて

いることを大変うれしく思います。 

         東京２０２０オリンピックの開催が近づきまして、スポーツ全体が盛り

上がっていく中で、「スポーツのまち さいたま」の実現に向けて、スポー

ツボランティアという、スポーツ活動を支えるという点にも関心が高まっ

ていくことを期待したいと思います。 

         次に、ランナー応援隊でございますが、今年もフルマラソンのコース沿

道１０カ所に地域活動団体や学校などが中心となって応援隊が組織されま

す。サンバや吹奏楽部、太鼓の演奏などを通じて、ランナーを応援してい

ただくことになっております。ランナーからこの大会の評価されるものの

一つに、「沿道からの声援が大変多い、それによって最後まで走り切ること

ができた」などの意見が多く寄せられております。ぜひ市民の皆さんにも

沿道から熱い声援を送っていただきまして、一緒に大会を盛り上げていた

だきたいと思います。 

         次に、駒場ファンランについてでございますが、ここでは小学生から大

人まで走る楽しさを実感できるランニングイベントとなっております。フ

ルマラソンの前日の７日土曜日に駒場運動公園にて開催します。親子ラン

の部や２時間チームランの部など４部門をご覧のスケジュールで実施しま

す。 

         ファンラン部門がこれだけ充実しているのもこの大会の特徴の一つでは

ないかと思います。ふだん走る機会がない方にも駒場ファンランで汗をか
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いて走る楽しみを実感していただき、スポーツに対する意欲や、また関心

を高めるきっかけになればと考えております。 

         ゲストランナーとしては、２時間チームランの部にはご覧のチームが出

場するほか、タレントの福島和可菜さんらが会場を１日盛り上げていただ

くことになっております。 

         また、地元商店会との連携についてでございますが、北浦和駅東口並び

に浦和駅東口付近の商店会と連携して、７店舗に飲食ブースを出店してい

ただきます。また、それ以外にも、１９店舗においてゼッケンを提示しま

すと、割引などが受けられるサービスも実施します。この駒場ファンラン

は、応援にいらっしゃった方にも楽しんでいただけるイベントになってお

りますので、ぜひ駒場へ応援にお越しいただいて、お帰りの際には地元商

店街などでもお立ち寄りいただいて、お買い物などをしていただければと

思います。 

         続いて、埼玉うまいもの市場についてでございます。１２月７日の土曜

日、８日の日曜日の２日間にわたって、さいたま新都心のけやきひろばで

埼玉うまいもの市場を開催します。市内をはじめ県内から３１の団体が出

店して、埼玉県内の魅力あふれるうまいものを提供してまいります。 

         また、特設ステージでは瀬古利彦さんと川内優輝さんのトークショー、

またパブリックビューイング、フルマラソン一般の部の表彰式などのほか

応援する人にも楽しんでいただけるイベントが充実しております。埼玉う

まいもの市場を通じて、全国や海外から集まるランナーや観客をおもてな

しして、地域の魅力を発信していきたいと考えております。ランナーや応

援の方には、ぜひ埼玉うまいもの市場に足を運んでいただきたいと思いま

す。 

         交通、沿道対策でございますが、１２月８日はマラソンコースとその周

辺各所で交通規制を実施します。市民の皆様には大変ご不変をおかけしま

すが、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

         最後に、大会まで残すところ１カ月となりました。ランナーやボランテ

ィアの方が気持ちよく参加できるよう、また応援する方々にも楽しんでい

ただけるよう準備を整えてまいります。市民の皆様には、ぜひさいたま新

都心をはじめとするコース沿道でトップランナーの走りを肌で感じながら
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熱い応援を送っていただければと思っております。 

         私からは以上でございます。 

〇 時事通信   ありがとうございました。 

         市長からの説明について、マイクを使用して質問をお願いします。 

         時事通信です。セーフコミュニティなのですけれども、政令市全域では

初ということなのですけれども、埼玉県内ではどうなっていますか。 

〇 事務局    埼玉県では、現在、北本市と秩父市がとっておりまして、３都市目にな

ります。 

〇 時事通信   具体的にセーフコミュニティの認証を受けて、最初の事業というのはも

う決まっているのでしょうか。 

〇 事務局    データを分析して、その結果としてさまざまな課題がございまして、そ

れについてもう既に自転車のシミュレーター（を利用した交通安全）教室

だとかさまざまな講習会等を実施しているところです。 

〇 時事通信   幹事社として代表質問をします。幹事社質問なのですけれども、さいた

まクリテリウムの開催結果についての受け止めと、あとスポーツコミッシ

ョン主催による初めての大会開催だと思うのですが、今後の課題などがあ

りましたら教えてください。 

〇 市  長   それでは、幹事社の質問についてお答えをしたいと思います。 

         さいたまクリテリウムの開催についての受け止めということであります

が、多くの来場者のもと大会が盛大かつ無事に開催されました。まずは、

主催として開催にご尽力いただきましたさいたまスポーツコミッションに

お礼を申し上げたいと思います。また、協賛各社、オフィシャルサポータ

ーズの皆様をはじめ、警察や交通事業者をはじめとする関係機関の皆様、

また会場周辺にお住まいの市民の皆様や事業者様など多くの方のご理解と、

またご協力によるものと考えております。皆様に感謝を申し上げたいと思

います。 

         そして、大会に足を運んでいただき、盛り上げていただいた多くの観衆

の皆様、また全力でタイムトライアルに挑戦いただきましたパラサイクリ

議題２に関する質問

幹事社質問：さいたまクリテリウムの開催結果の受け

止めと今後の課題について
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ングの選手、女子、男子ジュニア選手、アマチュア選手の皆様、そしてメ

インレースで名シーンをこのさいたまで残してくれた多くの選手の皆さん

に感謝を申し上げたいと思います。 

         今回、前日のイベントでは、市内交流会を通じまして、（選手に）日本の

文化などを体験していただきました。今年は、空手とサッカーを体験いた

だいたわけでありますけれども、選手とともに多くのファンの皆さんに楽

しんでいただけたのではないかと思います。 

         クリテリウムメインレースでは、日本人選手として初めて新城幸也選手

が優勝しまして、今年のツール・ド・フランス個人総合優勝のエガン・ベ

ルナル選手やＵＣＩワールドランキング個人１位のプリモシュ・ログリッ

チェ選手を押さえての優勝は観衆を魅了し、私も感動と興奮を受けたとい

う感じがしております。 

         会場には、サイクルファンのみならず、小さなお子様からご年配の方々

まで多くの方にお越しいただきました。大会の開催によって、国内外のテ

レビ放送、新聞、スポーツメディアなど多くのメディアに取り上げていた

だき、「スポーツのまち さいたま」を全国、また世界に向けて広くアピー

ルすることができたと思っております。 

         また、同日に開催したサイクルフェスタ、さいたまるしぇにも多くの方

にお越しいただき、楽しんでいただけたものと考えております。ご来場い

ただいた皆様には、ご満足をいただき、笑顔で家路につかれたのではない

かと考えております。 

         今後の課題ですが、市の負担額を減らしていくことが今後の課題である

と認識をしております。スポーツコミッションにおいては、民間の知見を

活用した新たな取組が実施され、独自性のある事業が増え、より大会の価

値が向上することによって、市の負担額の段階的な減額を目指してまいり

たいと思います。 

         自転車を活用した総合的なまちづくりを行う上でのシンボル的なイベン

トとして、また継続してさいたま市で開催されることで、市民の皆様が誇

りに思えるイベントの一つになることを期待しております。 

         以上です。 
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〇 時事通信   ありがとうございます。 

         代表質問に関して質問のある方は、質問をお願いします。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         今、市の負担額の段階的な削減というお話がございました。今年度は、

開催支援ということで２億２，０００万円が当初予算で計上されていると

思うのですが、今後について、これを金額の目標ですとか段階の目標、差

し当たって来年度予算がちょうど今編成が真っ最中だと思うのですけれど

も、今後どのような形でこれを減額していくか、具体的なお考えですとか

がありましたらお聞かせいただけますでしょうか。 

〇 市  長   具体的な数字といつまでに、ということについては、現状ではまだ申し

上げられませんけれども、段階的に減額をしてソフトランディングができ

るという姿が望ましいと思っております。ただ、開催地としての責任もご

ざいますので、一定の負担額、補助は必要になるとは思いますけれども、

これをできるだけ減少させていって、自立に向けて取り組んでいくことは、

非常に重要な視点であると思っておりますので、今後もそういった方向で

進めていきたいと考えております。 

〇 埼玉新聞   しつこくて恐縮ですが、では来年度は今年度よりも減るという認識でよ

ろしいですか。 

〇 市  長   まだ予算編成をしてございませんけれども、そういったことも含めて検

討しています。 

〇 時事通信   それでは、そのほかに質問のある方はお願いします。 

〇 産経新聞   産経新聞と申します。 

         市立病院のところでちょっと確認がありまして、これは不勉強で恐縮な

のですけれども、既にもう今市立病院というのがあって、もう一つ建物を

つくっていたという理解でいいのですか。 

〇 市  長   老朽化をしている病院を建て直すと。ですので、今運営をしております

ので、同じ敷地内の隣接地に新しい建物をつくって、それがオープンした

後、古いほうを取り壊していくということになります。 

〇 産経新聞   この移転というのは、このお正月の期間とかにされるのですか。１月６日

幹事社質問に関する質問

議題１に関する質問
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からオープン。 

〇 市  長   既に建物自体は、現状としてもかなりでき上がってきておりまして、オ

ープンのときまでに、当然医療機器などの設置もしなくてはいけませんし、

そういった準備を整えてから開院と。現在その準備を進めているというこ

とでございます。 

〇 産経新聞   その期間に入院している方も新しい建物のほうに。 

〇 市  長   そういうことになります。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         サッカーについてお伺いします。浦和が１０日にＡＣＬ決勝で、大宮が

現在２位ですが、両チームへ激励がありましたらお願いします。 

〇 市  長   まず、浦和レッズについてでありますが、ＡＣＬで決勝戦ということで

ありまして、今Ｊリーグでは大変苦戦を強いられておりますが、このＡＣ

Ｌで何としても優勝していただいて、Ｊリーグでまだ十分発揮していない

実力を大いに発揮をして、栄冠を勝ち取ってほしいと思っています。 

         また、大宮アルディージャでございますが、現在Ｊ２で２位ということ

で、自動昇格圏内に入っていると。そしてまた１位も勝ち点３で、そちら

も決して不可能ではないというところで、残り３試合ですので、ラストス

パートをかけていただいて、やはり優勝を目指して頑張っていただきたい

と思っております。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         さいたま市の学習支援事業について質問します。今年度から事業者が一

般競争入札にかわって、新しい業者が選定されたことに伴って開講時期が

遅れるなど、トラブルがあったと思います。年度末に行われていた入札の

時期を見直すとか、いろいろ検討されていたと思うのですけれども、半年

余りたって来年度の事業者の選定方法ですとか、引き継ぎですとか、何か

検討していることがありましたら教えてください。 

〇 市  長   それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 

         まず、年度当初、開講時期が遅れたことに関しては、準備期間が十分で

はなかったために、市と新しい事業者との意思疎通が不十分となってしま

その他：浦和レッズと大宮アルディージャについて

その他：学習支援事業について
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ったという要因があったものと考えております。 

         また、現在子供たちへのアンケートなどから、教室への参加を促すため

には、教室スタッフとの継続的な関係を維持できるようにすることが重要

であるということを改めて確認ができたところでございます。また、その

ために来年度に向けて、事業者が引き継ぎの期間が十分にとれるように契

約時期を見直していくということであったり、あるいは子供とスタッフが

安定した人間関係を築けるよう複数年の契約なども視野に入れて、検討を

していきたいと考えております。 

         また、さらに契約時期、契約期間の見直しにあわせて、事業者からの提

案を求めることなども含めまして、この事業の特性を踏まえた事業者選定

の方法について検討していきたいと考えております。 

〇 ＮＨＫ    追加でご質問なのですけれども、契約時期を見直していく、契約期間も

見直していく、また選定の方法も見直していくということですけれども、

具体的に例えば契約の時期を、今、年度末だと思うのですけれども、いつ

ぐらいにするですとか、契約期間はどのぐらいを考えていらっしゃるのか

とか、あと選定に関しては随意ですとか一般競争入札、プロポーザル、い

ろいろ一般的なものがあると思うのですけれども、どれがふさわしいと思

っていらっしゃるのでしょうか。 

〇 市  長   まず、具体的な時期、期間については、まだ検討しているところですの

で、現時点で申し上げることは難しい状況ですけれども、この事業の性格

ということを私たちも改めて今回のことをきっかけとして、見直しを行っ

ているところでありまして、やはり新しい事業者と古い事業者との引き継

ぎ期間というものを十分にとっておく必要があるし、また市と新しい事業

者の間で意思疎通を十分にしておくということも、これも必要な要因だと

思っています。 

         また、今回いろいろな形で子供たちのアンケートをとらせていただいた

り、あるいは職員が何度も現場の方にも伺って様子などを見ている中では、

やはりそれぞれ子供によって若干ニーズの違いもあって、勉強を一生懸命、

勉強の能力を高めていきたいという子供たちも当然いますけれども、もう

一つはやはり居場所というか、そういったことを求めている子供たちもい

るということがあろうかと思っております。こういったこの事業の特性、
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あるいは私たちが目指している、目標としていることなども十分に踏まえ

ながら、その選考方法については検討することが望ましいと思っておりま

す。 

         そういう意味では、そういった中で適正かつ公正な選定基準を定めて事

業者の選定を行っていくよう、検討していきたいと思います。 

〇 ＮＨＫ    何度もしつこくて申しわけないのですけれども、それまで議会、予算の

関係で多分年度末だったと思うのですけれども、その決める時期は具体的

に例えばいつぐらいを考えていらっしゃるのかですとか、公正で適切な選

定方法ということですけれども、もうちょっと具体的にどういうものを考

えていらっしゃるのか。例えば指定競争入札だと価格とかわかりやすいと

思うのですけれども、その市長がおっしゃっている適切であり公正な選定

というのは、具体的にどういうことを指しているのか、もうちょっと教え

ていただけますか。 

〇 市  長   時期については検討中でございますので、まだ申し上げられませんけれ

ども、やはり通常のタイミングよりは少し早目に実施ができることを考え

ていく必要があると考えております。 

         それから、もう一つの選び方についてですけれども、やはり子供たちの

ニーズとして、今申し上げましたとおり勉強をしっかりしたいという子供

たちと、あとやはり子供たちのそれぞれの家庭の状況に合わせて、居場所

的な要素を求めておられる子供たちもたくさんいるという状況がございま

すので、単に価格のみで選定するというよりは、そういったニーズにどう

対応ができるのかということを事業者からご提案をいただいて、それらに

対して評価をし、そして選定をするというようなことなども含めて、この

事業の本来の目的をしっかり実現しやすい選定方法を、今詰めている段階

ですので、そういったやり方にしていく必要があると考えております。 

〇 ＮＨＫ    今回の変更に関連してなんですけれども、そもそもこの春というのは、

選定方法が入札だったことが問題だったのか、それとも旧事業者から新事

業者に引き継ぎが不十分だった、時期が短かったということが問題だった

のか、それともコミュニケーションがとれていなかったことが問題だった

のか、どこが一番市長がご覧になって課題だったと感じて、今回の変更を

検討されたのでしょうか。 
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〇 市  長   今３点ご指摘いただきましたけれども、ある意味では３点全て課題であ

ったと感じていますが、現時点では入札という事業の選定の方法がどうだ

ったかということについて、そのトラブルの影響についてはまだ十分検証

し切れておりませんけれども、そもそもこの事業のあり方という視点で考

えると、生活保護を受けていらっしゃったり、あるいは塾に行きたくても

行けない子供たちであったり、そういった子供たちをしっかりサポートし

て、そして進学につなげていったり、あるいはさらに子供たち一人ひとり

に寄り添ってサポートしていくことが、その大きな目的であると考えてお

ります。これまで（平成２４年度以降７年）にわたって事業を実施してき

たわけでありますけれども、今回さまざまな仕様書などをつくってやるこ

とで、ある程度それが担保できると考えていましたけれども、必ずしもそ

の部分と選定された業者側との認識が一致していなかったり、それはコミ

ュニケーションが十分でなかったというような部分につながっていったり、

あるいは旧事業者からのやはり引き継ぎということも当然、これは個人情

報の問題もありますけれども、それ以外の部分について適切な期間を経て、

そういったことにも取り組む必要があったと思いますし、そういう意味で

は今ご指摘いただいた部分については、どれがというよりは、それぞれに

課題があったと思っています。 

         私たちは、今回こういったトラブルがあったことを契機に、もう一回、

全国で先駆けて私たちが取り組んできたこの事業の原点に帰って、現状行

われている事業、そして子供たちからどういう評価を受け、子供たちはど

ういうことを望んでこの事業に参加をしてくれているのかということも含

めて、私たちはもう一回しっかりと検証しようと。その上で、この事業を

一定期間やってきたわけでありますけれども、さらによりいい事業にして

いくために、どういう改善をしたらいいのかということをしっかりと向き

合って考えていこうということで、アンケートをとったり、職員も何度も

足を運んでやっている現場も見せていただきました。 

         そういう意味では、ニーズが１つということではありませんので、そう

いった複数のニーズに対してどういうふうに対応するかなども含めて、こ

れから私たちとしては、きめ細やかな事業にさらに発展をさせていく必要

があると考えておりますので、そういったことも含めて、今後先ほど申し
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上げました入札の時期、あるいは期間、あるいは事業者の選定方法なども

含めて、その事業に合った、よりベターなやり方をもう一度構築をしよう

ということで検討を進めさせていただいています。 

〇 ＮＨＫ    関連してなのですけれども、今選ぶところの段階についていろいろ市長

ご指摘されたと思うのですけれども、そもそも評価もなかなか難しい福祉

的、教育的な要素がある事業だと思うのですが、事業評価も非常に大切か

と思うのですけれども、そのあたりをどうするかとか、次の選定にもつな

がってくるかと思うのですけれども、その辺は何か検討されていることは

あるのでしょうか。 

〇 市  長   １つは、まず金額だけでは決められないというのはあろうと思いますけ

れども、それに対して、もちろん今回は学力がどれだけ向上するかという

ことも一つの評価になっているわけですけれども、それだけでもないと。

やはり子供たちにとって安心感を与えられたり、この授業に来ることで、

子供たちが生きる力につながっていけている事業なのかどうかということ

も含めて、幾つか評価軸が出てくるかと思います。そういった複数の評価

軸で評価をしていかなければいけない事業であると考えておりますので、

そういった評価基準を定めながら、それに合わせて事業者からの提案など

も受けながら選考していくなどという方法が望ましいのではないかという

ことで検討を進めていると。まだ具体的にどういうやり方にするかという

ところまでは行っておりませんけれども、やはりなかなか金額だけで決め

るということについては、少しこの事業にはなじまないという感じを持っ

ております。 

〇 ＮＨＫ    最後に１点なのですけれども、これは来年度から変更を検討していると

いう、新年、来年の４月以降からということですか。例えばこれから議会

がありますけれども、どこの段階で提案するですとか、どういうふうに変

更を決めていこうとしているのでしょうか。 

〇 市  長   はい、来年度から。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         今の質問に関連してなんですけれども、単に価格のみで選定するという

よりは、いかにニーズに対応していくことが重要かということをおっしゃ

られましたけれども、今市長のお気持ちというか、思いとしては、やっぱ
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りお金で最終的には決定してしまう一般競争入札よりも、もうちょっと事

業者の提案を聞いたりだとか、そういった選定方法のほうに傾いていると

いうような、そういう思いでいるというふうに理解してよろしいでしょう

か。 

〇 市  長   そういう方法のほうが望ましいのではないかということで、検討を進め

ています。 

〇 朝日新聞   関連してなのですけれども、そもそも今年度新しい事業者に変わりまし

て、それがやっぱり一般競争入札ということで決まったということでした

が、そもそもなぜ今年度から一般競争入札になったかということについて

教えていただけますでしょうか。 

〇 市  長   基本的には、この事業のスタートは、さいたま市が全国的にも非常に早

い段階で取り入れて実施をしてきました。 

         その過程では、いわゆる提案をしていただいて、それに対して選定をし

てというような随意契約の形でこれまでは進めてきたわけでありますけれ

ども、ある一定の期間を進めていく中で、こういった事業が全国的に広が

ってきて、対応できる事業者が増えてきているという一定の認識のもとに、

そういった方向でも、プラス私たちがこれまでやってきたノウハウ、事業

のことを踏まえて、仕様書にきっちりそれらを盛り込むことで対応ができ

るのではないかということで、こういった方式で導入をしたということで

あります。 

         補足することがあれば。 

〇 事務局    今、市長から答弁ありましたとおり、今までの市のノウハウを仕様書の

中に落とし込むことで、こちらが求めているところは実施できるのではな

いかということで、一般競争入札でさせていただきましたものです。 

〇 朝日新聞   また関連してなのですけれども、先ほど市長がおっしゃられた仕様書な

のですけれども、この仕様書について何か来年度について変更する予定な

どはあるのでしょうか。 

〇 市  長   もちろん仕様書などについても、これは当然、事業者の選定の仕方が変

わるとすれば、仕様書なども変わってくることになると思いますし、また

例えばその事業者からの提案を求めていくとすれば、仕様書だけに書かれ

たことをやっていただくという視点だけではなくて、そのきめ細やかに子
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供たちに対してどのような対応ができるかという、そういった提案も含ん

でやっていただくことなども検討しております。そういう意味では、今ど

ういう仕様書にして、どういう契約形態で、あるいは選定基準を設けてや

っていくかということについては、今詰めを行っている段階でございます

ので、そういった一つの視点に偏らない、金額ということだけに偏らない

選定のあり方のほうが望ましいのではないかということで、検討を行って

いるということでございます。 

〇 朝日新聞   あと、この学習支援事業をめぐっては、全国でもいわゆる株式会社が非

常に事業者としてこの事業を行うことが増えていると。これが、要は学習

支援って本来は貧困家庭の子供への学習面のサポートだったり、居場所づ

くりというところが重要だというふうに言われていますけれども、やっぱ

り株式会社がどんどん参入してくることによって、この学習支援という事

業がどんどん市場化、ビジネス面の、そっちの側面が大きくなってきてし

まうということが非常に危惧されている、そういうふうな指摘も非常に多

いのですけれども、市長はその点についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   １つは、株式会社が参入していくことがイコール悪いとは思っておりま

せんけれども、事業の目的というか、１つは勉強の学力を高めていくとい

うことだけに絞った事業なのか、あるいは求められているニーズとしては、

今回いろいろ調べてみると、やはり気軽に相談できる場であってほしいと

か、学力以外の部分を求めている子供たちも実を言うとたくさんいて、そ

ういうニーズを十分に踏まえた形で選んでいかなければならないというこ

とを改めて私たちも思っております。ただもう一方で、やっぱりそういっ

たノウハウがあると思われる企業が参入してくると勉強が期待どおりにわ

かりやすいという感想を述べられている生徒さんたちもいますので、幾つ

かニーズが分かれている傾向があると思っております。ですから、一概に

全てを否定するというよりは、その目的に合わせてどういう選考をしてい

ったらいいのかということについては、私たち自治体がしっかりとその事

業の、そもそも何のためにやるのかというところを踏まえて選んでいかな

ければいけないと思っておりますし、その中で例えば自治体によっては、

とにかく学習塾に行けない子供たちを、勉強したいと思っている子供たち

にそういう場を提供するということであれば、そういった学習塾であった
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り、あるいは家庭教師を中心とする企業も、当然決して悪いことではない

と思いますけれども、そうではない、いろいろな要素がこの事業には込め

られていて、そこの思いをどう組み込んだ形で私たちは選定できるかとい

う、むしろ私たち側にその責任といいますか、この事業をやる上での主体

性があると思っていますので、単にそれが市場化をして、いいとか悪いと

かということではないと私は思っております。 

〇 朝日新聞   すみません。最後にですけれども、今の事業者については、どのような

評価を下していますでしょうか。それぞれ学習面でのサポートと、あと居

場所づくりという面でのサポート、それぞれ２つの視点についてお考えを

お願いします。 

〇 事務局    ただいまの事業者につきましては、先ほど来申し上げておりますうちの

仕様書に基づいて事業を実施していただいているというところでございま

す。ですので、これは事業者がどうかということではなくて、そもそもそ

の仕様書を定めた市側の仕様に則って実施していただいているものと考え

ておりますので、そうした中で先ほど来市長が申し上げております。やは

りその中で、市側として定めるポイントをもしかしたら少し見直さなけれ

ばいけない部分があったのではないかと考えておりますので、事業者につ

いては仕様書に則って実施していただいていると考えております。 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         先日の台風１９号で、さいたま市も一部被害が出たりしたかと思うので

すけれども、約１カ月となる中で、何かその検証とかされていく中で出て

きた課題とかあればお聞きしたいのと、それに対して今後何かどうしてい

きたいという対策とかがあれば、お聞かせいただければと思います。 

〇 市  長   それでは、ご質問にお答えしたいと思いますが、まず被害状況でござい

ますけれども、物的被害については罹災証明の申請件数ベースで、１１月

５日時点での数字を申し上げますと、床上浸水が９３７件、床下浸水が

３３１件、また雨漏りや屋根の破損など一部損壊が１０６件、道路冠水が

７１件、倒木被害が１５件、また公共施設の被害として学校で雨漏りなど

が９８件、公園で冠水や枝折れなどが６９件、その他公共施設で雨漏りな

ど６８件がございます。 

その他：台風第１９号に関する課題等について
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         人的被害の状況でございますが、緑区で重症者が１名、また桜区で軽症

者が１名でございます。 

         それ以外にも農業関連の被害として、主に西区、桜区、岩槻区において

被害が出ておりまして、農作物、あるいは農業機械の浸水、また農業用生

産施設の損壊などの被害がございました。また、荒川の増水に伴う河川敷

の冠水によりまして、農地や水路内への土砂や稲わら等の漂着物の堆積、

揚水ポンプの故障などが発生しております。現在現場立ち会いなどを行い

ながら、詳細な調査を行っているところでございます。 

         私たちとしては、全て総括をしたということではありませんけれども、

既に幾つか感じたことについて申し上げますと、まず１つは、今回台風が

来る前の朝１０時から避難場所を１９８カ所開設して、かなり大型の台風

が来るということでありましたので、早目に避難をしていただこうという

ことで呼びかけてきました。 

         そういったことをしたおかげで、これまで避難勧告などをしても避難を

されたケースが必ずしも多くなかったわけですけれども、今回は事前のメ

ディアの皆さん等の報道などもあって、事前に避難を開始された方も多く

いらっしゃったということについては、ある意味ではよかった点だろうと

思います。 

         しかし、一方で避難するべき場所が、特に大きな河川のある桜区、西区、

あるいは南区になりますと、浸水想定区内にも地震のときの避難場所がご

ざいますので、それ以外の場所に避難をしていただくように、これまでお

話をしていましたけれども、やはりそちらのほうに行ってしまったという

ようなケースもございました。 

         また、ホームページで市民の皆さんに情報を発信してきたわけですけれ

ども、特に避難場所を台風が来る前の１０時に開設するという放送を、９時

と９時半ごろに行いましたけれども、このときにホームページに（アクセ

スが）殺到して、ホームページが稼働しなくなってしまったというケース

もあったり、あるいは今回水害については広域避難ということもあって、

商業施設の駐車場などを事前に協定でお借りをするというような取組をや

っていましたけれども、この辺については比較的そういった、車で避難さ

れる方が多かったので、結果的にそういったところを活用していただいた



23

というケースも出ているということであったり、また個別にそれぞれ集約

をしながら総括をしたい。またいろいろな被害が出ておりますので、そう

いった被害状況の分析なども行って、避難場所には１３日の６時時点で（約

８，４００人）の避難をされた方がいらっしゃいましたけれども、恐らく

延べで言うともう少し、１万人を超えるぐらいの避難者がいたのではない

かと思います。それがかなり桜区、西区、南区の方々が、その内陸部の区

のほうに避難をしていたというケースが多くございましたので、そういっ

た避難者の方々の動きなども含めて、いろいろ形で分析をして、これから

このような大きな台風、雨風を伴う台風がもう来ないのではなくて、これ

からはまた来るかもしれない、来る可能性が十分にあるんだ、ということ

を前提に、マニュアルの見直し、あるいは防災計画の見直しをしっかり図

って、そして市民の皆さんにしっかりと周知をしていくということをあわ

せてやっていきたいと思っております。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         先ほどの学習支援事業のところにちょっと戻って恐縮なのですけども、

結局一般競争入札で選定をして、結果的に、よりベターなやり方で選定を

しようと思っているということなのだと思いますけれども、そうすると、

今市長の認識としては、今の事業者で行っているサービスというのは、市

が本来したいサービス、行政サービスとはマッチし切れていないという認

識なのかどうか、まずここをちょっと確認したいのですけれども。 

〇 市  長   １つは、一部分は子供たちのニーズをフォローしているとは感じており

ますが、必ずしも全てのニーズではないと。先ほど申し上げました、私自

身は大きくは２つのニーズがあると思っております。それは、勉強の成績

を上げたい、勉強をやりたいのだけど、それを教えてくれる環境がほしい

という希望の強い子供たちと、もう一つは、もちろん勉強も大切なのだけ

ども、やはり非常に厳しい環境の中で自分の居場所であったり、相談相手

であったり、あるいは勉強するというところにまでつなげていけるような、

そういう場を求めている子供たちも、これもまたいることは事実だと思っ

ています。ですから、その場合には、私たちとしてはその部分のニーズに

ついては、今回のように入札、これは金額だけで決定をするという方式で

その他：学習支援事業について
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ありますので、それだけでは、私たちの仕様書の中だけでは十分それらを

満たせられる環境がつくれなかったと思っておりますので、そういう意味

ではそういった子供たちのニーズに合う選定方式、あるいは事業のやり方

をしていかないといけないと思っております。 

〇 朝日新聞   そういうふうに思ったのは、先ほどおっしゃっていた子供へのアンケー

トとか、職員の方が伺って何か調査したりした結果、そういうことが浮か

び上がってきたということなのですか。 

〇 市  長   そういうことです。 

〇 朝日新聞   一方で、今の事業者がどうかというよりかは、先ほど担当の方が説明し

ていたように、仕様書に沿って今の事業者はやっているだけだというお話

もありました。仕様書についても、これから変更していくというようなこ

とを検討されているということでしたが、そうすると今の事業者が、結局

来年度以降も続けるということもあり得るということなのですか。 

〇 市  長   あり得なくはないと。ただ、要するに違う基準を持って選ぶことを検討

しておりますので、それに対応する形のご提案であったり、それに対応で

きる体制ができているかどうかということも、当然判断材料の一つにはな

ってくると思います。見直しによってはということです。 

〇 時事通信   大丈夫でしょうか。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わりにします。 

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１１月２１日木曜日、１４時からを予定しておりま

す。本日はありがとうございました。 

午後２時４０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。 


