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さいたま市長定例記者会見 

令和元年１１月２１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月の幹事社の時事通信です。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の記者会見の内容について、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。 

         １１月２４日日曜日には、浦和レッズ、大宮アルディージャにとっての大

一番を迎えることになります。浦和レッズにとっては、２年ぶり３回目のア

ジアチャンピオンズリーグ優勝のかかった試合が埼玉スタジアム

２００２で行われます。１点のビハインドを負っての対戦となりますが、是

非、栄冠を勝ち取っていただきたいと思います。 

         また、大宮アルディージャはツエーゲン金沢との最終節を戦います。優勝

には届きませんでしたが、Ｊ１自動昇格の可能性を残した大切な一戦となり

ます。２位横浜ＦＣと勝ち点差は２でありますので、まずは勝利して吉報を

待ちたいと思います。 

         さて、１２月８日はさいたま国際マラソンが開催されます。先日、招待選

手の発表もあり、大会を前に盛り上がりを見せております。前日の駒場ファ

ンランとあわせまして、ランナー以外の方たちも楽しめるイベントですので、

是非、会場に足を運んでいただきたいと思います。また、当日は交通規制等

ご不便をおかけすることもあると思いますが、ご理解とご協力をお願いしま

す。 

 

 

         それでは、本日の議題に移らせていただきます。まず、議題１「令和元年

さいたま市議会１２月定例会提出議案」についてご説明させていただきます。 

         令和元年さいたま市議会１２月定例会を１１月２７日に開会いたします。

市長発表：議題１「さいたま市議会１２月定例会提出議

案について」 
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議案数は５９件で、内訳でありますが、予算議案が６件、条例議案が１３件、

そして一般議案が３０件、道路議案が２件、そして人事議案が８件となって

おります。 

         予算議案からご説明していきたいと思います。予算議案は、一般会計の補

正予算の先議分と通常分、それから国民健康保険事業特別会計補正予算など

特別会計が２件、そして病院事業会計補正予算など企業会計が２件となりま

す。 

         補正額は、一般会計の先議分として７億４，０５５万８，０００円、そし

て通常分として１９億５，２０１万５，０００円、そして特別会計では１２億

１２１万１，０００円、また企業会計は１億７，８１８万１，０００円、全

部合計しますと４０億７，１９６万５，０００円となります。 

         主な補正予算の特徴についてご説明させていただきます。まずは、令和元

年台風１９号被害への対応でございます。これは、防災対策事業として

６，６５９万７，０００円、使用した避難所備蓄品の補充を行うとともに、

浸水想定区域における指定緊急避難場所での上層階への垂直避難やペット

同行避難に係る備蓄品等を整備するものでございます。 

         ２つ目が農業政策推進事業として２，７８５万円を計上してございます。

被害を受けた卸売市場における機能の回復に向けて、必要な施設修繕の支援

を行うものでございます。 

         続きまして、農業経営支援事業として２，７９９万４，０００円でござい

ます。これは、被災した農業者の経営回復に必要な農業用機械の修繕等の支

援を行うものでございます。 

         続きまして、農業環境整備事業として２億５，８９０万円でございます。

これは、被害を受けた農地や農業水利施設の復旧を行うものでございます。 

         続いて、都市公園等管理事業として３億５，６３４万５，０００円を計上

してございます。これは、被害を受けた都市公園５カ所の復旧に向けまして、

堆積土砂、またがれき等、漂流物の撤去、処分を実施するものでございます。 

         そして、民家園管理運営事業として２８７万２，０００円でございます。

これは被害を受けた古民家の復旧を行うものでございまして、令和元年台風

第１９号で被害を受けた施設等について早期に復旧するために先議で補正

をするものでございます。市民への影響等を考慮し、迅速に対応してまいり
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たいと考えております。 

         次に、東京２０２０大会への取組の推進でございます。東京２０２０大会

都市装飾事業で、債務負担行為として限度額１億４８１万５，０００円を計

上してございます。これは、東京２０２０大会に向けた気運醸成、また大会

時の祝祭感の創出を目的として競技会場周辺や主要駅等に都市装飾を実施

するものでございます。 

         続きましては、東京２０２０大会市内イベント開催支援業務でございま

す。これは、債務負担行為として限度額２億２，８５７万４，０００円を計

上してございます。市内の回遊性を向上させることを目的とするバス等の確

保、また各イベントの事前プロモーション等の実施及び必要となる警備員を

調達するものでございます。 

         続きまして、東京２０２０大会ボランティア運営業務でございます。これ

は、債務負担行為として限度額７，３５３万７，０００円を計上してござい

ます。ボランティアの事前研修の実施、またボランティア活動の管理運営を

行うスタッフの確保等の準備を進めるものでございます。 

         また、東京２０２０大会を活用した市の魅力発信事業で、債務負担行為と

して限度額１，８８８万２，０００円を計上してございます。これは、本市

の取組や魅力を発信するための準備を進めるものでございます。 

         また併せまして、さいたまスポーツフェスティバル２０２０開催事業とし

て、債務負担行為の限度額２，４４４万２，０００円を計上しております。

これは、本市が東京２０２０大会のサッカーとバスケットボール競技の会場

となっていることの周知及び開催に向けた気運醸成を図り、大会を成功に導

くため、市民がオリンピック・パラリンピック競技種目を気軽に体験できる

スポーツイベントを開催するものでございます。 

         続いてでございますが、（仮称）大宮盆栽振興イベント開催事業でござい

ます。債務負担行為として限度額３，７１９万３，０００円を計上してござ

います。これは、東京２０２０大会関連事業として、本市の伝統文化であり

ます盆栽の魅力発信を行うために（仮称）大宮盆栽振興イベントを開催する

ものでございます。 

         また次に、歌舞伎による日本の伝統文化発信事業で、債務負担行為として

限度額１，６８０万３，０００円を計上しております。これは、東京
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２０２０大会の気運醸成に向けた文化プログラム事業として、歌舞伎衣装文

化講座及び歌舞伎公演を開催するものでございます。 

         次に、東浦和駅前公衆便所再整備事業で、債務負担行為として限度額

４，９２３万円を計上してございます。これは、昭和６３年設置のＪＲ東浦

和駅前の公衆便所について、東京２０２０大会への対応に支障をきたすこと

がないよう、老朽化対策として再整備を行うものでございます。 

         東京２０２０大会で本市がサッカー及びバスケットボールの競技会場と

なっていることもあり、国内外から多くの来訪者が来ることが予想されてお

ります。そのため、債務負担行為を設定し、本年度から開催に向けた気運醸

成やおもてなしに向けた準備を行うなど、大会を成功させるべく万全を期し

てまいりたいと思います。 

         続きまして、都市整備・交通の充実についてでございます。七里駅舎改修

事業で、債務負担行為として限度額２７億９，１４５万４，０００円を計上

してございます。これは、七里駅の橋上駅舎化及び南北自由通路の整備につ

いて、鉄道事業者との協議が整ったことから、駅北側で施行中の土地区画整

理事業の進捗に合わせて、令和５年度を終期とする施行協定を令和元年度中

に締結するものでございます。七里駅北側における土地区画整理事業により

整備される北口駅前広場とアクセス道路の整備の進捗に合わせて、橋上駅舎

及び南北自由通路を整備することで利用者の利便性向上を図っていきたい

と考えております。 

         そして最後に、その他についてでございます。（１）は、公共工事の施工

時期等の一層の平準化を図るために、令和元年度から発注することができる

ように、令和元年度から令和２年度までの債務負担行為を設定するものでご

ざいます。スマイルロード整備工事ほか８事項で、債務負担行為として、限

度額合計で１６億６，９０１万８，０００円を計上しております。 

         また、都市公園遊具修繕ほか３事項で、債務負担行為、限度額として合計

５億４，１３６万７，０００円を計上してございます。 

         また、下水道事業会計で、債務負担行為、限度額合計７億４，２７０万円

を計上しております。 

         続きまして、（２）、マイナンバーカードを活用したマイナポイントによる

消費活性化策につきましては、国の需要平準化策に対応するための準備を進
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めて、利用促進を図っていこうと計上したものでございます。 

         まず、情報システム最適化事業で１７５万２，０００円でございます。 

そして、戸籍住民基本台帳事務事業として１，０３４万７，０００円を計

上しております。これは、マイキーＩＤ設定支援窓口の人材派遣委託業務で

債務負担行為として限度額９，８９１万２，０００円を計上しております。

また、マイナンバーカードを活用したマイナポイントによる消費活動活性化

に向けた取組を実施するものです。 

         そして、その他の（３）生活困窮者世帯の中高生に対して、基礎学力の向

上、子供たちが安心できる居場所の提供等の総合的な学習支援をするため、

公共施設等において学習支援教室を開催するものでございます。生活困窮者

学習支援事業として債務負担行為、限度額２億３，８５９万円を計上してご

ざいます。年度当初からの円滑な実施に向けて、今年度内に契約を締結し、

利用者に混乱のないよう準備を進めてまいりたいと考えております。 

         次に、主な条例議案についてご説明します。さいたま市文化会館条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。市民会館うらわの供用休止

のため、市民会館うらわに係る規定を削るとともに、市民会館おおみやの移

転のため、位置、業務、利用時間等の規定を改めるものでございます。 

         市民会館うらわは、令和３年４月１日に供用休止します。市民会館おおみ

やは、令和４年４月１日に移転します。市民会館おおみやについては、機能

の充実を図り、市民サービスの向上につなげていきたいと考えております。 

 

 

         

 次に、議題２でございます。「日本初の公立の人形専門博物館『さいたま

市岩槻人形博物館』が２０２０年２月２２日に開館します」についてご説明

します。 

         まず、さいたま市岩槻人形博物館開館の背景についてですが、さいたま市

は盆栽、漫画、人形、鉄道を魅力ある資源として位置付けておりまして、既

に開館しております盆栽、漫画、鉄道に加えて、新たに人形文化を振興発信

するための拠点として「さいたま市岩槻人形博物館」を開館します。 

         また、この開館に当たっての経緯でございますが、平成１８年に総合振興

市長発表：議題２「日本初の公立の人形専門博物館『さ

いたま市岩槻人形博物館』が２０２０年２月２２日に

開館します」 
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計画実施計画において位置付けしており、また、平成２１年に開設準備委員

会において検討が開始され、平成２９年、（仮称）岩槻人形博物館基本計画

を策定して、令和２年２月２２日に構想から１０年以上の期間を経て、「さ

いたま市岩槻人形博物館」が開館することになります。 

         開館日、開館時間についてでございますが、まず開館日は令和２年２月

２２日土曜日でございます。開館時間は９時から１７時でございます。休館

日は祝日を除く月曜日と年末年始、所在地はさいたま市岩槻区本町６丁目

１番１号です。岩槻駅東口から徒歩で１０分の場所にございます。 

         また、施設の概要についてでございますが、敷地面積７，５４３．４１平

方メートル、また延べ床面積は２，０２９．０７平方メートルとなります。

構造は鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造となっております。建物は地上１階、

駐車場は無料で３０台置けるスペースを用意しております。また、事業方式

はデザインビルド方式で、工事期間は、平成２９年１２月から平成３１年

２月までです。設備は、展示室が３室、それから会議室、ミュージアムショ

ップ、カフェがございます。 

         岩槻人形博物館の見どころでございますが、１つ目についてご説明しま

す。まず、施設のデザインコンセプトでございますが、施設周辺の歴史的風

土を反映するとともに、周辺環境との調和を図るために、一文字瓦を用いま

した、軒が大きく出ている切妻屋根となっております。また、外壁のコンク

リート面には杉板の木目が自然の風合いとして表れております。 

         また、やさしい街灯りということで、夜には暖かみのある、やわらかな光

で包まれます。こちらの（画面の）写真で出ておりますけれども、照明デザ

インによって、昼間とは異なる雰囲気をご覧いただけると思います。 

         見どころの２つ目でございます。画面に出ておりますのは博物館の所蔵品

の中の名品の一部でございます。まず、左上の画像でございますけれども、

お配りしたパンフレットの表紙にもなっております。これは、犬筥
いぬばこ

というも

ので、江戸時代に作られた人形で、葵のご紋が描かれております。極彩色の

華やかさの中に品格を漂わせております。横幅は４０センチメートルを超え、

現存する犬筥の中でも最大級の大きさでございます。是非、博物館で現物を

ご覧いただきたいと思います。 

         また、左下の画像でございますが、御所人形でございます。これは、江戸
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時代に宮中や公家・大名などの贈答品や、お土産の品として重用されためで

たい人形で、ふっくらとした子供の姿が特徴でございます。 

         また、右下の画像は節句人形でございます。３月３日のひな祭り、上巳の

節句、桃の節句という言い方もしますけれども、あるいは、５月の端午の節

句で飾られる人形でございます。博物館では、節句人形、あるいは古典人形、

郷土人形、創作人形、世界の人形、さらには浮世絵や巻物などの絵画などを

テーマに沿って展示してまいりたいと考えております。 

         次でございますが、開会記念企画展を開催いたします。初年度は、開館記

念名品展Ⅰ、開館記念名品展Ⅱ、そして同じくⅢを予定しております。その

第一期として、２月２２日土曜日から４月１２日日曜日の期間で「開館記念

名品展Ⅰ 雛人形と犬筥
いぬばこ

、天児
あまがつ

、這子
ほ う こ

」を開催いたします。また、秋には特

別展も開催する予定でございます。 

         写真をご覧いただきますと、「紫壇
し た ん

象牙
ぞ う げ

細工
ざ い く

蒔絵
ま き え

雛
ひな

道具
ど う ぐ

」というものと

「次郎
じ ろ う

左
ざ

衛門頭
えもんがしら

立
たち

雛
びな

」といったものを展示させていただく予定でございます。 

         次に、施設の特徴についてご説明します。展示室は３つございます。展示

室１は常設のもので、埼玉の人形づくりを展示してまいります。また、展示

室２としては、これも常設展でございますが、今、岩槻人形博物館が持って

おりますコレクションの展示であったり、あるいは日本の人形の展示を行っ

てまいります。そして、展示室３では、これは企画展を中心に展示をするも

のでございまして、企画展、特別展など、展示テーマに対応した展示を行う

予定でございます。 

         また、ミュージアムショップを設置しまして、展示品の図録や記念品など

を購入することができるようになっております。また、キャッシュレス対応

ということで、開館時からクレジットカード決済に対応します。令和２年度

中に電子マネー決済にも対応する予定でございます。 

         続きまして、この岩槻人形博物館のプレス発表会についてご案内申し上げ

ます。日時は、令和元年１１月２５日月曜日１３時半からでございます。場

所は、ロイヤルパインズホテル浦和の４階、ロイヤルプリンセスで行います。

受付は１３時から行います。 

         当日は、トークセッションを予定しております。評論家の山田五郎氏、ま

た人形文化研究の第一人者であります大妻女子大学の是澤博昭教授らに出
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演していただくことになっております。 

         申し込みについてでございますが、先日お送りしたご案内状にもございま

すが、プレス発表会参加申込書を送信していただきたいと思います。当日急

に出席できるようになった場合には、連絡なしに来ていただいても結構でご

ざいます。 

         岩槻人形博物館では、人形や人形文化に関する資料の収集、保存、調査研

究を行い、展示や教育普及活動を通して、多くの方々に人形への親しみを持

っていただけるよう、さまざまな事業を展開してまいりたいと考えておりま

す。人形について、この博物館を通して、その価値を高めていくことで、本

市を代表する文化としてさらに成長させていきたいと考えております。市記

者クラブの皆様には、まずは１１月２５日のプレス発表会に足を運んでいた

だきたいと思います。 

         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質問をお願いします。 

         人形博物館なんですけれども、１１月２５日のプレス発表以外に２２日に

開館のセレモニーが行われる予定はありますか。 

〇 事務局    予定では、開館の記念式典として、「にぎわい交流館いわつき」と一体的

に開館記念式典を予定しております。９時から予定しております。 

 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         補正予算で台風１９号の対応が出てきているのですけれども、以前の会見

で、台風の今回の総括というか、徐々にしているという話だったのですが、

今回補正が出てきたことで、その辺が改めてどういうふうな対策で、今後ど

ういうふうな、多分当初予算とかに盛り込まれると思うんですけれども、市

長としてはどういうお考えでしょうか。 

〇 市  長   このたびの補正予算については、まず市民生活の復旧に最重点を置いて、

できるだけ早く対応していくことによって、一日も早く市民の皆さんの生活

を日常的なものに戻していくということが最大の目的でございまして、それ

らを行っていただくためにできるだけ素早く対応していこうということで

議題２に関する質問 

議題１に関する質問 
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１２月の補正予算に計上させていただきました。現在、今後の取組等につい

て、また今回の被害等を受けた状況をしっかりと踏まえて、今後の対策等に

ついては今後の来年度当初予算等に盛り込まれてくるものと考えておりま

す。 

 

〇 共同通信   共同通信と申します。 

         人形博物館に戻るんですが、地元からの要望というベースでは、本当に半

世紀ぐらい前からずっとこういう博物館が欲しいという声があって、その頃

からすると、多分この人形というものは特に産業としてはなかなか厳しい局

面に入っているかと思うんですけれども、市としてこういうものができるこ

とによって、どういうところをアピールしたい、あるいはどういう方に来て

ほしいというところを改めて市長からお願いします。 

〇 市  長   まず、人形博物館については、先ほども申し上げましたとおり、さいたま

市にとって一つの重要な文化、あるいは地域資源の一つとして、盆栽、漫画、

人形、鉄道を位置付けておりますが、盆栽、漫画、鉄道については、博物館

などが既にでき上がって、その文化の発信を行っております。今回は、人形

文化を振興、発展させていこうと、その拠点として岩槻人形博物館を建設さ

せていただきました。もちろん産業としての人形作り、産業振興という部分

については、人形文化を発信する、人形文化の素晴らしさを知っていただく

一つのシンボル的な施設ができますので、昨今、節句人形については置き場

所の問題であったり、ライフスタイルの変化であったり、そういったもので

やや縮小傾向にあるということになっていると思いますが、改めて人形文化

についてご理解を、多くの方々に意味することを知っていただいて、その上

でまたさらなる産業面での振興につなげていきたいと考えております。 

         特に岩槻人形の場合は節句人形が中心でありまして、節句については五節

句あるわけですけれども、それぞれ家族の絆を深めていくような、家族間の

それぞれの思いやりや、幸福、あるいは無病息災などを願って人形を購入し

て、それを願いつつ人形をかわいがっていくという文化であると思っていま

す。そういう意味では、今、だんだん家族の絆であったり、家族間、家族の

あり方が変容している中ではありますけれども、私たちとしてはそういう文

化を大切にすることによって、家族の絆を深めてもらいたいと思いますし、

議題２に関する質問 
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またそういった意味が、この人形文化の中にはあるのだということも知って

もらいたい。そして、その中で新しい人形の、人形と私たち人間との住まい

方というか、ライフスタイルみたいなものがまた新しく生まれてくる、そん

な産業が生み出されてくることを期待しています。 

 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         補正予算で、いわゆる学習支援事業の債務負担行為設定があるんですが、

前回の会見で結構話が出たんですけど、結局入札方式の方法等は、まだ２週

間前なので、その辺お考えはまとまったりとか、状況というのはどうでしょ

うか。 

〇 市  長   契約方法については、基本的には前回も、価格のみの、いわゆる競争入札

というやり方はなじまないのではないかということを感じているとお話し

させていただいたと思います。 

         私たちとしては、アンケート調査をさせていただいて、子供たちのニーズ

を的確に反映していこうということで、そういったものを踏まえて、そして

その中で事業者からいろいろな提案も含めてプロポーザル的にやっていた

だく中で、簡単に言えば単なる価格による競争ではなくて、そういった参加

者あるいは子供たちのニーズに的確に合うような取組をしてくれる事業者

を、もちろん価格が幾らであってもいいということではありませんけれども、

そういったことも踏まえたものに変えていくことが必要ではないかといっ

た方向性で検討をしているということでご理解をいただきたいと思います。 

〇 東京新聞   今プロポーザル的なこととおっしゃったんですけれども、前回の会見でも

似たようなニュアンスでおっしゃっていたのですが、基本的にはその線で検

討中であるというスタンスは変わらないということですか。 

〇 市  長   はい、そのとおりです。公募型プロポーザルという感じだと思います。 

 

 

〇 時事通信   それでは、幹事社として代表質問します。質問はまとめて行いますので、

よろしくお願いします。 

         台風１９号から１カ月以上過ぎて、一部報道では市内の一部で国の水門閉

鎖により浸水が発生しましたが、ハザードマップの想定外だったとありまし

議題１に関する質問 

幹事社質問：台風第 19号に関して、国の水門閉鎖に対

する受け止めと、市ハザードマップの更新について 
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た。その国の水門閉鎖について、その判断を市としてどう捉えているのか。

また、ハザードマップの更新について今後更新するのか、またするのならい

つ頃を目処に考えているのか、お願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社のご質問にお答えします。 

         まず、１０月１２日の台風１９号の影響によりまして、荒川の支川の一級

河川であります鴨川の水位が上昇しました。 

         鴨川の最下流域であります桜区では、広範囲な浸水が長時間発生しまし

た。 

         一級河川鴨川の水位上昇に伴い、その支川であります準用河川である油面

川も水位が上昇しました。 

         浦和中央青果市場をはじめ、付近の一帯で浸水が起こっておりました。 

         そのころには、鴨川合流部に設置しておりました油面川の排水ポンプの制

御盤が浸水し、排水ポンプが停止したという状況がございます。 

         排水ポンプについては、今年度の予算の範囲で修繕をしてまいります。 

         その後の荒川の水門閉鎖状況でありますが、荒川の水位が引き続き上昇す

ることが見込まれ、鴨川が荒川に合流する箇所に位置する昭和水門が、

１０月１２日２２時頃でございますが、閉鎖されました。 

         荒川第一調節池の堤防に位置するさくらそう水門が閉鎖されました。これ

は、２３時３０分頃でございます。 

         水門閉鎖の判断についてでございますけれども、水門は荒川や支川の氾濫

を防ぐための役割を担っております。水門を閉鎖しなければ、支川でありま

す鴨川や鴻沼川に逆流してしまい、氾濫がさらに広範囲に及んでいく可能性

があったために、水門の閉鎖については荒川流域の生命や財産を守るために

適切な対応であったと感じております。 

         ハザードマップについてでございますが、いわゆる本市でハザードマップ

と呼ばれるものは、シミュレーションによって作成した「洪水ハザードマッ

プ」と、過去１５年間の市民からの浸水被害通報をもとに作成した「浸水（内

水）防災マップ」がございます。 

         お手元の資料は、「浸水防災マップ」と「洪水ハザードマップ」を比較し

てございますが、報道にありました想定外と言われているものは、参考資料

の左側にございます過去の浸水被害通報をもとに作成した「浸水防災マップ」
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のほうであると思われます。 

         今後は、浸水シミュレーションを活用して最大規模の浸水を想定した内水

ハザードマップに変えていきたいと考えております。 

         時期については、浸水シミュレーションの解析に必要な地形情報などを整

理しまして、解析が終わり次第、速やかに新たな内水ハザードマップを公表

したいと思います。 

         以上です。 

〇 時事通信   ありがとうございました。 

         幹事社質問に関して質問がある方はお願いします。 

         では、そのほかに質問がある方は質問してください。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先日、次期総合振興計画の案が審議会から答申がありました。目指すべき

都市像ということで、上質な生活都市、東日本の中枢都市を目指すというふ

うに内容がなっていますが、この件につきまして受け止めを教えていただけ

ますでしょうか。 

〇 市  長   １１月８日金曜日に、さいたま市総合振興計画審議会の横道清孝会長か

ら、代表して答申を受け取りました。 

         審議会では、委員として計４８名の方々にご参加をいただいて、本年１月

以降、延べ１８回にわたって様々な立場で闊達なご審議を賜り、大変感謝し

ております。 

         次期総合振興計画は、さいたま市が誕生してから２０年、人間で言うと成

人を迎える節目となる令和３年度からの計画であります。本市が将来に向け

て成長、発展していくために非常に重要なものであると考えております。 

         答申の計画案の概要としては、単に施策をまとめるだけの総花的な計画で

はなくて、本市がこれまでの都市づくりで培ってきた魅力と今後対応が必要

となる課題を明確にして、それらを柱に戦略を立てる構成になっております。 

         今後、答申の内容を尊重しつつ、社会経済情勢の変化などにも柔軟に対応

し、改めて市民の皆さんのご意見を伺って、市議会にもご協力を仰ぎながら、

市全体で一丸となって、成人として成長したさいたま市の未来のビジョン、

将来への皆さんの思いを共有化して、それを進めていきたいと思います。 

その他：次期総合振興計画（案）の答申について 
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         特に、計画は作って終わりではないと考えております。これをどういうふ

うに実行していくのかも、大変重要になると考えております。これを実行し

ていく上では、市民の皆さんや事業者の皆さんにも積極的に関わっていただ

いて、さいたま市のこれからを皆で考えて、皆で作り上げていく、さいたま

市のこれからを作り上げていくというものになりますので、そういったもの

を私たちも理解をし、また広報も含めてしっかりと行いながら、この計画を

着実に進めていきたいと、このように考えております。 

〇 埼玉新聞   これから次期総合振興計画なのですけれども、議会に報告がされまして、

議会の声を聞いて素案ができて、パブリックコメントというふうになると思

うのですけれども、先ほど今、皆で作り上げていくというふうに市長の声ご

ざいましたが、市民の皆様から寄せていただきたい声ですとか、こういった

方にこういった声を寄せていただきたい、何か期待することはございますか。 

〇 市  長   今回、もう既に私自身も１０区を回って、総合振興計画についてのタウン

ミーティングも行い、中学生も参加してくれたと記憶しております。中学生、

高校生、若い世代にも参加いただいて行いましたし、またワークショップも

開催して、その中でいただいた意見も、反映されております。そして、その

代表もこの審議会の委員のメンバーとして加わっていただいております。 

         これまで作り上げていく中では、多くの皆さんの声を聞きながらやってき

たつもりでありますが、最後はパブリックコメントでさらにブラッシュアッ

プして、そして市民の皆さんが、細かいところまでのことは別として、皆で

こういう夢に向かって、こういうさいたま市を作っていこうと、頑張ろうと

いう元気が出るような計画にしてほしいし、そんな思いで皆さんに見ていた

だきたいと思っています。 

         それらを踏まえて、しっかりとこれをベースにしながら着実に取り組んで

いくということが必要だと私自身は思っております。是非、自分たちの計画

だと、自分たちのまちを作っていくための計画だという意識でパブリックコ

メントで意見をお寄せいただきたいと思います。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         市長が、ご案内があったのが１１日からドイツを訪問されたかと思うんで

すが、目的と成果、どんなことがあったのか教えていただけますでしょうか。 

その他：ドイツ訪問について 
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〇 市  長   まず、目的については２つございました。 

         １つは、スポーツ文化の振興ということで、特にこれからのスポーツシュ

ーレ。今、スポーツ施設について、これからどういうものを作っていくべき

かという検討も進めておりますので、そういった参考になる事例を見てこよ

うと、ドイツのＳＡＰという会社が民間で運営をしているアリーナを見せて

いただいたり、今、ヨーロッパでは非常にさまざまなデータを活用してスポ

ーツビジネス、あるいはスポーツの育成を行っておりますが、その中心的な

役割をしているのが、ＳＡＰで、ドイツのサッカーの代表選手の育成もここ

が関わって、それに、バイエルンミュンヘンも関わってやっておりますので、

そういう最新鋭の取組状況を視察させていただくというのが第一です。 

         そして２つ目が、これは経済局を中心として、これまでさいたま市は

２０１１年のＲＩＴ事業、ジェトロの、地域の中小企業と外国とをつなげて

いくという事業を２０１１年から約４年間やって、その後ドイツのバイエル

ン州のメドテックファルマとクラスターメカトロニクス＆オートメーショ

ンという、２つの産業クラスターと覚書を締結させていただいて、人材育成

についてのご協力をいただいたり、さまざまな展示会に出展させていただい

て、ビジネスマッチングにもかなり取り組んできました。 

         ドイツと日本の産業構造が非常に似ていて、それぞれ得意分野を持ってい

ます。それが、それぞれ経済的にも中小企業が中心となって成り立っている

都市同士でありますので、その中で戦略的に組むことで、２つの分野、特に

医療機器の分野であるとか、自動機器の分野であるとか、そういったところ

に戦略的に組めるのではないかということで、何年かやってきました。その

せいか、ビジネスマッチングもかなり多くできましたし、また商談なども幾

つか成立することができました。 

         そういった基礎を踏まえて、今回はニュルンベルク市と経済的な協定を中

心とした覚書を締結してきました。ニュルンベルク市は、（ニュルンベルク

市とその周辺において経済圏と都市圏を形成しており）、また周辺に技術系

の有力な大学があったり、経済的にドイツの中でも非常に成長の核を持った

地域でありまして、またさいたま市が今目指しているＡＩとかＩｏＴ化の産

業を進めていくことであったり、あるいはスマートシティであったり、エネ

ルギーの問題であったり、かなり私たちの目指す方向と似ているというか、
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同じテーマを持って検討されています。 

         その中で、私たちとしてはニュルンベルク市と協定を結ぶことによって、

経済を中心にいろいろな都市間の連携、協力ができるだろうということで、

ニュルンベルク市長さんと協定を締結させていただいたものでございます。 

         これまでの積み上げがお互いの信頼関係にもなり、またお互いの課題やテ

ーマの共有にもつながって、大変良い協定の締結ができたと考えております。 

         今後、具体的にいろいろな事業をやることになると思いますが、それらに

ついてはまた今後、折に触れて発表させていただきたいと思っております。 

〇 時事通信   そのほかいかがでしょうか。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         ちょっと市政と離れてしまう質問なんですけれども、総理主催の桜を見る

会の招待客のあり方に問題があったんじゃないかということで、ちょっと国

会で議論がされているんですけれども、この問題につきまして市長のまず受

け止めと、市長は桜を見る会にご出席されたことがあるのかどうか、教えて

いただけますか。 

〇 市  長   まず、桜を見る会には、記憶が定かではありませんけれども、当選して間

もないころに１回出席したことがあると記憶をしています。 

         その後は、公務と重なることも多くございましたので、毎年ご案内をいた

だいておりますけれども、出席をしていないと思います。 

         それから、今回の受け止めでありますけれども、やはり総理主催の公的な

色彩の強い集まりですので、その選定基準等が適切に行われて、そして会が

運営されていくことが当然望ましいと思っております。私の認識としては、

桜を見る会に出席されている方は、日常的に等々、国や、それぞれの地域で、

さまざまな分野で活躍や活動されていて、地域や国に尽力されている方々と

いう印象を持っておりましたので、今回いろいろな状況が出ているというこ

とについては、驚いているというか、私自身はそういう認識でしたので、そ

うじゃなかったのかという感じをしています。基本的にはそういった方々が

中心だろうと思いますけれども、通常そういった基準で考えると、普段から

地域や国のために一生懸命働いている人たちにとっては、そこに招待を受け

るということは大変大きな誇りにもなることだろうと思いますので、桜を見

その他：総理の桜を見る会について 
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る会を開催する以上は、基準を明確化していただくということと、そういっ

た皆さんにとって誇りとなる会にしていただきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   しつこくて恐縮なんですが、当選後というのは、さいたま市長に当選後と

いうことですか。 

〇 市  長   そうです。 

〇 埼玉新聞   これまでも、ずっと毎年ご案内は届いているということ。 

〇 市  長   ご案内は届いております。 

〇 埼玉新聞   で、出ていないと。 

〇 市  長   そうです。 

〇 時事通信   大丈夫でしょうか。 

         どうもありがとうございました。質問を終わりにいたします。 

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１２月１２日木曜日、１３時３０分からを予定してお

ります。本日はありがとうございました。 

 

午後２時４９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。 


