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さいたま市長定例記者会見 

令和２年５月１４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、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、まず市長からご説明をお

願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         本市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について、５月１３日

時点におきまして１６８名となり、亡くなられた方が８名いらっしゃいま

す。亡くなられました方々のご遺族に対し、心からお悔やみ申し上げます。 

         感染症患者の発生件数については、５月１０日から４日間連続してゼロ

件となっていますが、本市は東京都に隣接していることから、市の状況だ

けでなく、都内の感染状況を先行指標として注視するなど、引き続き予断

を許さない状況には変わりないと考えております。 

         市民の皆様には、ソーシャルディスタンスの確保、手洗いやマスクの着

用など感染症予防策に加えて、国の専門会議から示されました「新しい生

活様式」を日常生活の中で心がけていただき、引き続き感染拡大防止にご

協力いただきますようお願い申し上げます。 

         また、本市に対し、企業、団体、個人の皆様から多くのマスクのご寄附

をいただきました。心より御礼を申し上げたいと思います。ご寄附をいた

だいたマスクにつきましては、昨日お知らせしましたとおり、近日中に医

療機関、障害者施設、妊婦の皆様へお渡しします。 

         本市も国や埼玉県、医療機関等と連携し、新型コロナウイルス感染の一

日も早い終息に向け、医療体制の強化、また市民の皆様、事業者の皆様へ

の経済支援対策などをスピード感を持って進めていきます。 

 

 



 
2 

         

 

 それでは、本日の議題に入らせていただきます。コロナと戦い、市民の

命と暮らしを守り抜く～さいたま市緊急対策第２弾～についてお知らせし

ます。 

         まず、市内の現状についてお知らせします。国の感染拡大を終息させる

ためには、新しい生活様式を実践し、人と人との接触の機会を８割減らす

ことが必要だと示されています。５月４日の緊急事態宣言の延長を受けま

して、さいたま市長として防災行政無線を使い、市民の皆様に改めて外出

自粛等の呼びかけを行いました。 

         国が発表するデータでは、１２日時点で感染拡大前に比べまして、大宮

駅周辺では５９％減少したとの結果が出ています。一方で、今週に入りま

して、車の数、あるいは町中の人出が増えてきているようにも感じており

ます。長引く外出自粛により、自粛疲れが出てくる頃かと思いますが、こ

れまでの努力を無駄にしないよう、引き続きご協力をお願いします。 

         次に、さいたま市の新型コロナウイルス感染症の検査状況についてご説

明します。新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査につきましては、従来

の行政検査に加えまして、令和２年３月６日から保険適用となり、以降着

実に民間の検査機関における検査数も増加しております。 

         また、さらなるＰＣＲ検査体制の強化を目的として５月１日以降、地域

外来・検査センターを順次開設し、本日市内４か所目となります地域外来・

検査センターが開設されました。５月１日、７日、１２日、そして今日５月

１４日、合わせて４か所、このＰＣＲの検査センターが地元医師会の皆さ

んのご協力をいただきまして開設することができました。 

         本市の感染者数は、５月１２日時点で合計１６８件です。このうち感染

経路が不明なものは８１件ありまして、亡くなられた方は８名です。５月

１２日時点で医療機関に４１名の患者さんが入院しており、無症状者、ま

た軽症者のうち６名が自宅待機、そして１名がアパホテルに滞在しており

ます。 

         市中での感染は減ってきていますが、市内の医療機関で院内感染による

クラスターが発生しており、この件で２７８件のＰＣＲ検査を実施し、合

市長発表：議題１「コロナと戦い、市民の命とくらし

を守り抜く～さいたま市緊急対策 第２弾～」 
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計３０名の感染者が出ています。クラスターを除くと、４月２４日から５月

１２日の感染者数は２１件、検査数に対する陽性率も２．２％でありまし

て、今後の推移を見守っていく必要があります。 

         皆様の活動自粛の効果が出ていると考えていますが、札幌市での第２波

の例を見ても、気を緩めていく時期ではないと考えております。特に本市

は東京に隣接していることから、市内の状況のみではなく、都内の感染状

況を注視しながら、一般的な感染症予防に加え、国が示す新しい生活様式

の定着に向けて取り組んでいく必要があります。 

         本市が新型コロナウイルスの感染拡大に対応していくための基本的な考

え方は、前回も示した緊急支援フェーズ、そして第２のＶ字回復フェーズ、

この２つのフェーズを意識しながらやってまいりますが、今回は引き続き

緊急支援フェーズということで、その対応策について報告します。 

         市民の命と暮らしを守るために総額１，３８８億円のさいたま市緊急対

策第２弾を取りまとめました。 

「①感染症拡大防止及び感染症の急増に備えた医療提供体制の早急な整

備」に関しましては、医療体制の強化、また感染拡大防止、また特別支援

学校等の臨時休校に伴う対応を柱に総額１１億円の緊急対策を取りまとめ

ました。 

また、「②中小企業、小規模事業者の支援及び市民生活の下支えについて」

ですが、これは緊急対策第１弾と同様に、中小・小規模事業者支援、市民

の生活の下支え、雇用の確保を柱として総額１，３７７億円の緊急対策を

行い、本市ならではのきめ細やかな支援を展開してまいります。 

         順次取組について具体的にご説明します。まず、取組の１つ目は「入院

患者の受入れを行う医療機関への協力金」についてです。埼玉県内でも感

染者数が多い本市においては、医療負担も大きいため、患者の円滑な受入

れのための支援が必要な状況になっています。そこで、入院を必要とする

患者の円滑な受入れのために新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる

病床を確保し、また重症、中等症患者を受け入れた医療機関に対して協力

金を支給してまいります。 

         支援の内容としては、新型コロナウイルス感染症患者の病床を確保して

くれた医療機関に対して１床当たり１日８，０００円を支給します。さら
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に、重症患者を受け入れてくださった場合には１人当たり１日４万

１，０００円、また中等症患者の場合には１人当たり１日１万６，０００円

を追加で支給します。新型コロナウイルス感染症患者のさらなる増加に備

えまして、入院患者を受け入れていただく医療機関に協力金を支給するこ

とによって医療提供の体制をさらに強化します。 

         続きまして、取組の２番目は、「救急活動における感染対策の強化」です。

これは、新型コロナウイルス感染症患者の医療機関への移送、これについ

ては保健所の業務が本来ですけれども、消防局においても保健所より依頼

を受けまして移送に協力しております。通常の救急出動によって傷病者搬

送を行った場合においても、結果として搬送した患者が新型コロナウイル

ス感染症であると判明する場合もあるため、救急隊員の感染防止対策、あ

るいは活動後の消毒をしていくことが極めて重要です。救急活動における

新型コロナウイルス感染対策の一層の強化のために感染対策用資機材の増

強を図ります。 

         まず、１つ目は、活動で使用した資機材あるいは救急車内をウイルスに

有効なオゾンガスによって消毒をしていくために、オゾンガス発生装置を

消防署及び消防局へ配備するものです。 

         そして、２つ目ですが、新型コロナウイルス感染症陽性患者の移送の際

には、陰・陽圧装置付搬送資機材（アイソレーター）を導入することによ

って、患者と救急隊員を救急車内という密室空間において確実に遮断する

ことができるようになります。このような形で感染対策の強化につなげて

まいります。 

         そして、３つ目ですが、今後流行の長期化に対応していくために、隊員

用のマスク、また感染防止衣等の消耗品を増強して、救急活動における確

実な感染症対策を講じてまいります。 

         そして、４つ目でございますが、救急活動で使用したマスク、感染防止

衣等、増加する感染症医療廃棄物の処理について的確に対応してまいりま

す。これらの対策によって、救急隊員と救急車内を清潔に保ち、救急車を

利用する市民の安心安全につなげてまいります。 

         続きまして、取組の３点目です。これは、「臨時休校に伴う放課後等デイ

サービス利用者への支援」についてです。感染予防のために放課後等デイ
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サービス事業所への通所を控えている児童に対して在宅での支援を促進す

るために、電話による健康管理等を行った場合に利用者負担額を免除する

事業者に対し、市が補助することで利用者の自己負担をなくしていくとい

うことです。支給期間は令和２年４月から６月利用分までとしております。

予算額は８８５万円です。 

         続きまして、取組の４つ目です。「小規模企業者・個人事業主への緊急経

済支援」についてご説明します。新型コロナウイルス感染症の影響により

売上げが減少している市内中小企業への支援につきましては、既にいち早

く総額４００億円の臨時資金融資を行ったところです。国の緊急事態宣言

が延長されたことを受けまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ている企業、また事業主に対して、切れ目なく事業継続や事業再開に向け

た経済支援を行っていくことが必要です。 

         そこで、今回は比較的融資が受入れにくい環境にある小規模企業者ある

いは個人事業主を対象として、市内に本社を有する小規模企業者や住民登

録を有する個人事業主を対象として、新型コロナウイルス感染症の影響に

より売上げが減少していること、また緊急事態宣言の実施前から市内で事

業活動を行っており、本給付金申請後も引き続き市内で事業活動を行う計

画を有することを要件として１事業者当たり１０万円を給付します。 

         申請に当たっては、郵送により申請をいただく方法としまして、今月

２７日から８月２８日まで受付をさせていただきます。申請書は、今月

２５日以降、市のホームページからダウンロードしていただくか、２７日

以降、市役所、また一部区役所窓口で配布させていただきます。 

         続きまして、５つ目の取組は、「中小企業のコロナを乗り越える投資への

支援」です。新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、新製

品、サービス、生産プロセスの改善に伴う設備投資やテレワーク等のＩＴ

ツールの対応、販路開拓を行う事業者に対しまして補助金を交付します。

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の達成を目指し企業のライフスタイルの改革に向け

た支援を実施してまいります。 

         具体的には、国における新製品開発等を支援するものづくり補助金、Ｉ

Ｔツール導入のためのＩＴ導入補助金、小規模事業者の販路開拓等を支援

する小規模事業者持続化補助金の事業者負担の２分の１を補助し、
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３００件程度を採択する予定です。また併せて、ものづくり補助金獲得に

向けた計画確定支援への事業者補助を実施して、市内事業者の補助金獲得

支援を実施します。補助率は２分の１、補助上限は５０万円、採択を１０件

程度考えております。 

         また、ガウンやフェイスシールドなど医療物資代替品を開発製造する事

業者に対して補助を実施します。市内の医療物資不足への対応も行う補助

率４分の３、補助上限２００万円とし、採択５件程度を見込んでおります。

６月初旬から受付を開始して、新型コロナウイルス感染症の影響下、また

終息後においても事業が継続できるように、力強いさいたま市の中小企業

者を目指し支援していきます。 

         続きまして、取組の６つ目です。「市内事業者への専門家派遣費用の助成」

についてです。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、テレワ

ーク導入等の働き方改革、また雇用の維持、終息後の経営立て直し等に積

極的な市内事業者を対象にしまして、公益財団法人さいたま市産業創造財

団が実施する専門家派遣による支援を活用する場合、企業が負担する費用

を助成するものです。これまで派遣費用の３分の２を市が負担していまし

たが、さらに５,５００円の追加を支援し、事業者負担５,５００円で実施

することができるものです。派遣回数２００件を見込み、予算規模として

は５５０万円で実施します。併せて、感染予防対応の観点から、従来現場

訪問による相談支援のみとしていましたが、電話相談、インターネット電

話やテレビ会議システム等を活用して、対面ではない非接触型の相談対応

も受け付ける対応をとります。 

         また、活用事例として、ＢＣＰの策定、改定支援、テレワーク導入等の

働き方改革に推進に伴う就業規則や人事考課の改定支援、またＶ字回復を

見据えた経営改革の策定支援等が考えられます。事業の継続、また従業員

の雇用維持に向けて、今まさに支援を求めている事業者のみならず、終息

後にいち早く事業再開に取り組む事業者を迅速かつ効果的に支援するため

の体制を構築してまいります。 

         続きまして、７番目です。「市内飲食店等へのデリバリー導入支援・ＰＲ

の強化」について説明します。現在も国の自粛要請を受けまして相当数の

飲食店が休業しています。また、自粛要請解除後もいわゆる新しい生活様
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式への対応が求められています。そこで、テイクアウトやデリバリーとい

った新たな販売方法へ転換していただくため、５月11日からは市内飲食店

等におけるデリバリー代行サービスの利用に係る手数料の一部補助を実施

したところです。今回の取組は、より多くの業種の店舗がデリバリーを導

入できるように、シェアスクーター、シェアサイクルを無償で提供し、デ

リバリー導入の促進を図っていくものです。 

         本事業は、市と協定を締結しているオープンストリート株式会社様の協

力を得まして、既に市内で展開しているハロースクーター、ハローサイク

リングのシェアサイクル、シェアスクーターをシェアリングデリバリーと

しまして、市内の飲食店等に対して一定期間無償で提供するものです。加

えて、ハローサイクリングのアプリからデリバリーやテイクアウトといっ

た地域の情報についても一定期間無償で配信をしていただくことになって

おります。 

         今回の事業では、店舗ごとにデリバリー用の車両を用意することなくす

ぐにデリバリーを開始することができることが特徴の一つでもあります。

また、飲食店だけでなく、お花屋さん、あるいは肉屋さん、クリーニング

店など、より多くの業種の店舗が参画することによって市民の外出の機会

を減少させるとともに、地域経済も活性化していくものと期待しています。 

         ここで皆様にお願いがございますが、このデリバリーのシェアリングは

車両を設置するポートが必要となります。そこで、例えば商店街の一角な

ど複数の車両が設置できる設置場所を提供していただける方を募集いたし

ます。この国難を皆様と一丸となって取り組んでいくことでコロナを終息

させ、地域経済を可能な限り上昇させたいと考えております。このために

は、皆様のご協力が不可欠です。ぜひともご検討をお願いします。 

         続きまして、取組の８番目です。「特別定額給付金事業の実施」について

です。まず、本事業の給付対象者は令和２年４月２７日において住民基本

台帳に記録されている方で約１３２万人、受給権者はその者の属する世帯

の世帯主で約６０万世帯、給付額は対象１人につき１０万円となっていま

す。 

         スケジュールの概要については、オンライン申請方式の方は５月２日よ

り申請及び受付を開始しています。５月下旬には給付を開始する予定とな
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っています。また、郵送申請方式の方は５月下旬に申請書の発送及び受付

を開始する予定です。６月の中旬には給付を開始する予定です。新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつ

つ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に、またできるだけ早く家計のほうへ支

援ができるように努めていきます。 

         続きまして、取組の９番目です。「ひとり親家庭等への臨時特別給付金」

について説明します。概要としては、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けているひとり親家庭等の生活を支援するために１世帯当たり３万円を

支給するものです。 

         対象世帯としては、さいたま市から令和２年４月分から６月分の児童扶

養手当を支給されている世帯で、約６，７００世帯が対象となります。予

算額としては約２億５００万円を見込んでいます。令和２年５月２９日か

ら順次支給を行ってまいります。 

         受給に当たっては、改めての申請を必要としておりません。効果として

は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭の経済的、

また精神的な負担が緩和されることです。 

         続きまして、取組の１０番目ですが、「住居確保給付金」です。離職また

はやむを得ない休業等によりまして経済的に困窮し、住居を喪失またはそ

のおそれのある場合、住居確保給付金を支給することによって安定した住

居の確保と就労自立を図るものです。支給期間は原則３か月、また最長９か

月まで延長することが可能です。予算額は１億５，１０２万６，０００円

です。 

         続きまして、取組の１１番目です。「感染拡大に伴う緊急雇用」について

説明します。概要としては、新型コロナウイルス感染拡大への対応のため

会計年度任用職員を３０名採用するものです。大きく２つの職種に分かれ

ますが、１つ目は事務補助です。雇用情勢の急激な悪化を踏まえて、新型

コロナウイルスの影響で解雇、雇い止め、内定取消しになった方が対象で、

募集人数は２０名程度です。市に勤務しながら就職活動を行っていただく

ことを想定しており、勤務日数は週３日または４日とし、いずれか応募者

が選択できるようにと考えております。 

         ２つ目は、医療職についての募集です。常勤職員の負担が増大している
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ため、そのサポートを行う非常勤の保健師または看護師を採用するもので、

こちらの募集人数は１０人程度です。募集は５月１８日から開始して、面

接等の選考を経て、早ければ６月上旬から勤務開始を予定しています。任

期は、６月上旬以降、採用日から年度末までとします。 

         効果として、事務補助については、新型コロナウイルスの影響により解

雇された方、また求職中の方の支援につながるものと考えています。また、

医療職につきましては、常勤職員の業務負担の軽減が期待できるものと考

えています。 

         最後になりますが、特別定額給付金の関係で幾つか注意事項がございま

す。市役所の職員になりすまして、給付金を振り込むので、キャッシュカ

ードの番号や銀行口座番号を教えてくださいなど、不審電話等が全国で報

告されています。埼玉県警でも５月１２日時点で６件の報告があると聞い

ています。 

         また、自治体などの特別定額給付金ホームページを模倣した偽サイトが

相次いで確認されています。特別定額給付金に関して、市区町村や総務省

などが現金自動預払機、ＡＴＭの操作、また手数料の振り込みを求めるこ

とは絶対にございません。個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号

の搾取にご注意いただきたいと思います。 

         また、給付金のオンライン申請に必要なマイナンバーカード手続で各区

の区民課窓口が混雑しており、長時間お待たせしている例も出てまいりま

した。混雑状況は、区役所の窓口に掲示し、市のホームページでも区役所

ごとにお知らせしていますが、市民の皆様への感染を絶対に防いでいかな

ければなりませんので、区役所が３密状態になることを避けていきたいと

考えています。できる限り区役所に来なくても申請できる郵送での給付申

請をお願いします。 

         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、マイクを使用して質問をお願いします。 

         産経新聞から、まず市内医療機関への協力金の支給についてなんですけ

れども、病床確保について、まず給付金を支給する分は新規で確保した分

が対象なんでしょうか。現状確保している分については、支給対象外なの

議題に関する質問 
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でしょうか。 

〇 事務局    ご質問の点については、今確保されているものについても対象です。 

〇 産経新聞   そうなると、重症患者と中等症患者、今もう既に入院されている方の分

についても払うという理解でいいでしょうか。 

〇 事務局    いつからということについては、まだ要綱等が確定しておりませんが、

ある時点以降について、入院された方についてということです。 

〇 産経新聞   企業への給付金の支払いなのですけれども、売上げの減少とあるんです

けれども、これ具体的にはいつの売上げなのか、例えば３月の売上げが前

年同期に比べて下がっていたとか、そういう基準になるんでしょうか。 

〇 市  長   少しでも下がっていればということで先般融資制度を行いました。その

際にもできるだけ簡素な形でということで、それに準じた形になろうかと

思いますが、前年より少しでも減っていれば、その対象とするというのが

基本的な考え方です。 

〇 産経新聞   あと、デリバリーの導入支援なんですけれども、この自転車とバイクは

いつまで無償貸出しの予定なんでしょうか。 

〇 事務局    当面政府が緊急事態宣言を延長された５月末ということになっています

が、本日５月１４日ということもございますので、これからステーション

化なども商店とやり取りしていますので、当面６月いっぱいぐらいまで、

また利用状況等も確認しながら期間の延長についても検討してまいります。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         事業者に対する給付金なんですけれども、周辺自治体が給付金を支給す

る中でさいたま市はこれまで消極的な支援ということで融資を中心にやっ

てこられたと思うんですけれども、これがこのタイミングで給付をされる

ことになったのはどういう理由があるのでしょうか。 

〇 市  長   １つは、やはり小規模企業者、また個人事業主については、私たちもか

なりハードルを低くして融資を行ってきました。その後、今国のほうの制

度も既に始まっておりますが、どうしても個人事業主や、あるいは小規模

企業者については、なかなか融資につながらないケースもある、多いとい

うことも伺っておりますので、その中で少しでも応援をしたいという気持

ちから、そういった小規模企業者、あるいは個人事業主に対しては、特別

に一律１０万円を給付するということを決定しました。 
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〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今たくさんいろいろ、さいたま市の対策第２弾ということなんですけれ

ども、どこかの自治体でも、なかなか独自色を出すのは難しいかもしれま

せんが、大体似たような対策が多いと思うんですけれども、さいたま市と

して、ここは特別な味つけをしたという部分がどこかあるのか、あればち

ょと教えていただきたいと思います。 

〇 市  長   基本的な考え方は、どこの自治体も同じような考え方であろうと思いま

す。その手法が少しずつ違うところがあろうかと思いますけれども、私た

ちとしては、基本的な考え方としては、やはり国や県がかなり大型の経済

支援を行っていたり、あるいは地域の実情に合った、また自粛要請に伴う

支援策が出されています。そこに少しでも対象にならなかったり、あるい

はそれだけでは対応し切れないという事業者をどれだけ救っていけるかと

いう視点でやらせていただいているわけですが、その中で給付金について

は、これまでも検討はしてきましたけれども、やはり少額の給付金よりは

融資で一定の金額を確保していただくことが必要ではないかということの

中で進めてまいりましたが、やはりどうしても個人事業主、あるいは小規

模企業者の場合ですと、融資の対象になりにくいというケースも結構ある

と伺っておりますので、そういった皆さんにも少しでも支援をしていきた

いと思っております。 

         あと、やはりひとり親家庭への支援についてですが、これは自粛の中で

特に弱いご家庭にいろいろなひずみがいくということがあります。また、

ひとり親家庭の方々は日々ご苦労されながら生活をしているわけでありま

すが、この新型コロナの様々な自粛要請であったり、あるいは感染拡大の

中で様々な影響が及んでいることから、そういった皆さんにはしっかりと

支援しようということで、追加で３万円ずつ給付することにしました。 

         あとデリバリーについては、これは民間企業と連携をして今後も継続で

きる支援の一つ、モデルということで、シェアサイクル、あるいはシェア

スクーターを活用しながら長い期間、この新型コロナが一定期間いろいろ

な影響を及ぼすことを踏まえながら継続的に支援できるものの一つとして、

民間企業と連携した支援策もやらせていただいたということです。 

〇 朝日新聞   今市長が言われた取組４については、これは川口市さんなんかが先にや
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ってこられた政策ですよね。ということで、そんなに独自に味つけがある

とは思えないんですけれども、今お話があったようなお話だと分かりまし

た。あと、例えばこういう企業、経済政策だけではなくて、各市いろいろ

例えば水道代を減免するなり、あるいは例えばさいたま市って学生が多い

ので、学生への支援とか、いろいろ考えられることは多数あるんですけれ

ども、そういうことについては検討されていないのでしょうか。特に水道

代などは、さいたま市は高いと言われている中で、そういう問題もあるか

と思いますが、その辺の検討は何もされていないのでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、もちろんこの第１弾、第２弾でまだ十分なものではないと

考えています。また、今後間もなく６月議会も始まりますので、それに向

けてまた第３弾も検討を進めているところです。第２弾の中でもまだ十分

でないところについては今後いろいろな視点からまた検討して盛り込んで

補正予算を組んでいきたいと考えています。 

〇 朝日新聞   言っている間に終息しちゃいますよ。こういう緊急時ってスピードが必

要だと思うんですよね。検討、検討と言っている間に時間たっちゃうと思

うんですけど、その間に苦しんでいる方がそれこそいろんな立場で追い込

まれてしまうような気がするのですけれども、市長は６月議会まで待って

いられるような状況だと思っていますか。 

〇 市  長   既に今お話ししたものについては、議決をいただいているものもありま

すし、また専決で今お話ししたものは決裁させていただいて、進めていく

ことになっています。そして、第３弾は２週間後に開催される予定の６月

議会で提案することになると思います。 

〇 朝日新聞   あと一つ質問、特別定額給付金の支給の申請について混乱が起きている

という話が一部あります。オンラインの申請について、住民基本台帳との

突き合わせなどで大変混乱があって、各自治体が困っているという話があ

るんですけれども、さいたま市の場合、その点について大丈夫なのか、あ

るいは問題があるなら郵送のほうを優先的に市民に申請してほしいという

ふうな希望があるのかどうか、その辺を教えてください。 

〇 市  長   私も先ほど後半にちょっと申し上げましたけれども、オンライン申請に

ついては、マイナンバーカードの暗証番号の入力ミスによってそれができ

なくなってしまって、窓口が大変混乱をしております。また、オンライン
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申請をされても、その後また名簿を照合していくという作業もあります。

もちろんできるだけ早く私たちとしても進めていきたいと考えていますが、

しかしもう一方で郵送による申請という手段もあります。今窓口が混乱し

て３密状態になってしまうということを一番私たちとしても恐れています。

その辺については、間もなく郵送という手段も送らせていただくと。５月

下旬には送らせていただくという準備もしておりますので、マイナンバー

で暗証番号を間違えられた場合でもそういった申請の仕方もありますので、

そちらで対応していただけるようにと思っております。 

〇 朝日新聞   要するに市長の答えはよく分かんないんですけど、オンラインで問題が

起きているんですか、起きていないんですか。 

〇 市  長   今のところ大きな混乱はございません。ただ、どうしても前半は国のマ

イナンバーのシステムにかなりアクセスが多くて動きが遅くなっていると

いう状態があって、１人当たりにかかる時間がかなり多かったと聞いてい

ます。今日あたりからそれが改善されたと聞いています。今日も私は来る

前にちょっと浦和区のマイナンバーの窓口を見てきましたけれども、そこ

はもう随分落ちついた状況でした。いずれにしましても、オンライン申請

して早く手元に１０万円、給付金を振り込んでほしいという思いを持って

いる市民の皆さんもたくさんいらっしゃいますので、私たちとしてはオン

ライン申請と。オンライン申請でなかなかきちんとできないケースは、郵

送も併せて５月の下旬には発送できることになっていますので、そちらを

できればご利用いただきたいと思います。 

〇 毎日新聞   毎日新聞と申します。 

         地域外来・検査センターなんですが、前のときに１、２か所目はドライ

ブスルーであるというのが決まっているということでしたが、３、４か所

目というのはどのようになったんでしょうか。 

〇 市  長   基本的には４か所ともドライブスルーですが、一部ウオークインといっ

たやり方を受け入れている場所もあります。 

〇 毎日新聞   この地域外来・検査センターを使った検査数とかって、何か数字的なも

のって発表できるものはありますでしょうか。 

〇 市  長   現状としてですね。 

〇 毎日新聞   はい。 
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〇 事務局    新規に立ち上げたものについては、５月１２日までで５６件です。 

〇 毎日新聞   １２日までということは、３か所になるのですか。 

〇 事務局    ご指摘のとおり３か所です。 

〇 毎日新聞   総合的な話なんですけれども、市長から感染数は減っているけれども、

札幌の件もあり、気を緩めるべきではないというお話ですが、改めてお聞

きしたいんですが、明日から３４県は緊急事態が解除されて、埼玉県など

はもうちょっと先になるという見通しです。さいたま市のほうもかなり少

なくなっていて、事業者もかなり苦しいという声もあります一方でまだ心

配だという声もありますが、市長自身は緊急事態宣言の解除について、明

日３４県が解除されるということを踏まえて、何か現状についてのお考え

とか、そういう出口戦略とかを言う首長さんもいらっしゃいますけれども、

その辺で何か考えていることがあればお聞きしたいのですが。 

〇 市  長   まず、今日一部の地域は解除されて、恐らくさいたま市を含めた埼玉県

は解除にならないということが報道されております。その決定については

厳粛に受け止めていきたいと思っていますが、先ほども言ったように、こ

こ４日間続けてさいたま市は感染者がゼロです。これは、やはり４月７日

以来、緊急事態宣言の中で多くの市民の皆さん、事業者の皆さんがご協力

をいただいた結果であると考えています。 

         現状としては、まだ先ほども言ったように楽観できる状況ではないと思

っています。それは、やはりさいたま市だけではなくて、埼玉県全体、あ

るいは前回お話ししましたけれども、約１９万人の方々が日常的に東京に

通っている、あるいは土日の休日なども含めるとかなりの方々が東京に行

くということもあります。そういう意味では、東京の状況もかなり改善し

てきていると聞いていますけれども、そういったものも踏まえながら、私

たちとしてもこれからの対策について検討していかなくてはいけないと思

っています。 

         ただもう一方で、県全体として見るとやはり県の中でも特にさいたま市

の場合は感染者数が多いという事情もありますので、特に県の動向、国の

動向を踏まえながらも、市としても感染者数であるとか陽性率であるとか

様々な指標が今言われておりますので、そういったものを十分に把握しな

がら、市としてもう少し厳しくしていく必要があるとかないとか、そうい
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った判断もやはり今後は必要になってくると思います。 

いずれにしても、４月７日以来、多くの皆さんの努力で非常に大きく改

善されてきた、いい状況になってきたと思っていますので、これを緩める

ことなく、まず緊急事態宣言がなされている間については、そこに全力を

挙げていくと。その後、恐らく解除された後は、一遍に全部フルオープン

ということにはならないだろうと思っています。段階的に、それぞれが緩

やかな形で解除される、あるいは利用される、あるいは行動が、規制が少

しずつ緩められてくることになると思います。そういったことを十分に私

たちとしても提案していきたいし、また判断しながら、公共施設の運営で

あるとか、あるいはそれぞれの対応について検討していきます。 

         また、多くの皆さんが、今回の緊急事態宣言で終わりということではな

いだろうと。また、第２波、第３波が今後来る可能性もあります。その際

のことなども私たちも十分頭に入れながら、どういう状況になったらそれ

をさらに厳しめの行動自粛をしていただくのかということについても、自

分たちなりに判断基準を考えていくということは必要だと思っていますの

で、今後市としても考えていきます。 

         ただ、どうしても、先ほども申し上げましたが、さいたま市の場合は、

東京、あるいは埼玉県全体との関係性も非常に強くありますので、そうい

ったものを把握しながら、私たちも独自にいろいろ判断をしていきたいと

思います。 

〇 産経新聞   ちょっと絡んでなんですけど、今のお話、何か政府の諮問委が先ほど発

表して、３９県については解除、つまり埼玉県については解除の対象外と

いうような見解を出したようで、これでほぼ正式に決まったと思うのです

けれども、今回の解除対象外について、埼玉県が。これは、市長としては

当然だと思われていらっしゃるのかどうか、ちょっと端的に伺えればと思

います。 

〇 市  長   現時点ですと、なかなか解除まではいかないことについては理解できる

というか、仕方がないと受け止めています。 

〇 産経新聞   あともう一つです。県が解除に向けて、昨日知事のほうのお話を伺った

ところ、段階的な緩和措置の緩和について言及されていらっしゃいました。

この段階的な緩和についていろいろ意見があると思うんですが、清水市長
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としてはどういうふうにお考えになっているのか、これが是とするのか、

伺えるでしょうか。 

〇 市  長   それについては私たちも全く同意といいますか、一遍に公共施設も全部

自由にお使いください、図書館も自由にお使いくださいということには、

なかなか解除されたとしても、すぐにはいきにくいだろうと思っています。

それをどのように段階的に開けていくのかついては、今各所管で、教育委

員会も含めて、段階的な解除といいますか、解除していく歩みについて検

討させていますので、それがどういう状況になったら先に進めるのか、そ

してどういう状況になったらまた一歩戻すということなども含めて、少な

くても５月３１日の解除の前までには、しっかりとそれを指針として持っ

ておく必要があると考えています。 

         今後は、その緊急事態宣言がなされなかったとしても、やはり独自で私

たち自身でいろいろ取組をしていかなければいけないという状況も生まれ

てくると思いますので、そういったことについて、所管も含めてしっかり

段階的な開放、それからまた状況が変わったときに、どういうふうにそれ

を自粛に持っていくのか、引き締めていくのかということについては、き

っちりとした基準みたいなものをさいたま市なりにはつくっていきたいと

思っています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         幹事社から質問が出ていると思いますけど、待機児童数の回答と、今日

午前中に認可外の保育の関係で、保護者の方が署名を提出されましたけれ

ども、それに対する市の受け止めをお願いします。 

〇 産経新聞   まず市長会見のお話の質問をまとめてやった後に、幹事社から待機児童

のお話を質問させていただきます。申し訳ございません。 

〇日本経済新聞  日経新聞と申します。 

         先ほどの小規模企業者と個人事業主向けの給付金のことに関してなんで

すけど、これ大体何件くらいの方に給付する予定があるのかということと、

あと予算規模２１億円とあるのですけれども、融資のときも予想以上の方

が集まったかと思うんですが、もしこの予算規模を超えるくらいの要望が

あった場合には、どういうふうに対応なさるのかをお願いいたします。 

〇 市  長   今回の部分については、大体ある程度統計的な母数を把握した上で給付
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することにしていますので、その範囲内で皆様にお支払いができる、給付

ができると考えています。 

〇日本経済新聞  社数とか件数。 

〇 事務局    件数につきましては統計を基にいたしまして、おおむね２万件程度と考

えています。 

〇日本経済新聞  ２万件というのは、市内にある事業主の全体の何割くらいに当たる規模

とかというのは分かりますか。 

〇 事務局    国のほうの統計書の中の経済センサスをもとにしていますけれども、そ

の中ではさいたま市内、小規模事業者２万件程度になっていますので、こ

れはカバーできるものと認識しています。 

〇日本経済新聞  基本的な部分でもう一つ。全体に関することなんですけれども、資料の

中に２つ目の、４ページ目のところで１，３７７億円が中小企業等への支

援額とあるんですけれども、これは予算額として指しているのか、何を指

している数字か確認させていただいてもよろしいですか。 

〇 市  長   それぞれの事業に係る予算の総額です。ただ、この間臨時議会で出され

ました特別給付金の関係についても入っていますので、そこは少しダブっ

ているということでありますが。 

〇日本経済新聞  では、５月の専決以外のものも含まれているということですか。 

〇 市  長   そうです。 

〇 共同通信   共同通信です。 

         ＰＣＲ検査のことに関連してお伺いしたいのですが、今日の発表を見ま

すと、かなり体制も充実してきて、検査件数も増えてきていると思うんで

すけれども、これまでかなりさいたま市は数が少ないんじゃないかという

指摘もあったり、その中で市としては国の基準に従ってやっているという

ような話もあったと思うんですけれども、少し前になりますけれども、厚

労大臣が、あくまでもあれは目安だと、基準ではないと、厚労省からすれ

ば誤解であるというような発言をして、まるで自治体側が勘違いをして検

査数を絞ったというふうに取れるような発言されていますけれども、これ

を保健所を所管する市長として、どういうふうに受け止められたかお伺い

してもいいですか。 

〇 市  長   ちょっと発言としては、少し驚いたというのが率直なところですが、１つ



 
18 

は相談の基準というか、１つの目安なのか基準なのかは別としても、その

３７．５度が４日間というのが１つ物差しとしてありましたので、やはり

それをベースに相談を受けてきたというところはあろうかと思います。そ

ういう意味では、驚いているというのが率直なところですけれども、ただ、

いずれにしてもいろいろな考え方が示されています。 

         今回その３７．５度、４日間ということがなくなったので、逆に言うと

いろいろな裁量の余地が増えてくることにもなりますので、その中で私た

ちとしては、今まで中心となっていた相談センターだけではなくて、今回

４か所新たに地域外来・検査センターを設置して、やはりお医者さんの適

切な判断を、ケースごとに判断をしていただいて検査に結びつけていける、

そういったチャンスを増やそうとやってきましたので、そういったもの（検

査）により一層つながっていけると思っています。もちろん行政の中で検

査する件数は、どうしてもこれ新規だけではなくて、陽性から陰性に変わ

る確認などの作業もしていかなければならないこともありますので、どう

しても限られてしまうところがあります。私たちとしては、民間の検査と

連携をしながら、必要な方々に適切にＰＣＲ検査ができるように、最大限

の環境づくりを引き続きやっていきたいと思います。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         基本的な話の、先ほど日経さんがしてくださった関連なんですけど、

１，３７７億円のうち、市単独でこのたび５月専決をされるのは、計幾ら

になるんでしょうか。あと、専決の日も教えていただけると助かります。 

         後ででも大丈夫です。 

〇 市  長   では後ほど（会見後、財政課から資料提供。会見後回答：５月専決は５月

１３日）。 

〇 産経新聞   各社さん、市長会見への質問は。 

〇 朝日新聞   今のＰＣＲの関係ですけれども、今ＰＣＲ検査だけではなくて抗体検査

とか、いろいろもう感染者を把握すると同時に、防止も含めていろいろ潜

在的な感染者の数を計測するなど、自治体がそれぞれ、例えば神戸市なん

かも抗体検査などをして推定される感染者などを出したり、そういった試

みをやっていますけれども、さいたま市はそうしたＰＣＲ、ＰＣＲという

ことだけじゃなくて、ほかに例えば新たに抗体を調べるとか、そういう独
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自の試みをやる考えはあるのか、あるいは何かやっているのか、その辺を

教えてもらえますか。 

〇 市  長   今後につきましては、抗体検査、あるいは抗原検査という２つの手法が

出てきました。それぞれ検査の特徴やら、あるいは精度の違いやらいろい

ろございます。その中の特性を生かしながら、やはりＰＣＲ検査はどうし

ても時間がかかるという、その代わりほかの検査よりは少し精度が高いと

いうこともあります。 

         また、抗体検査については、その抗体があるかないかということを判断

することにおいても、非常に重要な検査であると思っています。 

         また、抗原検査については、ＰＣＲ検査を受ける前に素早く陽性の方を

把握するということに活用する上で、重要な検査だと私も認識しています

ので、今後第２波に向けては、そういったいろいろな検査を組み合わせな

がら、そのＰＣＲ検査に偏らないで、早期にいろいろな対応できる手法と

いうものを、これから検討していく必要があると思っております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         １０万円給付金の関係で、やはり給付日をもう少し日付をはっきりして

ほしいという声があって、今発表された段階では、専門で担当が８人、職

員が８人というように聞いたのですけれども、ほかの自治体に比べたらち

ょっと少ないんじゃないかという印象を持っているんですけれども、その

辺はいかがですか。 

〇 市  長   これは、職員だけでやる事業ではありません。委託事業者を決めて、最

大時には多分３００人を超える方々に協力をいただいてやる準備を今進め

ています。 

         これは、人口が多い政令市をはじめ、人口が多い都市については、比較

的どうしても少ない地域と比べると遅れている感があります。私たちとし

ても、できるだけ早く準備をして、今上旬とか中旬、下旬とかという表現

をしていますが、できるだけ早く市民の皆さんに、いつ頃からスタートが

できるということを発表していきたいと思います。 

         ただ、そのためにはいろいろ詰めたりしなければいけない点がまだあり

ます。もう少々お待ちいただいて、とにかく一日も早く皆さんのお手元に

届けられるように、引き続き全力で取り組んでいきたいと思います。 
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〇 産経新聞   市長発表に関する質問はよろしいでしょうか。 

         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。 

         さいたま市内の最新の待機児童数について３８７人となりました。これ

について市長の受け止めを教えてください。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えしたいと思います。 

         この待機児童の解消という問題については、私が市長に就任をして以来、

一貫して目標に掲げてきたテーマでもあります。子育て楽しいさいたま市、

また選ばれる都市の実現のために、強い思いを持って取り組んでまいりま

した。 

         その結果、認可保育所、また小規模保育事業など認可保育施設の数は、

この４月には平成２１年４月の１２０施設から２７２施設増えまして、

３９２施設になりました。定員は、１万人から１万３，０００人増えて２万

３，９８８人に増やしてきたところです。 

         また、平成３０年度からは認定を始めた子育て支援型幼稚園、これを

２５施設まで拡大し、様々なニーズのある保育需要を、うまくこのニーズ

をキャッチして、この待機児童ゼロにつなげていこうと取り組んでまいり

ましたが、残念ながらこの保育需要には追いつかず、この４月の待機児童

数は昨年度より若干減少はしたものの、なお３８７人と、多くの方が待機

児童ということになっており、より一層取り組まなければいけないと改め

て感じたところであり、引き続き来年度に向けて、今２，０００を超える

定員を増やすという計画をしておりますが、さらに補正等々も組んでも、

さらにその数を増やしていけるように努力をしていきたいと思います。 

         しあわせ倍増プラン２０１７、また総合振興計画、また国の子育て安心

プランにおいて、令和３年４月の待機児童解消を目標としております。本

年は、取組の最後の年となります。そのために、本年度は当初予算におい

ても、過去最多となる認可保育所の整備を計画しておりますが、追加整備、

また上積みでの検討も進めていきながら、目標達成に向けて全力で取り組

幹事社質問：①さいたま市内の最新の待機児童数が

３８７人となったことに対する市長の受け止めについ

て 

②東京五輪・パラリンピックの延期について 
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んでいきたいと思います。 

 

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

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         今の待機児童の話に関連してなんですけれども、市長に園の位置づけに

ついてお考えをお聞きしたいのですけれども、まず認可外の園についての

考え方なんですけれども、例えば保護者が行かせたいとして自由に選んで

いる園という位置づけなのか、待機児童が多い中で保育の受皿として重要

な役割を持っているという考え方なのか、この認可外保育所の受け止めに

ついて、どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 

〇 市  長   認可外については、国から認可外とされた部分でも、さいたま市が一定

の基準のもとに認定をしているナーサリーとか、市が認定している施設と、

それでもう一つがそこにも入っていない認可外の施設があります。 

         それで、その認可外の約半分が市が認定している方々が通っていらっし

ゃって、約半分がそうじゃない方々になっていますが、私たちとしては、

もちろんこの認定はされていなくても、そういった保育のニーズに多様な

形で対応していただいているという部分はあると考えています。ただ、ど

うしても保育の質ということが、私たちにとってはある程度担保していか

なければいけない使命がありますので、その中で基本的には国、あるいは

市の認可の中に入って活動を行っていただくことが、そういう基準に合っ

たものが望ましいと思っていますけれども、十分に今認可の保育所が整備

されていない中では、一定の役割を果たしていただいているという認識は

持っています。 

〇 ＮＨＫ    今の認可外も一定の役割を果たしている、保育の受皿として一定の役割

を果たしているという発言でしたけれども、新型コロナウイルスの感染拡

大を受けて、市は認可園にも認可外の園についても登園自粛のお願いをし

ていると思うのですけれども、認可外の園について、さっき市長、認可外

の園、半分が認定とおっしゃったんですけれども、担当課に聞いたところ、

１７３の園のうち５６なので、３分の１が認定かと思うんですけれども、

３分の２については純粋な認可外ということで、その認可園については登

園自粛した分については保育料を日割で返金がされると思うんですけど、

幹事社質問に関する質問 
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純粋な認可外の園については今対応されていないと思うんです。一方で、

市は登園自粛のお願いを同様に出していると思うのですが、この対応の差

が出ているのはどういうことなんでしょうか。 

〇 事務局    認可外保育施設ですが、その目的や特徴であるとか、目指す保育内容は

様々なものがありまして、自主運営している施設です。保育の必要性がな

くとも、希望すれば施設に直接申し込んで契約することができる施設です。

また、保育料につきましても、事業者と利用者との間の直接契約によって

取扱いが決められているところでして、そういった施設全てに対し、市と

して一律にその辺の支援を拡大することについては、なかなか難しいもの

と考えています。 

〇 ＮＨＫ    今の区分けは、あくまで認可と認可外の園の区分けだと思うんですけれ

ども、これまで市長は新型コロナウイルスの感染拡大のため、いわゆる３密

を防ぐために登園自粛する、それは学校にもそうだと思いますし、保育所

についてもそういうお願いをしていて、一方で例えば医療関係者のお子さ

んを預かるためにあけてくださいというお願いもされているわけです。こ

の中で、その感染拡大という意味で考えると、認可園と認可外の園にその

違いがあるのかというと、そうではないんじゃないという気がしていまし

て、例えば東京の練馬区は認可外の園についても、同じように例えば支援

をしていますし、福岡市についても認可園と同様のレベルの対応を認可外

にしているんです。今さいたま市の保護者の方を取材してみると、認可園

に入れないので、やむを得ず認可外にって、もちろんいろいろなタイプの

認可外があるのはおっしゃるとおりで、もちろんいろんな選択肢があると

いうのはそうなのですけれども、さいたま市に関しては、やはり３００人

以上の待機児童がいる中で、やむを得ず認可外に入っている方が非常に多

いと思うのです。その中でも、対象から漏れている認可外に入っている方

も多い中で、今回の緊急の措置としても、同じように認可外だから、認可

園だからというような区分けが本当に望ましいのかという気もするんです

が、そのあたりについて市長はどうお考えですか。 

〇 市  長   そういう意味では、通常の補助金を出す、出さないというケースとまた

ちょっと違う特殊なケースだと思います。 

         その中で、幾つかの自治体においては、そういった認可外に対しても減
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額支援についてやられているというケースも聞いています。今後、それら

についても、極めて限られた財源の中でありますので、どういった形がで

きるか、まだ申し上げることはできませんが、今言った今回の新型コロナ

という特殊な条件の中で、一定の役割を果たしていただいていたというこ

とがあるとすれば、いろいろな意味で検討していく必要がありますので、

今後その辺については、状況なども十分踏まえながら結論を出していきた

いと思います。 

〇 ＮＨＫ    今後検討されるということなんですけど、そもそもそういう区分けをし

ていたということを市長はご存じだったのですか。 

〇 市  長   全てがその対象になっていると思ってはいませんでしたけれども、施設

数でいうと３分の１、３分の２ですけれども、児童数でいうと半々ぐらい

です。そういう意味では、それなりの大きな規模の子どもたちが通ってい

るという状況もありますし、その中でそれぞれの園がどのようにこの間対

応してやっていただいたのかというような状況もございますので、そうい

ったことも踏まえながら判断をしていきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   先ほど質問してしまったんですけど、同じですけれども、午前中に署名

が出されましたので、その署名のお母さん方の訴えに対しての市長の見解

を教えていただきたいんですが。 

〇 市  長   保護者の皆さんからの要望については、しっかりと耳を傾けながら、今

回この新型コロナウイルスというかなり特殊な状況の中で、認可外保育施

設等が行っていただいた対応なども十分に踏まえて、今後検討していきた

いと思っています。 

〇 産経新聞   そのほか幹事社質問に関して質問はありますでしょうか。 

         それでは、ほかの質問がある方は質問をお願いします。 

 

〇 朝日新聞   検察庁法の改正についてお聞きします。 

         今、検察庁法の審議が国会で進んでいて、それに対して抗議の声もかな

り上がっているような状況になっています。コロナ対策の忙しい中でとい

うような意見もあります。この問題について市長がどのように考えるか。 

         国の国政のことではありますけれども、先日も吉村大阪知事がこれにつ

いて反応しておりますし、民主主義の下での政治の在り方ということでい

その他：検察官の定年延長に関する質問 
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えば、政令指定都市の市長としても、十分こういう問題については考えて

いらっしゃるだろうと思いますので、検察庁法の改正案についてのご意見

を教えてください。 

〇 市  長   現在、国会で検察庁法の改正が審議され、委員会で紛糾をしていて、こ

の再開に向けてもいろいろな協議が行われている、あるいはいろいろな

方々が反対の表明をされたり、いろんな状況が生まれているということに

ついては承知をしています。 

         その中で、公務員の定年延長、あるいはその公務員の役職の定年延長に

ついて、これは基本的には必要になると思っていますが、ただ、やはり今

回検察庁という極めて特殊な組織ということになります。そういう意味で

は、行政機関の一部ではありますが、独立性に富んでいる部分もあります

し、また政治的な中立性も持っていなければいけないという組織でもあり

ますので、そういう意味ではこのタイミングも含めて、やはり十分に国民

への分かりやすい説明と議論をやはり重ねながらやっていくべきだと思っ

ています。 

〇 朝日新聞   つまり十分な議論を重ねるという意味では、今国会で急ぐべきではない

と、そういう考えでよろしいですか。 

〇 市  長   基本的には、十分に議論をされた上で結論を出していただくのが筋だと

思っています。 

〇 朝日新聞   その十分な議論というのが、今国会でという意味なのか、今国会の今の

コロナの状況の中でとか、あるいは定年延長の問題ということでいうなら

民間に合わせるとか、そういう意味で今国会でも構わないという話なのか、

要するに市長の話は、イエスかノーかがよくわからんないんですけれども。 

〇 市  長   単純にイエス、ノーという話ではないと思っていますが、ただ、要する

に今国会が延びたり、十分な議論をすべき時間が取られて、それがきちん

と提示をされて、その上で決定されるというプロセスがあるのであれば、

それは一つの結論だろうと思いますが、ただ、あまりにもやや真意につい

て十分でない、あるいは国民の理解が十分進んでいない、あとなぜこのタ

イミングでというところは、私自身も少し感じるところがあります。 

〇 朝日新聞   であれば、例えば今週にも委員会を通過するような話がありましたけれ

ども、それはやっぱり早いというような認識ですか。委員会で採決をする
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ような話がありますけれども。 

〇 市  長   ちょっと状況として、その今度のときまでにどれぐらい議論ができるか

わかりませんけれども、少なくともこのまま流れていくと、十分なものと

は言えないのではないかという感じはします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         市立図書館が明日から一部サービス開始しますけれども、その市長のご

見解と、ほかの市立の美術館とか博物館については、どういうふうな考え

方を持っていらっしゃるか教えていただけますか。 

〇 市  長   今回の図書館の、いわゆる予約をしていただいた皆さんへの予約本をお

渡しすることは、基本的には、この図書館の休館は続いていると、継続し

ているということの前提でありますが、一方で５月７日までと予定されて

いた緊急事態宣言が１か月近く延長されたことの中で、やはりいろいろ経

済であるとか、健康面でのいろいろなダメージはもちろんあろうと思いま

す。さらに加えて心のダメージ、不安や恐怖心や、あるいは大きな様々な

ストレスからいろいろご苦労されていたり、普通の精神状態ではない、ご

苦労されている方がたくさんいらっしゃいますので、子どもたちや高齢者

の皆さんや、そういった市民の皆さんに少しでも心の部分の支えをしてあ

げることができないかということで、私たちもいろいろ検討してきました。 

         その中で、この３密にならない対策を徹底してやることを前提に、まず

は予約をしてくださった、約５万７千冊予約をしてくださった方がいらっ

しゃると、２万５，０００人くらいと聞いておりますが、その方々に３密

にならないように適切な対応がとれるかどうか、教育委員会のほうで十分

に検討していただいて、少し時間帯等細かくなっているところはあります

けれども、３密をつくらない状態で本を渡すことができるだろうというお

話もありましたし、また専門家の方からのいろいろなアドバイスも受けて、

それをやらせていただくことになりました。 

         私たちとしては、少しでも市民の皆さんの生活、また心の潤い、安らぎ

につながればという思いです。予約していただいた方々にはぜひ取りに来

ていただいて、その本を通じて、少しでも安らかな気持ちで過ごしていた

だきたいと思っています。 

その他：市立図書館の一部サービス再開に関する質問 
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         また、図書館、美術館、博物館、あるいは公園、グラウンド等の開け方

については、今後さいたま市の感染状況などを踏まえながら、段階的にオ

ープンをしていくことが必要になってきます。その中で、やはりその一番

最初にやれること、あるいはどの段階で、どういう形でやっていけるかと

いうことについて、各所管ごとに検討していただいています。基本は３密

にならないように、あるいは新しい日常生活という言葉も出ていますけれ

ども、その中で新型コロナの感染拡大につながらないような環境をできる

だけつくりつつ、開けていくということを目指して、今検討している真っ

最中です。 

         私たちとしては、できるだけ早く市民の皆さんにそうした環境を提供し

ていきたいという気持ちは持っていますが、もう一方で、やはり感染（拡

大防止）についても慎重に、かつしっかりとこれも行っていかなくてはい

けないというはざまの中で、段階的に開けられるように、その対策、準備

を今進めているところです。 

         状況に応じて、それが少しずつですけれども、オープンできるように努

力していきたいと思います。 

 

〇 読売新聞   市長の任期なんですけれども、あと１年ぐらいになったかと思います。

改めてどのように残りの１年を全うされていくのか、お聞かせいただけれ

ばと思います。 

〇 市  長   あと残り１年になりました。３期目、そしてちょうど４年の任期をいた

だく中での４分の３が終了し、残りあと１年、４分の１になっています。 

         今年は、今年度の冒頭でも申し上げました、さいたま市の総合振興計画

の最終年度、また今新しい総合振興計画をまさに策定している最中です。

また来年が、さいたま市が誕生して２０周年になるという記念すべき年に

なりますので、今年はまさにいろいろな意味での総集編みたいな、最後の

まさに締めの年となります。 

         そういう意味では、現在直面をしています新型コロナウイルスの感染防

止、感染拡大防止をはじめとして、さいたま市として取り組んでいかなけ

ればいけないことをできるだけしっかりと進めていきたいと思います。た

だ、この中で優先課題は、新型コロナウイルスへの対策が当然第一であり

その他：市長の任期に関する質問 
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ますし、その上でこの締めくくりになれるような、必要な施策を打ってい

けるように努力していきたいと思います。 

〇 読売新聞   締めくくり、総集編というお言葉があったのですけれども、それ以降の

４期目についてのお考えなどもお聞かせいただけると助かります。 

〇 市  長   現時点においては、私が当選させていただいてから与えられている任期

は４年間です。毎年やはりその４年間、４年間完全に終わってからという

わけにはいきませんけれども、ある一定の年限がたった段階で、自分なり

にその３年数か月を振り返り、そして今後のことを考え、そして最終的に

決めるという形をここのところ取らせていただいています。 

         そういう意味では、まだ１年残っていますので、まずその任期を全力を

挙げて取り組んでいく、新型コロナの感染防止に全力を挙げて取り組む、

そして様々な総合振興計画を含めた施策に全力を挙げて取り組んでいく中

で、ある一定の時期に来たときに判断し決定していきたいと、現状として

は全く白紙であります。 

〇 産経新聞   そのほか質問ある社はいらっしゃいますでしょうか。 

         なければ、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。ありがとうございました。 

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５月２８日、午後２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５４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。 


