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さいたま市長定例記者会見 

令和２年５月２８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、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。 

         新型コロナウイルス感染症について、政府は５月２５日に埼玉県を含む

１都３県の緊急事態宣言を解除しました。月末まで待たずに宣言が解除さ

れたことは、市民の皆様が積極的に外出自粛や３密を避けるなど、感染拡

大防止にご協力いただきました結果であると思います。心から感謝申し上

げたいと思います。 

         緊急事態宣言の解除を受け、埼玉県では、施設の使用停止等の協力要請

の一部緩和を行いました。本市では、徹底した感染防止対策を行った上で、

休止をしておりました市民利用施設を、６月１日を目途に順次再開してま

いります。また、市内小中学校等の再開についても、昨日から登校日を設

けて、６月１日から段階的な再開に向けて準備を進めております。 

         緊急事態宣言は解除されましたが、いまだ新型コロナウイルス感染症に

対するワクチンや十分な治療薬がない中で、新型コロナウイルス対応は長

期化することが予想されております。本市も引き続き市内の感染状況や、

国、県の動向を注視しながら、市民の皆様の安全安心の確保と市内の社会

経済活動の再開への支援を進めていきたいと思います。 

 

 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。議題の１番目ですが、

「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

３弾」についてお伝えをしたいと思います。 

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３弾～」 
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         まず初めに、本市の感染者数でございますが、こちらのグラフに示して

おりますけれども、市内の検査で陽性が判明した方が５月２６日時点で合

計１７１名、うち感染経路不明者が６４名となっております。市内在住者

の状況は、入院中の方が６名、退院・療養終了された方が１５９名、お亡

くなりになられた方が９名、合計１７４名となっております。年代別では、

５０代、２０代、４０代の順で多く、その３つの年齢帯で全体の６割を占

めているという状況です。 

         市内での感染者は、クラスターの発生を除きますと、４月中旬をピーク

に減少しており、５月２０日から５月２６日の１週間で１名のみとなって

おります。緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染状況を注視し

ていきたいと思います。 

         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説明

します。こちらがその数値を表したグラフとなっております。新型コロナ

ウイルス感染症のＰＣＲ検査につきましては、従来の市の検査機関で行う

検査に加え、民間の検査機関での検査数も増え、さらに地域外来・検査セ

ンターを設置し、検査体制の拡充を行ってまいりました。陽性率につきま

しても、４月初旬のピークを境に減少に転じまして、増加と減少を繰り返

しつつも０．４％まで減少しております。４月７日に緊急事態が宣言され

てから市民の皆様による外出自粛などの感染予防策が着実になされた結果

であると考えております。 

         しかしながら、必ず第２波、第３波が来るという強い危機感を持って、

今後も感染防止に向けた徹底した対策を講じていきたいと思います。 

特に相談体制や検査体制については、保健所の体制強化、医師会の協力

の下に進めております地域外来・検査センターの新設などの充実策に取り

組み、またその過程では様々なご意見や、またお叱りの声をいただきまし

た。しかしながら、３月は３５件でありました検査件数が今月は２６日時

点で９６３件となり、陽性率も比較的低位で推移するなど、検査体制につ

いては徐々に整ってきていると考えております。また、第２波、第３波に

向けて、さらなる強化が必要と考えております。 

         今後は、帰国者・接触者相談センターの業務を委託することにより相談

体制の充実を図り、これにより１日当たりの相談対応能力は現在約
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２００人という状況ですが、約２５０人まで増やすことができると考えて

おります。 

また、ＰＣＲ検査対応能力についても、現在は通常時で約１５０人、ク

ラスター発生時においては最大約２００人のＰＣＲ検査が可能となってい

るところであります。今後、検査機の増設、また民間検査の活用により、

通常で約２００人、またクラスター発生時においては約２５０人、また

２５０人からさらに検査ができるように検査体制を整備していきたいと考

えております。 

         さらに、従来のＰＣＲ検査のみならず、抗原検査、あるいは抗体検査、

また唾液を用いるＰＣＲ検査など新たな検査手法についても、今後国の動

向を踏まえ、それぞれの検査の特性を活かした活用が可能か検討し、第２波、

第３波にしっかりと備えていきたいと思います。 

         続きまして、新型コロナウイルス感染拡大の本市の基本的な考え方でご

ざいますが、これは前回もお示しをしたとおり、今回もいわゆる緊急支援

フェーズの対応策として、市民の命と暮らしを守るため、さいたま市緊急

対策第３弾を取りまとめましたので、説明させていただきます。 

         まず、緊急対策第１弾、第２弾に引き続き、「①感染拡大防止及び感染者

の急増に備えた医療提供体制の早急な整備」、「②中小企業、小規模事業者

の支援及び市民生活の下支え」を柱として、総額約４億７，０００万円の

緊急対策を行い、本市ならではのきめ細やかな支援を引き続き展開してま

いりたいと考えております。 

         それでは、本市の主な取組について、順次ご説明させていただきます。

まず、取組の１つ目、帰国者・接触者相談センターの相談体制の強化につ

いて説明します。 

         新型コロナウイルス感染症疑い例の相談を受け付ける帰国者・接触者相

談センターにつきましては、職員の増員により相談体制を強化してきたと

ころであります。５月中旬頃までは相談件数も多く、電話が混雑している

との声が寄せられたことから相談体制の強化が求められてまいりました。

現在、相談件数は減りつつあるものの、第２波、第３波に備えるためにも

相談体制の強化が必要であると考えております。 

         このため、市保健所は今後も業務を継続しつつ、さらに業務を外部委託



 
4 

することによって電話の混雑緩和を図ってまいります。外部委託による業

務開始は、６月下旬を見込んでおります。委託先の電話番号は、市ホーム

ページに公開をしてまいります。相談体制の強化により、新型コロナウイ

ルス感染症の早期発見・早期対応に備えてまいります。 

         続きまして、取組の２つ目、市内企業の感染症対策に係る研究開発・実

証実験の取組を支援について説明します。 

         本事業は、市内企業が新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感

染症対策に関する新たな技術を創出するための取組を支援するために、研

究開発または実証実験に要する経費の一部を補助するものです。これまで

も「医療ヘルスケア」、また「環境、エネルギー」、「防災・減災」などとい

った分野を設定して、研究開発・実証実験に係る費用の一部に対する支援

を行ってまいりました。今般の新型コロナウイルス感染症の流行や、今後

も同様に新たな感染症が発生した際に備えていくために、既存の「イノベ

ーション技術支援創出補助金」の別枠として、新たに「感染症対策」を設

けたのが特徴です。 

         この「感染症対策」分野では、各経費区分の補助上限を既存制度の倍と

なります２００万円、また１，０００万円として、市内企業の積極的な取

組を力強く後押しをすることとしました。本事業が市内企業による積極的

な製品開発、また技術開発が行われるきっかけとなり、新型コロナウイル

ス感染症をはじめとする感染症対策に打ち勝つためのイノベーションにつ

ながることを期待したいと思います。 

         続きまして、３番目、商店街に関する補助事業の補助率等引上げについ

て説明します。 

         新型コロナウイルスの流行により、市内商店、商店会の経営状況が悪化

していることから、商店会の負担を軽減し、商店会及び商店の経営状況の

改善を図るため、今年度に限り、次の補助事業の補助率等を引き上げます。 

         商店街街路灯等電気料補助事業は、商店街が維持管理している共同施設

の電気料金に対し補助を行うものでありますが、補助率が通常は２分の

１以内でありましたが、今年は１０分の１０以内に引き上げます。またあ

わせて、補助限度額を１００万円から１８０万円に引き上げます。交付時

期については、事業完了前の概算払いによる交付を可能とすることで早期
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の交付を可能とします。 

         また、商店街活性化推進補助事業は、商店会が商店街の活性化を目的と

して行う事業に対して補助を行うものですが、補助率を４分の１または

３分の１以内から、３分の２以内に引き上げるものです。 

これらの対策によりまして、商店会の負担軽減によって、より柔軟な商

店会運営を促せることや、活性化事業の実施によります商店会の事業継続

や感染症終息後のにぎわい創出によるＶ字回復に寄与させていこうという

ものです。 

         続きまして、取組の４番目、市内中小企業等の福利厚生の支援について

説明します。 

         新型コロナウイルス感染症の影響下においても、勤労者の健康増進や生

活の質の向上を図るために市内中小企業等の福利厚生事業を支援します。

支援内容は、勤労者福祉サービスセンターに加入している企業の令和２年

度の会費相当分を助成するものです。支援対象は約８６０社、約

７，１００人を対象としております。この取組によって、各企業の勤労者

の福利厚生にかける費用を助成し、企業の負担を軽減することで、その企

業に雇用されている勤労者の雇用の維持を図るものです。 

         続きまして、取組の５番目、令和２年３月臨時休業期間の学校給食食材

費の公費負担について説明します。 

         国の要請に基づき行った新型コロナウイルス感染症対策に伴う令和２年

３月２日から春季休業までの臨時休業による食材のキャンセル料を国の補

助金を活用して市が負担をします。この取組によって、令和２年３月２日

から春季休業までの臨時休業による学校給食食材のキャンセル料を国の補

助金を活用し、公費負担とすることで、保護者負担の軽減を図ってまいり

ます。 

         続きまして、６番目の取組で、市内宿泊施設との連携によるテレワーク

の推進について説明します。 

         国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中でテレワーク

の推進が掲げられております。本市としても、テレワークプランを提供す

る市内宿泊施設と連携し、市民が積極的にテレワークに取り組める環境を

整えてまいります。 
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         １つ目としては、テレワークプランを提供する市内宿泊施設を市のホー

ムページや企業向けメールマガジン等を活用し、情報発信をしてまいりま

す。現在連携するホテルは、こちらに掲げられている表のとおりでござい

ますが、さらに連携施設を拡大してまいります。 

         ２つ目としては、テレワークプランを提供する市内宿泊施設を運営する

事業者を対象に協力金を交付します。金額は一律２０万円で、１施設１回

のみとさせていただきます。６月１日より申請開始を予定しております。

市内宿泊施設のテレワーク環境が整うことで、様々な事情によりテレワー

クが困難であった市民にも広く活用され、国が同方針で示す新しい生活様

式の推進にもつながっていくものと考えております。 

         続きまして、取組の７番目、緊急経済対策における税制上の措置につい

て説明します。 

         新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に

及ぼす影響の緩和を図るために市税に係る特例措置を講じてまいります。

（１）徴収の猶予制度の特例について、具体的には収入が相当程度減少し

た方に対して、申請によって無担保かつ延滞金なしで１年間市税の徴収を

猶予できる特例を設けるものです。適用にあたっては、納税者の皆様の置

かれた状況を十分に配慮し、迅速かつ柔軟な対応を行ってまいります。既

に５月１日から申請の受付を開始しております。納税が困難な方は、市税

事務所納税課に相談をしていただきたいと思います。 

         そのほか、（２）以後に掲げる固定資産税の軽減などの特例について、制

度の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいります。 

これらの措置の効果として、売上げの急減により納税資力が著しく低下

している事業者の皆様の資金繰りや雇用の確保、家計への支援をするため、

緊急に必要な税制上の措置を講じ、地域経済や市民生活の維持を図るとい

うものです。 

         冒頭申し上げましたが、緊急事態宣言は解除されましたが、まだ油断で

きる状況ではございません。私としても、再度の感染拡大や一定の長期化

も見据えた上で、医療体制・検査体制の更なる充実を図っていくとともに、

市民の皆様や事業者の皆様と一丸となって、本市の社会経済活動の段階的

かつ着実な再開に向けて取り組んでまいります。 
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         市民の皆様におかれましても、人との距離を２メートル開けるソーシャ

ルディスタンス、また業種別のガイドラインの遵守など、新しい生活様式

への理解と協力が不可欠であります。市民、事業者の皆様の引き続きのご

協力をお願い申し上げます。 

 

 

         続きまして、議題の２つ目、令和２年さいたま市議会６月定例会の提出

議案についてご説明させていただきます。 

         令和２年さいたま市議会６月定例会を６月３日に開会します。議案数は

全部で３３件です。内訳としては、専決処分報告議案１件、予算議案４件、

条例議案１１件、一般議案８件、道路議案２件、人事議案７件です。 

         新型コロナウイルス感染症への対応として、予算議案で５件、条例議案

で１件、いずれも本日の議題１の再掲になっておりますので、説明につい

ては割愛をさせていただきます。 

         専決処分報告議案及び予算議案から説明します。専決処分報告議案は、

一般会計補正予算で１件、補正予算額としては３６億５，０９５万

７，０００円です。補正予算議案は、一般会計で１２億８，０１０万

２，０００円、特別会計で１，８１６万８，０００円、合計で１２億

９，８２７万円です。 

         補正予算の特徴について説明したいと思います。まず、防災対策の強化

として、（１）老人福祉施設等の非常用自家発電設備の整備費用の補助につ

いてです。これについては、６，７１９万４，０００円を計上しています。

老人福祉施設等における防災減災対策を推進するため、非常用自家発電設

備の整備に要する費用の一部を助成するものです。これによって、老人福

祉施設における防災減災対策が図られるものと考えております。 

         続きまして、（２）消防団の運営事業について、２，３０２万４，０００円

を計上しています。風水害等による大規模災害時に迅速かつ効率的に対応

するとともに、消防団員の安全を確保するため、各消防分団の救助能力の

向上を図る必要があることから、水災用の資機材等の配備を行うものです。

消防分団用の資機材を充実することで、救助能力の向上が一層図られるも

のと考えております。 

市長発表：議題２「令和２年さいたま市議会６月定例

会の提出議案について」 
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         続きまして、（３）ですが、河川の水位等の情報を提供するさいたま市水

位情報システムを改修し、災害時におけるアクセス環境を強化するもので

す。この河川改修事業について７７９万９，０００円を計上しています。

令和元年台風第１９号発生時にさいたま市水位情報システムへのアクセス

数が集中し、障害が生じたことから、当該システムの運用強化を図るため

システム改修を行うものです。これによって、アクセスが集中する災害時

においても市民の皆様への円滑な情報提供が図られるものと考えておりま

す。 

         次に、２つ目で教育環境の充実です。（１）は、使用停止となっている小

学校の体育施設、遊具について、安全性の確保を図る修繕や更新等を実施

する小学校施設等維持管理事業として１億２，７５７万円を計上していま

す。小学校の体育施設、遊具等の危険性を点検した結果、危険性等を指摘

された体育施設、遊具等の修繕、撤去及び更新工事を行うものです。これ

によって、体育施設や遊具の安全性の向上が図られるものと考えておりま

す。 

         続きまして、（２）は、ＩＣＴの活用により全ての児童生徒の学びを保障

できる環境を整備するため、１人１台端末の整備を今年度中に前倒しして

実施するもので、学校教育推進事業として１，９２２万９，０００円、債

務負担行為として限度額１１億３，４４９万６，０００円を計上するもの

です。 

また併せて、タブレット型コンピューターの賃借料で、（教育情報ネット

ワーク推進事業として）５，６５２万２，０００円、債務負担行為として

限度額２７億２，３７４万円を計上しています。 

         ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障に資する事業として、市

立小中特別支援学校に1人１台端末を整備するとともに、追加導入する端末

に対して協働学習用ソフトウエアの整備を行うものです。また併せて、そ

れぞれ債務負担行為を設定するものです。１人１台端末を前倒しして今年

度中に整備をすることで、創造性を育む教育、ＩＣＴ環境の実現につなが

るものと考えております。 

         そして、３番目、その他ですが、政策推進事務事業ということで、さい

たま市誕生２０周年となる令和３年度での市民憲章の制定の着手に、
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５８０万８，０００円を計上しています。さいたま市誕生２０周年での策

定に向けて、審議会の審議や市民意見を取り入れながら市民憲章案の作成

を行うものです。本市誕生２０周年の節目の年に市民憲章を制定できるよ

う、市民の皆さんの声をできる限り丁寧に伺いながら、市民の皆様と共に

作っていきたいと考えております。 

         最後に、主な条例議案について説明します。さいたま市市民憲章審議会

条例の制定についてです。制定の理由は、先ほど予算議案で説明しました

が、市民憲章の制定に関し必要な事項を審議するために、附属機関であり

ますさいたま市市民憲章審議会を設置するものです。 

         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質問のある社は、マイクを使用して質問をお願

いします。 

 

〇 朝日新聞   帰国者・接触者相談センターの強化についてお伺いします。 

         ６月下旬から委託をするということなのですけれども、解除されて相談

が減っている状況ではないかというふうに察するのですけれども、実際に

５月のピーク時にどのくらいの件数があり、今現在どのくらいの件数にな

っているのか、今委託しない状態で最大１日何件くらい受けられるとか、

その辺りのファクトを教えていただけますか。 

〇 事務局    今現在、帰国者・接触者相談センターの相談件数は、少しずつですが、

減少しています。５月のピーク時には１日に２００件（近く）もございま

して、最近この１週間程度で１００件を切るようになってまいりました。

委託しない状況ですと２００件程度の相談は受けられると思いますが、今

後第２波、第３波に備えて強化するために、今回の委託の話を進めていく

予定です。 

〇 朝日新聞   この委託先というのは、特に決まっているのでしょうか。 

〇 事務局    この相談につきましては、医療の専門職に委託をお願いするような形で

考えておりまして、業務委託に応じていただけるところの選定は進めてお

ります。契約前でありますので、具体的な代表名の公表は差し控えさせて

いただきたいと思います。 

 

議題１に関する質問 



 
10 

 

 

 

〇 産経新聞   そのほか市長発表の内容についての質問はありますでしょうか。ないよ

うでしたら幹事社質問に移りたいと思います。 

         それでは、幹事社として代表質問を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。 

         まず、新型コロナウイルスの影響で延期したさいたま国際芸術祭につい

て、まず市は当初、当面延期と発表しましたが、緊急事態宣言が２５日に

解除されました。開催時期の見込みは立ちましたでしょうか。 

         また、延期開催に伴い、追加の費用が見込まれていますが、その金額は

幾らで、どこから捻出するのか、あるいは新たに補正予算を編成するのか

教えてください。 

         そして、今年度は市長が掲げられているＣＳ９０運動の最終年度ですが、

新型コロナウイルスの影響を受けて、達成年度の延長などは検討されてい

るのでしょうか。 

         以上、よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問に順次お答えをしたいと思います。 

         まず、１つ目のさいたま国際芸術祭についてです。２５日に緊急事態宣

言が全面解除されましたが、依然として感染拡大の防止には慎重な対応が

求められると考えております。埼玉県や国などの美術館、また博物館の再

開に当たっての対応状況、また他のイベントの開催方針なども一つの判断

材料になると思いますが、芸術祭の性質上、市内外からの誘客も見込んで

いることもあり、この点を踏まえた検討が必要になると考えております。 

         現在、鑑賞環境、イベント、公演の実施方法などについて、国等が示す

感染拡大防止のためのガイドラインなどを参考にしながら検討していると

ころでありますので、現段階では具体的な開催時期については未定という

状況です。 

         続きまして、追加費用の見込みですが、会場や作品の維持管理費、展示

作品の部分について言いますと、ほぼ完成をしておりますので、会場や作

品の維持管理費、あるいは時期が変わるということもありますので、もし

幹事社質問：新型コロナウイルスの影響について 

①さいたま国際芸術祭の開催時期と追加費用について 

②CS90 運動の達成年度について 
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実施をする場合には、そういった広報活動費、運営スタッフの人件費など

追加で必要になるものもあると見込まれております。具体的な金額につい

ては、会期、あるいは公演、イベントなどの実施内容によって異なってく

るものと考えております。現在会期や内容について検討している段階でご

ざいますので、金額についても精査をしているところで、現時点では具体

的な数字については申し上げることができません。それらを明確にした上

で、そのための対応方法、財源の捻出については考えていきたいと考えて

おります。 

         続きまして、２つ目のＣＳ９０運動についてのご質問にお答えをしたい

と思います。今年は、私が掲げた２０２０年までに市民満足度を９０％以

上にするというＣＳ９０運動の目標の最終年です。令和元年度の市民意識

調査において、住みやすいと思う市民の割合が８４．４％と、私が市長に

就任をした２００９年の７６．２％から順調に評価を伸ばしてきたところ

でございます。 

         また一方で、今般の新型コロナウイルス感染の広がりは市民生活に大き

な影響を与えており、一日も早い終息に向けて対応に全力を尽くしている

ところですが、依然として予断を許さない状況が続いていると考えており

ます。不要不急の外出自粛などへの協力など、市民の皆様には大変大きな

ご負担をお願いしており、新型コロナウイルス感染症の発生がこの市民満

足度といった市民意識にも少なからず影響を与えるものと考えております。 

         言うまでもなく、新型コロナウイルス感染症への対応は喫緊の課題であ

り、市政運営上、最も重要な課題であります。この課題に真摯に取り組み、

一刻も早く市民の皆さんの安心安全な生活を取り戻すことがＣＳ９０の達

成という意味でも大変重要であると考えております。 

         ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症による影響が考えられると

ころでありますが、一つの区切りとして目標年次は延長することなく、Ｃ

Ｓ９０運動の目標の達成に向けて最後まで全力を尽くしていきたいと考え

ております。 

         私からは以上でございます。 

〇 産経新聞   そうなりますと、国際芸術祭につきましては、ある程度時期が固まった

ところで改めて予算規模などもご発表いただけるということでよろしいで
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しょうか。 

〇 市  長   はい。 

〇 産経新聞   分かりました。ありがとうございます。 

         代表質問の説明に関して、質問のある社はお願いします。ないようでし

たら、代表質問以外の質問についてもよろしくお願いします。 

 

〇 共同通信   共同通信です。 

         京都アニメーションの放火殺人の関係でお伺いします。昨日さいたま市

の青葉真司容疑者が逮捕されました。青葉容疑者については、これまでも

報道などでさいたま市で生活保護を受給していたと。つまり市のケースワ

ーカーが訪問して彼のケアなどをしていたと思います。当初市長は会見な

どでも、個人情報ということで、情報は明らかにしてこられませんでした

けれども、容疑者が逮捕されたことで段階というのが１つ変わったかなと

思います。事件の再発防止という意味でも、障害者であるとか困窮者への

ケアがどのような形で行われていたかというのは重要な情報だと思ってい

て、容疑者と市の関わり方であるとか、また事件が起きて以降どういう検

証を市がされてきたのか、そこについて何か言えることがあれば教えてく

ださい。 

〇 市  長   まず、今回あってはならない大変悲惨な事件から１０か月となりまして、

容疑者が逮捕されたという報道を受けました。重ねてお亡くなりになられ

ました方々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。また

負傷された方々、今なお入院されている方もいらっしゃると聞いておりま

す。また、負傷された傷跡が残っている方もいらっしゃると思います。負

傷をされた方々が心身ともに一日も早くご回復をされることをお祈り申し

上げたいと思います。また、重大事件を発生させた容疑者の逮捕により、

動機が解明されることを切に望んでおります。 

         今回の事件を受けて、容疑者と市の関わり、利用状況等についてですが、

これは事件当初から個人情報のため、お答えできないと申し上げてきてお

ります。現時点では、引き続き個人情報でありますので、お答えを控えさ

せていただきたいと考えております。 

〇 共同通信   例えば子供の虐待事件等があったときに、当該の自治体が個人情報に配

その他：京都アニメーション放火殺人事件について⑴ 
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慮しつつも、その自治体の対応の在り方について検証するような公表をし

たりとかしています。あと、同じように重大事件という意味では、神奈川

県の相模原市で障害者施設の殺傷事件があった際、相模原市は生活保護受

給者だったと、容疑者が受給していたということを取材に対して明らかに

しています。必要とあれば自治体というのは個人情報であってもきちんと

公開できる範囲で情報を公開して、検証できるようにしてきたという経緯

があると思います。今のさいたま市の対応を見ていると、今回の事件に関

してもさいたま市は関係ないと、検証もする必要がないと、そういう態度

に見えるのですけれども、市長はこのままでいいと考えていますか。 

〇 市  長   （容疑者の）逮捕ということで、これから捜査が行われてくるものと思

います。また、その捜査の過程の中で様々な事実や動機が明らかにされて

くると思っておりますが、さいたま市としては、現時点では個人に関わる

情報については差し控えさせていただきたいと思っております。 

〇 共同通信   私からは最後で、個別の事案については答えられないということだと思

うのですけれども、一般論として、行政がこれだけ重要な事件に何らかの

形で深く関わっていたと、そういう場合に、市はその対応の在り方、支援

の在り方について検証するべきだと思いますか。また、その検証をする場

合には公表すべきだと思うのですけれども、そこについては市長としては

どう考えますか。 

〇 市  長   こういった事件であったり、あるいは事故であったり、行政は様々な個

人情報を持っております。その中で、どこまでその個人情報を公表してい

いかということについては、これは私たちも一定のレベルの中で判断し、

決めているところでありますが、今後これは永遠にその基準が変わらない

というものではないと思っています。ただ、私たちとしては個人情報を扱

い、またそこをしっかり配慮している、守っている公的な機関として、あ

る程度きっちりとした基準の中で判断をしていかなければいけないと思っ

ております。 

今後こういったいろいろな事案が出てくると思います。現状のこういっ

たものがそのままでいいのかどうかについては、いろいろなご意見、ご議

論があろうと思います。様々なケースがある中で、個人情報の公表の仕方、

またプライバシーへの配慮の仕方については、改めて今後庁内あるいは外
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部も含めて、検討していかなくてはいけないことになるのだろうと思いま

す。現時点では、まだそれについて今検討しますということは申し上げら

れませんけれども、そういったものは一つの自治体としてのテーマとして

はあると思っております。 

〇 テレビ朝日  テレビ朝日です。 

         今回の青葉容疑者が逮捕されたことに関して、さいたま市として住んで

いることはもう当然把握されているわけで、その中で生活保護を受けてい

たかどうかについても答えられないということなのですけれども、検証自

体はされたのでしょうか。検証されたのか、されていないのかだけでもち

ょっと教えていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

〇 市  長   検討と検証というのはあると思いますが、もちろん、（事件・事故に関わ

る個人情報を）どこまで出していいかということについては、これまでの

ガイドラインに沿って検討はしました。検証はしておりません。 

 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         以前も聞いた、さいたま市立病院の旧病棟の解体については結局どうな

ったか。市としてどうなったのでしょうか。 

〇 市  長   さいたま市立病院（旧病棟）についての私どもの考え方について説明し

たいと思います。 

         以前の記者会見でも（申し上げたが）、さいたま市立病院の旧病棟につい

ては、現状では医療施設ではなくなっております。そのために、いわゆる

新型インフルエンザ等特別措置法上で知事に与えられている権限に基づい

て、こういう用途で医療機関として活用すると宣言をしていただいて措置

をすれば、これは活用ができるということになっているところです。 

         最近の埼玉県の方針では、５月の定例記者会見で大野元裕知事から、「疑

い病棟をつくる、もしくはその病院一つを疑い病院にすることについて、

１か所に集めるよりも幾つかのところに分散したほうが、疑い患者の方を

すぐに入れられる」という方針が示されたと理解しております。 

         埼玉県では、さいたま市立病院の旧病棟を活用するという私たちの提案

に対しては、現状では優先順位としてはあまり高くないという状況を承っ

ているところです。現行の措置法上、埼玉県としての取組に位置づけられ

その他：さいたま市立病院旧病棟の活用について 
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ませんと、医療施設として活用ができないという条項がございますので、

まことに残念でございますが、現時点では医療施設として活用することは

難しいと判断せざるを得ないと思っております。 

         また、一方で５月２５日に開催されました総理会見の中には、全国各地

で新型コロナ重点医療機関を指定し、今後の流行のおそれに備え、十分な

専用病床をしっかりと確保していくことが必要だと発言されているわけで

ありますが、この新型コロナウイルス感染症については、今後第２波、ま

た第３波が再び訪れる、流行するということが予見されているところです

ので、さいたま市としては、この市立病院の旧病棟については当面取壊し

をせずに、活用の可能性を含んだ対応を指示しているところです。 

         市立病院の旧病棟を解体する工事については、今年の夏から予定をして

いるところですけれども、これを活用するには、いずれにしても費用がか

かる、整備コストがかかる、あるいは人材の確保など、課題もございます。

そうした中で、私たちとしてはこの第２波、第３波が来たときに、もし何

かのときに必要があれば活用してもらえるという、いざというときの体制

は残しておきたいと思っておりますので、現時点では旧病棟の当面の取壊

しはしない方針です。 

         今後、第２波、第３波の状況を見据えながら、埼玉県あるいは県知事に

おいて適切に判断されるものと考えております。 

〇 毎日新聞   先ほどから聞くと、県が県がと、県のことばかりのような気がするので

すが、市としては、医療機関としては市としてはできないからやらない、

もしくは市としてやれることはほかにないのでしょうか。 

〇 市  長   先ほど来申し上げているとおり、既に旧病棟については医療機関ではな

くなっています。ですので、当然新型インフルエンザの患者を何らかの形

で療養する施設として位置づける場合には、やはり県のご判断はどうして

も必要になります。私たちとしては、それがいつでも必要なときに使って

いただける環境をつくっておくということにはしていきたいと思いますが、

どうしても法律的な部分がありますので、その中で県で適切なご判断の中

で活用していただけるということであれば、それは私たちとしては大いに

協力をしていきたいと思っております。 

〇 毎日新聞   やっぱり埼玉県の中では、さいたま市民の人数が圧倒的に多いと思うの
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ですが、市民のための病床確保のために市として、政令市の市長として県

に何らか働きかけるとか、そういうことはないのでしょうか。もしくは、

ほかに市としてドクターの確保に走るとか、そういうことは考えていない

のでしょうか。 

〇 市  長   これまでも中等症の病床の確保に取り組んで、既に５０床以上確保して、

今７０床超確保してきたところでございます。 

         また、今後も引き続き病床の確保というのは非常に重要なテーマだと思

っておりますので、既に補正予算、あるいは専決の予算の中で、医療機関

を確保するための補助制度もつくらせていただいて、民間の機関も含めて、

この新型コロナウイルスの患者さんを受け入れやすい環境づくりは、既に

しているところです。 

         その中で、これは第２波、第３波がどのぐらいの規模で、どのような形

で起こってくるかは分かりません。ですので、いざというときの後ろ盾と

して、この旧病棟はもうちょっと様子を見ていきたいと思っておりますが、

市としてはそれ以外のやり方で、既に既存の医療機関として認定をされて

いる病院の病床確保、これにしっかり市としても取り組んでいくというこ

とを併せてやっていきたいと思います。 

         ただ、いずれにしても新型コロナウイルスの患者の受け入れについて言

うと、これは市だけでできるものではありません。これは市内の病院では、

市外からの患者さんも当然受け入れているわけでありまして、県全体で患

者の受入対応をしていただいております。最終的には（市内の病院に）市

外の方々も当然受け入れていくことになりますので、私たちとしては市内

の病院がその新型コロナウイルス患者を受け入れやすい環境をつくるため

に引き続き、また現在もそうですけれども、努力を続けていくということ

です。 

〇 毎日新聞   市立病院旧病棟について県に何か働きかけるということは、具体的には

されていないですか。 

〇 市  長   最終的には、軽症者の療養施設、あるいは中等症、重症、そういった医

療施設の確保については、これはできるだけ多く広げていくということは

もちろん重要ですが、もう一つやはりどうしても費用の問題、あるいは人

材の問題、これはどうしても大きなネックになると思います。その中で、
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既存の医療資源の中でそれが確保できるとすれば、優先順位としては既に

医療機関ではなくなったさいたま市立病院の旧病棟については、優先順位

としては低いということは私たちも理解をできておりますが、ただ、想定

を超えるような状況が生まれてくるかもしれません。そういったときのた

めに、さいたま市立病院の旧病棟を活用していただければ、ありがたいの

ではないかと思います。 

         これはコスト、あるいは開けられる準備をするためのタイミング、それ

から従事をしていただくための医師をはじめとした医療スタッフ、これを

きちんと確保した上で実施をしなくてはいけませんから、それを県の中で

判断をしていただくことになると思います。もちろんそれを判断していた

だくためのいろいろな協力は、さいたま市としても様々な形でやっていく

と思っておりますが、最終的にはそういったものを総合的に判断して、新

型コロナウイルスの緊急事態宣言がなされたことが前提にあって、その権

限が生まれてきますので、そういった事態になったときに埼玉県知事に判

断をしていただきたいということです。 

〇 毎日新聞   県からは、この旧病棟について何らかのアクションとかはあったのでし

ょうか。 

〇 市  長   これも以前の会見でもお話ししておりますけれども、現場については県

の担当者の方々も見に来ていただいたりもしております。その中で、そう

いったコストの面であるとか、あるいは医療スタッフの面であるとか、そ

ういったものを総合的に勘案して、現状としては、優先順位としてはあま

り高くないと伺っております。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         １０万円の定額給付金について伺いますけれども、担当者の人員が増員

されていると伺っていますし、今日から郵送が始まっていると思いますけ

れども、あとオンライン申請の不備が幾つかあったと思いますけれども、

その数字を教えてください。 

〇 市  長   まず、オンライン申請につきましては申請内容に不備が多く、膨大な作

業量が生じており、庁内で職員が手分けをして対応するなど、さらに（職

員を）増員して臨機応変に努めているところです。現在のところ、（オンラ

その他：特別定額給付金について 
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イン申請の）２割ぐらいに不備があるという状況です。 

         主な内容としては、重複の申請、多いものでは一人の方が１０回ぐらい

申請をされているケースもありますし、世帯主以外からの申請であったり、

口座情報の記入漏れであったり、あるいは誤記入などもございます。そう

いった不備が２割ぐらいあるという状況でございまして、その中でも既に

２６日から給付はスタートしているところです。 

         第１回目の給付は約１万件、約２５億円の給付を行ったと聞いておりま

す。 

〇 埼玉新聞   人員の増員とかオンライン申請の数字の内訳、その辺はいかがですか。 

〇 市  長   まずオンラインの申請受付件数は、５月２６日時点で２万７，８３２件

です。 

         人員の増員については、お願いします。 

〇 事務局    給付担当の職員に関しましては当初８名、課長職以下８名でございます。

その後、３名の増員をしているところでございます。 

〇 時事通信   時事通信です。 

         この定額給付金につきまして清水市長は、ご自身は、自治体の首長によ

っては申請しないとか、そういう声も多くはないと思いますが、あります

が、清水市長自身は申請する、したということについてと、もし申請して

受け取るのであれば、どういうものに活用したいかということについてお

伺いできればと思います。 

〇 市  長   まず、現状については申請をしておりません。 

         申請するかどうかについてですが、市長という立場から考えると申請を

するつもりでいます。それは、もちろん公的な立場にあって、申請をしな

いというのも一つの選択肢としてはあろうかと思いますが、やはり申請を

することで、その給付金をいただいて、そして地元の経済に生かしていく

ということをしっかりやることが、首長としては、さいたま市にとっては

一番いい選択だと考えて、そのようにしようと考えております。 

〇 時事通信   今の関連で、１人１０万円ということですけれども、どういうふうに使

おうかということについてはどのようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、まだ具体的に全部を決め切れておりませんけれども、特に

今回（外出）自粛で大きな影響を受けたと思われる地元の飲食業の方々で
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あるとか、そういった今回最も影響が多く受けたと思われる業種を中心に、

地元で消費をするということが必要ではないかと思っています。 

 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         ２点教えていただきたいのですけれども、１点は、４月１７日に市長が

県内の１９市ともに、大野知事に患者の受け入れ体制の体制強化のために

情報共有などを求める要望書を提出されたと思うのですけれども、その提

出の具体的なその成果として、市長が受け止められている内容をもし伺え

ましたら教えてください。 

〇 市  長   まず、要望の後、その数日後だったと思いますが、重症、中等症、軽症、

それから無症状の方々を含めて大体どのぐらいの病床といいますか、そう

いったものを確保するかということについてはお示しをしていただけたと

思っております。 

         また、個々の情報提供については、さいたま市としても、県のほうに職

員を派遣して情報共有をしているところでありますが、さいたま市は独自

に保健所を持っておりますので、市内の状況はおおむね現実として分かる

状況でありますが、それ以外の自分のところで保健所を持っていないとこ

ろの市町村については、必ずしも十分情報がいっていなかったという状況

もあったので、そこも含めてお願いしてきたつもりですが、そこの部分に

ついては、私もまだ現状としては（成果を）把握しておりません。 

〇 読売新聞   先ほどおっしゃられていた重症、中等症、軽症の病床の確保の状況を示

されたというのは、一般に公に広くされた分についてということでしょう

か。 

〇 市  長   はい、そうです。 

         また、今後は第２波、第３波に向けて、どういった準備をしていくのか

という方向性を、今後また具体的に示していただけるものと思いますので、

それに基づいて市としてどういうことがサポートできるか、支援できるか、

協力できるかということを、私たちとしても、私自身も市民の命と健康を

守る大きな使命がありますので、その中でしっかりと協力をしていきたい

と思っております。 

〇 読売新聞   その情報が共有されたことで、何か市長が支援なり、ほかの市町村でも

その他：埼玉県への医療体制に関する要望等について 
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構わないのですけれども、何かアクションを起こされたということはあっ

たのでしょうか。 

〇 市  長   私どもとしても、当初中等症と軽症、新型コロナウイルスについて言え

ば８割が軽症の患者さんですので、一つは自宅待機が当時は多かったとい

う状況がありましたので、軽症者を受け入れる病室の数や取組状況を知り

たかった部分もありました。また併せて重症の方を対応する病院というの

は、これも限られている病院ですので、その下の中等症を受けてくれる病

床がどのぐらい確保されていて、どのぐらいを目標にしてやっていらっし

ゃるのかということを把握ができたということで、さいたま市としても市

内にある病院の中で、それを受け入れられる病院がどのくらいあるのかと

いうことを把握しながら、そういった病院が病床を提供しやすい環境づく

りをどうしたらいいかということで、先般も予算化させていただきました

けれども、１日幾ら補助をさせていただくという制度をつくらせていただ

いたということです。 

〇 読売新聞   あともう一点なのですけれども、緊急事態宣言の解除で、様々制約され

ていた活動緩和に向かうと思うのですけれども、市長の後援会活動の再開

についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   後援会というのは政治の後援会ですか。なかなかすぐにというわけには、

難しい状況にあると思っております。やはりある一定期間、社会情勢を見

ながら、私も政治家でありますので、それをやってきたことなどもお伝え

をしなければいけないということも義務としてあると思っておりますので、

社会情勢を見ながら、また活動を再開はしたいと思いますが、現状として

は今すぐということには、なかなかなりにくいのかなと思っています。 

 

〇 産経新聞   ちょっと話が戻ってしまうのですけれども、京アニの事件について、先

ほどの質問の中で市長は、個人情報を理由に今回の対応について公表でき

ないとおっしゃっていますけれども、事件直後の会見でもたしか同じこと

をおっしゃっていたと思います。 

         ただ、今回今日までに１０か月以上たっていて、これまでに市としてケ

ースワーカーさんの対応だとか、たとえ記者会見で公表しない形であった

としても、内部で検証することというのはできたと思うのですけれども、

その他：京都アニメーション放火殺人事件について⑵ 
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これを市長が指示していなかった理由について、ちょっと教えていただけ

ますでしょうか。 

         内部で市としての対応を、どういう対応をこれまで青葉容疑者に対して

とっていたのか、そうしたところを市長としても関心はなかったのでしょ

うか。 

〇 市  長   もちろんどういう対応をしてきたかということについて、内部的にどう

いう状況だったかということについては報告を受けたり、そういう意味で

の検証という言い方がいいのか分かりませんけれども、確認をしてきたと

ころであります。 

         ただ、それを外部の機関で、あるいは外部の人を入れてというようなこ

とはしてございません。 

〇 産経新聞   今回の事件を受けて、反省して取り入れている部分はあるわけですか。 

〇 市  長   現状として、事件の全容、動機それぞれがまだ十分把握されておりませ

ん。私たちとしては、その裁判の状況を見ながら、その中で行政とのかか

わりの中でどういった影響があったのかということについては、今後検証

していく必要、あるいは私たちとしても見ていく必要があるかもしれませ

んが、現状としては、まだそこが全く明らかになっていないという状況が

ございます。その１０か月の間は、容疑者が入院されてというような状況

がありまして、捜査あるいは裁判というものが行われておりませんので、

その事件との関わりの方での検証ということはしておりません。 

〇 産経新聞   大変言いづらいのですけれども、この１０か月の間に同様の事件みたい

なの発生する可能性もあったわけで、そうした意味では、たとえ裁判を経

なくても、市としてどういう対応を取ってきたのか、容疑者に対して事件

以前に。そうした部分を、せめて聞き取りを行ってなどの対応ができたよ

うな気がしております。 

         今後、裁判を経ていろいろな部分が明らかになるとおっしゃっています

けれども、そういう意味では先ほどだと、今後公表するかどうか、検証す

るかどうかについても未定だ、みたいなことおっしゃっていましたけれど

も、ここはしっかり検証するのかどうかをはっきり市長としておっしゃっ

ていただけるとうれしいのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

〇 市  長   今後の捜査、また裁判の状況を見て判断していきたいと思います。 
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         ただ、１点ちょっと言っておきますと、あまり具体的に言えませんけれ

ども、容疑者と行政との状況については、いろいろ報告は受けております。 

 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         認可外保育施設の補助金というか、保育料の返還という件で、前回の会

見でも出ましたけれども、認可外保育施設であって市の基準に満たないと

ころの保育料は返還されないということで、前回の会見では、市長は一定

のそういった施設にも役割があるというのを認めた上で、ただ保育料に関

しては、これから判断していきたいというようなことを言っておられまし

た。 

         これまでの検討状況とか、今日御覧になっているお母さんとかでも、今

日の補正予算に入るのではないかしらと期待されていた方もいらっしゃる

と思うので、どういう状況であるのかというのを教えてください。 

〇 市  長   先般、保護者の皆さんからご要望をいただきました。それについてはし

っかりと拝見をさせていただき、また先の記者会見でも申し上げましたと

おり、待機児童の受皿としての役割を担っていただいているということに

ついても理解をしているつもりでございます。 

         その中で、他市の自治体の状況であるとか、そういったものも調査をし

ながら、その中で市としてどう取り組むかということについて、今検討を

続けている最中でございます。 

〇 東京新聞   そうしますと、判断としてしないという、返還しないというわけではな

くて、今後またそういうふうになる可能性もあり得ると考えていいのでし

ょうか。 

〇 市  長   現在検討を続けているというところです。 

 

〇日本経済新聞  話が病床の話に戻ってしまうのですけれども、コロナの陽性患者の病床

確保というのももちろん大事だと思うのですが、そもそも政令市の中では

病床数だったりとか医師数というのが一番少ないという話がありまして、

仮にまた第２波、第３波が起きた場合に、治療とか検体採取とか、そもそ

も医師が足りなければ医療崩壊の懸念があると思うのですけれども、医療

体制を今後どのように進めていきたいのか、ちょっと長期的なスパンの話

その他：認可外保育施設の支援について 

その他：さいたま市の医療体制について 
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になるかもしれませんが、ちょっと市長のお考えを伺わせてください。 

〇 市  長   ご案内のとおり、埼玉県もさいたま市も人口当たりの医師の数、あるい

は病床数ということでは、全国でも県全体でいうとワーストワンという状

況があって、通常においても医療資源が極めて厳しい環境にある地域です。 

         その中で、今回それに加えて新型コロナウイルスの感染症が拡大をする

中で、さらに医療機関に負担がかかってくることになりますので、この少

ない医療資源をどう活用していくのかということが、これから私たちにと

っても大変重要で、また一番心配なところでもあります。 

         その中で、当初５月中旬ぐらいまでの中では、大野知事のほうでは軽症

者も含めて１，０００床ぐらいの医療施設を確保していくという目標の下

に進めてきていただきました。それについては、連休明けまでには何とか

実現できたと考えておりますが、これが第２波、第３波がそれより上回る

ものなのか、あるいはそこまではいかないものなのか、これ誰も予想をつ

けることができません。当然それを上回るものということも想定をしてい

かなくてはいけないと思っております。だからこそ、その少ない医療資源

をいかに有効に、既存の様々な病気を抱えている方々への対応もしながら、

それを活用するかということは、すごく重要なポイントだと思っています。 

         その中で、今回新型コロナウイルスの大きな特徴は、軽症者、あるいは

無症状の方が非常に多いということがございますので、その全体の感染者

数の８割はそういう方々であると。残りの２割の方々が中等症であったり、

そのうちの５％ぐらいでしょうか、重篤になるというようなことも言われ

ていますが、今後第２波がどのぐらい大きなピークを迎えるかということ

を想定しながら、それぞれ重篤な重症者に対応する施設の確保と、それか

ら中等症の患者さんに対応する病院の確保をする。それから併せて軽症者、

今回軽症者の中でも全員がホテルなどの宿泊療養施設に入ったわけではな

かったということも、それはご希望されなかったということも含めて、そ

こに対してどう対応していくのかということが、これからの埼玉県やさい

たま市にとって大変重要な課題だと思います。 

         その中で、急に悪化するという事例も第１波のときにはございました。

ですから、軽症あるいは無症状の方々に対するケアと、特に中等症の重く

なった方を受け入れる病院の確保、それからエクモなどを利用できる重篤
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な病院を確保することをそれぞれ連携してやらなくてはいけないと思って

おります。そこには、医療スタッフの問題とかいろいろな問題が関わって

きます。 

         今回、第１波でいろいろな経験を、県も私たちもしましたので、それを

踏まえながら、第２波、第３波での状態をしっかりと想定して、その準備

を県と連携をしながらやっていくことが必要だと思っています。それにつ

いては、今県とも情報交換、あるいは情報提供、あるいは考え方を示して

ほしいということは申し上げているところでありますので、その中で市と

してさらに個別でのお願いなども含めて、それはしっかりと確保できるよ

うに取り組んでいきたいと思っています。 

 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         緊急事態宣言解除に向けた施設の再開方針についてさいたま市の取組を

見ていますと、非常に情報発信の部分で遅れているというような意識を感

じております。 

         なぜかといいますと、例えば千葉市は解除に備えて、直ちに市の博物館

を２６日からオープンさせております。また、千葉市の市長や横浜市の市

長は、その２５日の夜の時点から、もうホームページで市民サービスの再

開についてというコメントも発表しております。これに対してさいたま市

は、市長がメッセージを発信したのが２６日の夜ということですし、その

ホームページも、ほかの市などはトップページからすぐ入れるようになっ

ているのに、さいたま市の場合はどこから入ればいいのか分からない、市

民にとっては施設がどうなるかということが全く分かりにくい状況です。

一覧表などもつくっていません。こうした要するに取組について早くから、

解除については月末を待たないという話もあった中で、準備の遅れも含め

て情報発信が非常に遅いというふうに思いますが、その点についてどう思

われますか。 

〇 市  長   今後改善していきたいと思います。 

〇 朝日新聞   遅れた理由については、どういうことになるのでしょうか。 

〇 市  長   ２５日の県の方針決定を受けて対応しようということで決めておりまし

た。２６日に本部員会議をやった上で発表していこうという段取りにして

その他：情報発信のタイミングと会議の公開について 
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おりましたので、そういうスケジュールになりました。 

〇 朝日新聞   そうした会議を経ないでも準備することや、あるいは解除することは可

能のような気はしますけれども。 

〇 市  長   準備はしてきました。ただ、発表はそのタイミングになったということ

です。今後できるだけ早く発表できるように、またホームページ、何層も

入らなくてはいけないというご指摘もありました。その辺についても改善

をしていきたいと思います。 

〇 朝日新聞   本部員会議のクローズドの会議についてもお聞きします。 

         横浜市などもオープンしていますし、埼玉県も対策本部会議をオープン

にして、情報ができるだけ多くの人に知られるような形で進めています。

さいたま市は一貫してクローズドにしてきました。 

         これは、さいたま市政が非常に閉鎖的だというふうにも指摘されかねな

い問題だと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇 市  長   先般の記者会見（本部員会議後の取材）でもご質問があり、またお答え

をさせていただきましたけれども、やはり危機管理事案の際には個人情報、

あるいは個人が想定されるような情報が漏れる可能性もあるということも

踏まえて、今回については冒頭での取材のみということでありました。し

かし、個人情報については十分配慮した形で会議もできると思いますので、

そこは改善していきたいと思います。 

〇 朝日新聞   今までそれに気がつかなかったこと自体が、市長としてどうしてその辺

に、指摘されるまで分からなかったんでしょうか。 

〇 市  長   これは一昨日の記者会見（本部員会議後の取材）でも申し上げましたと

おり、今までの危機管理事案についてはそういうやり方でやってまいりま

したので、そうしてきたということです。 

         ただ、ご指摘のとおり個人情報等については配慮した形で会議もできる

だろうということですので、今後については公開する方向で検討していき

たいと思います。 

〇 朝日新聞   本部員会議は閉鎖されましたけれども、今後同じような会議について、

個人情報に配慮した上でオープンになるように私からも要望しますので、

お願いします。 

〇 市  長   新型インフルエンザの本部員会議は廃止になりましたが、新型コロナウ



 
26 

イルス危機対策本部員会議は継続しておりますので、そこにはそういった

ことを十分配慮したいと思います。 

〇 産経新聞   そのほか質問はありますでしょうか。 

         質問がないようですので、記者側からの質問は終了させていただこうと

思います。 

〇 進  行   以上をもちまして市長定例記者会見を終了とさせていただきます。 

         なお、次回の開催は６月１７日午後１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 ３時１７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。 

 


