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さいたま市長定例記者会見 

令和２年７月２８日（火曜日） 

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、東京新聞さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 東京新聞   幹事社を務めさせていただきます東京新聞と申します。よろしくお願い

します。 

         それでは、今日の内容について、市長から説明をお願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         報道にもありましたとおり、昨日、本市の消防職員が逮捕されるという

事態がありました。市民の皆様の信頼を損なうこととなり、大変申し訳な

く思っています。市民の皆さんに対して、改めておわびを申し上げたいと

思います。本当に申し訳ありませんでした。 

         詳細については、現在確認をしているところですが、事実を確認し、厳

正に対処するよう指示しました。職員一人ひとりが全体の奉仕者として自

ら襟を正し、公務員として自覚ある行動に努めるよう、改めて職員の綱紀

粛正、服務規律の確保について徹底を図ってまいります。 

         さて、先日の令和２年７月豪雨が特定非常災害に指定されるなど自然災

害は人間社会にとって大きな脅威となっており、昨年１０月の台風第

１９号は、過去最大級の台風として、本市においても甚大な被害をもたら

しました。 

         地球温暖化に伴い、豪雨災害や猛暑のリスクがさらに高まっていること

が指摘されており、まさに我々は危機に直面していると改めて認識をして

いるところです。 

         今後、持続可能な社会を未来に引きつないでいくために、市民・事業者・

行政のあらゆる主体がこの危機感を共有し、積極的に取組を進めることが

重要と考えております。 

         本市としても、脱炭素社会の実現に向け、ゼロカーボンシティを目指し

ていくことを表明し、その実現に向け、市民・事業者・国や他の自治体な
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ど様々なステークホルダーと連携し、先進事例の技術・知見を吸収しなが

ら、ゼロカーボンシティの実現へ結びつけてまいりたいと考えております。 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。「新型コロナと戦い、市

民の命と暮らしを守り抜く～さいたま市緊急対策第５弾～」について説明

させていただきます。 

         はじめに、本市の感染状況から説明します。まず、７月２６日時点で市

内の検査で陽性が判明した方が３５３名、うち感染経路不明者が９９名、

調査中が４７名となっております。また、市内在住者の状況は、入院中の

方が５６名、宿泊療養の方が２９名、また自宅療養の方が３４名、そして、

退院・療養を終了された方が２８０名、お亡くなりになられた方が１０名

です。合計で４０９名となっております。既に公表しているとおり、７月

１７日に１名の方がお亡くなりになりました。心よりご冥福をお祈り申し

上げたいと思います。 

         依然として東京都を中心に首都圏で感染が拡大しており、本市でも７月

２２日に１日で最多の１５名の陽性者が判明していることから、引き続き

警戒していく必要があります。 

         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及び陽性率に

ついて説明させていただきます。陽性率につきましては、６月下旬以降か

ら上昇し始めて、７月２６日時点では３．６％となっております。陽性者

が増加傾向にありますが、ＰＣＲ検査数が大幅に増加しているため、４月

のピーク時と比較して陽性率は低くなっております。検査状況につきまし

ては、従来どおり市での検査及び医療機関による検査と並行して７月

１５日からは、キャバクラやホストクラブを対象とした臨時ＰＣＲ検査を

実施しているところです。 

         それでは、次に最近の陽性者の状況について説明をさせていただきます。

こちらが６月２６日から７月２６日までの約１か月間の陽性者の状況です。

接待を伴う飲食店で最初に陽性者が判明したのが６月２６日、この６月

２６日から７月２６日にかけてのグラフです。 

クラスターが発生した３店舗については、利用客のリストの提出を受け

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５弾～」
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るなどして、従業員、利用客ともに検査を実施し、７月１０日以降クラス

ターによる感染者は報告されておりません。一方、クラスター以外の感染

者については、日によって数は異なるものの、連日発生している状況です。

感染経路不明者は、調査中の方を含むものの一定程度見られており、引き

続き注視をしていくことが必要です。感染者の年代別の割合の推移を見て

みますと、依然として２０代、３０代が４０％以上を占めるものの、徐々

に４０代以上の高齢世代の割合が高まってきており、この重症化するおそ

れが高いとされる高齢者への感染が危惧されているところです。 

         続きまして、大宮南銀座地域の臨時ＰＣＲ検査の実施状況について説明

します。昨日、私も大宮南銀座地域の接待を伴う飲食店等の感染防止対策

状況を確認してきたところですが、この地域において７月１５日からキャ

バクラ・ホストクラブ従業員にＰＣＲ検査を実施しております。 

         ７月２８日火曜日の１２時時点の状況をお伝えしたいと思います。今回

の検査でキャバクラ・ホストクラブと思われる店舗は１０４店舗で、その

うちの６７店舗からお申し込みをいただいております。申込者数は

６３２名、７月２７日までに３８１名の検査を実施しています。また、７月

２２日までに検査を受けた３０６人のうち、陽性者は１人です。陽性者１人

が判明した店舗につきましては、臨時ＰＣＲ検査で他の１３人の従業員の

検査も終了しております。 

         検査は、７月３１日金曜日まで実施をしてまいります。引き続き多くの

店舗の皆さんにさらにお申込みをいただいて、ＰＣＲ検査を実施をしてい

きたいと考えております。 

         それでは、さいたま市緊急対策第５弾について説明したいと思います。

基本的な考え方については前回お示しをしたとおりですが、東京都を中心

に首都圏でも感染拡大している状況にあって、事態の長期化を見据えた対

応の考え方について取りまとめました。新規感染者数の増大に十分対応で

きるように、医療提供体制を維持するほか、検査体制や保健所の体制を強

化し、クラスター対策の強化等に引き続き取り組み、感染拡大の防止と新

しい生活様式を踏まえた社会経済活動を両立させます。 

具体的な取組の方向性につきましては、①として「感染の再拡大に対応

可能な検査・医療体制の整備」、②として「経済活動の回復に向けた消費喚
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起策とウィズコロナ時代に対応した投資の促進」、そして③として、「感染

拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立」、以上の考え方に基づきまして、

市民の命と暮らしを守るため、さいたま市緊急対策第５弾を取りまとめま

したので、説明をさせていただきます。 

         事態の長期化を見据えて、「感染の再拡大に対応可能な検査・医療体制の

整備」、それから「経済活動の回復に向けた消費喚起策とウィズコロナ時代

に対応した投資の促進」、それから「感染拡大防止と新たな暮らしのスタイ

ルの確立」、これらを柱として取り組んでまいります。 

         引き続き「市民生活の下支え」についてもしっかりと取り組み、総額約

３９億６，０００万円の緊急対策を行い、本市ならではのきめ細やかな支

援を展開してまいりたいと思います。これまでの第１弾から第５弾までの

本市の緊急対策の合計額は約１，７５４億円となっています。 

         最初に、取組①から説明します。取組①は、「医療提供体制及び検査体制

の強化」についてです。さいたま市におきまして、新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金を活用して、設備整備事業補助金を創設します。

新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で購入する個人防護具に対

する購入費を補助します。また、帰国者・接触者外来等で購入する個人防

護具や簡易診療室等の購入費等を補助します。また、検査実施期間で整備

するＰＣＲ検査機器の購入費等を補助します。これらの支援によって、医

療提供体制の強化及び検査体制の強化を図ってまいります。 

         次に、本市の経済状況について説明をしたいと思います。先日、２回目

となる情報交換会を開催させていただきました。市内経済は、飲食業を含

めた小売が依然として厳しい状況にあり、また宿泊・サービス業など、観

光関連の事業者も厳しいという報告がございました。また、経済関連の有

識者と対談し、緊急的には地域経済の崩壊を防ぐ必要があること、また農

業生産者を守るためには流通また飲食など、川下も支援する必要があるこ

となどのアドバイスもいただきました。私自ら行ったこれらの現状把握の

上で、飲食・小売、商店街、流通に対する支援を行うこととし、緊急対策

第５弾において地域経済の回復へ向けた経済対策として実施することにし

ました。観光については、今後さらに検討を深めてまいります。 

         続きまして、取組②から順次説明をしていきます。取組②は「キャッシ
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ュレス決済のポイント還元による消費活性化キャンペーン」です。 

         これは、新型コロナウイルス感染症の影響により市内の消費も落ち込ん

でいる状況の中で、この市内消費を活性化させるとともに市内の事業者を

支援するため、キャッシュレス決済を利用しての飲食や買い物に対して、

支払金額に応じたポイントが還元されるキャンペーンを実施します。実施

期間は、令和２年９月からの１か月間を予定しております。開始の詳細に

ついては、後日決定します。対象施設は、大型店・チェーン店などを除い

た店舗とします。 

         ポイント還元につきましては、支払金額の２０％、１回当たりの上限は

１，０００円相当、実施期間中の上限を１０，０００円相当とさせていた

だきます。付与されたポイントは、後日実施する買い物等に使用できます。

ポイント還元事業を実施することで消費喚起が行われ、地域経済の活性化

につながると考えております。また、キャッシュレス決済は、国の新しい

生活様式の中で普及促進が掲げられており、ウィズコロナ期の取組として

も大変有効な手段であると考えております。 

         続きまして、取組③「プレミアム付商品券の発行」です。 

         新型コロナウイルス感染症によって消費者の購買行動が大きく変化して

おり、市内商業に大きな影響が出ていることから、市内店舗における消費

を促すために市内商店等で利用可能な２０％のプレミアムがついた商品券

を発行します。プレミアム率は２０％。販売価格は、額面１２，０００円

の商品券を１０，０００円で販売します。販売冊数は６０万冊とし、１人

５冊まで購入可能とさせていただきます。商品券の構成は、全ての店舗で

利用可能な共通券、大型店以外で利用可能な専用券、この２種類となりま

す。販売対象者は、市内在住、在勤及び在学の方です。販売方法はウェブ

サイト、またははがきにより申込みを受け付け、抽選により購入者を決定

します。商品券の利用開始は１２月を予定しております。本事業によって

市内店舗における消費を促し、域内循環を図ることで早期の経済回復につ

なげていきたいと考えております。 

         続きまして、取組④「商店街活性化キャンペーン事業の補助額引き上げ」

について説明します。 

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



6

していることから、商店会及び商店の経営状況の改善を図るため、さいた

ま市商店会連合会が実施する商店街活性化キャンペーン事業に対する補助

額を引き上げます。当初予算額６，０００万円でしたが、これを２，０００万

円引き上げ、８，０００万円とします。実施時期は１０月１日から１１月

８日までを予定しております。 

         実施内容は、本事業参加店舗において、消費者が買い物等をした際、Ｑ

Ｒコード付き応募はがきを進呈し、抽選で商品が当たるものを予定してお

ります。補助額引き上げによる変更内容としては、商品の魅力向上などを

想定しております。なお、本事業はさいたま市商店会連合会が実施する事

業であり、交付申請は今後受け付けるため、実施時期や内容は変更の可能

性がございます。消費者を市内商店街へ誘導し、消費の喚起を促し、地域

経済の活性化を図るため実施される商店街活性化キャンペーン事業の補助

額を引き上げることで、より多くの市民の皆さんの参加を促し、市内商店

の利用の促進、商店会及び商店の経営状況の改善に寄与していきたいと考

えております。 

         続きまして、取組⑤「市内公共交通の運行継続の支援」について説明し

ます。 

         新型コロナウイルスの感染症拡大防止に伴う外出自粛等の影響によって

公共交通の利用者は減少しておりますが、事業者は３密を避けながら運行

していただいております。市民に身近な移動手段である路線バスやタクシ

ーについて、今後の運行継続を図ることを目的として支援金を給付します。

予算額は４，１７７万円です。 

         支援内容としては、路線バス事業者とタクシー事業者を対象として、路

線バス事業者には１事業者当たり５０万円に加え、市内の各駅を発着する

系統に対して「５万円×系統数」を支援してまいります。 

         法人のタクシー事業者につきましては、１事業者当たり３０万円に加え、

車両台数に対して「１万円×車両台数」を支援します。また、個人のタク

シー事業者につきましては、車両台数に対して「１万円×車両台数」を支

援してまいります。この取組によって、市内で運行する路線バスやタクシ

ーの継続的な運行に寄与していきたいと考えております。 

         （１事業者当たりの支援額は、）路線バス事業者は最大で約６００万円、
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最少で６０万円ぐらいになると考えております。法人タクシー事業者は、

約４０万円～１６０万円ぐらいになると考えております。 

         続きまして、取組⑥「卸売市場への支援の強化」についてです。 

         新型コロナウイルス感染症の拡大により、市内経済に大きな影響が及ぶ

中、卸売市場の活性化対策事業の支援を拡大することによって、経済のＶ

字回復に向けた取組を強化するものです。予算額は既定予算４００万円、

市単独事業です。新型コロナウイルス感染症に対応しながら、販路拡大の

ために行う事業を補助対象に追加し、また令和２年度に限り、補助率を２分

の１から１０分の１０以内に拡充します。開始時期は、令和２年８月から

でございます。 

         この取組によって卸売市場を活性化させ、地域経済のＶ字回復につなげ

てまいりたいと考えております。 

         続きまして、取組⑦「学校における感染症対策及び学びの保障に必要な

物的体制の強化」についてです。 

         今回の専決処分は、埼玉県が特定警戒都道府県に指定されたことから、

加算地域として国庫補助金の加算措置の適用が示されたため、加算分につ

いて補正するものです。 

         新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、児童生徒の学習保障をす

るために必要となる備品や消耗品を購入するものです。学校長の裁量によ

る予算の点では、６月補正で審議した内容と変わりはございません。これ

によって学校での感染拡大のリスクを最小限に抑え、安全安心な学校生活

を守っていくというものでございます。 

         続きまして、取組⑧「避難所における感染症対策に必要な備蓄体制の強

化」です。 

         災害が発生し、避難所を開設する場合には感染症対策に万全を期すこと

が重要であると考えております。避難所における感染症拡大のリスクを低

減するための物資を購入してまいります。感染リスク低減のための個人防

護品として、使い捨てマスク、消毒液の購入、また避難所の衛生環境向上

のためのビニール手袋、塩素系漂白剤、非常用排便袋の購入、避難所にお

ける飛沫感染防止のためのパーテーションを購入します。また避難所運営

における感染防止のためのフェイスシールド、防護服の購入、これらによ
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って避難所における感染症の拡大リスクを低減させてまいります。 

         続きまして、取組⑨「クラスター対策協力支援金」について説明させて

いただきます。今回の支援金の創設に当たってですが、６月下旬から７月

にかけて、大宮の南銀座地域でクラスターが発生したことは皆さんご承知

のとおりです。 

         それを受けて、７月６日には大宮地域の商店会の皆さんと意見交換をさ

せていただき、様々なご意見をいただきました。その後、南銀座地域の商

店会の皆様をはじめとして、商店街の各店舗に対して感染防止のための物

品の配布や、各店舗への啓発活動、研修会の開催などをしていると伺って

おります。これは、地元商店会の皆さんのご尽力の賜物で、昨日、商店街

の皆様と南銀座地域を視察させていただき、行政だけでは行き届かない取

組が行われていると感じているところです。 

         そこで今回の支援金ですが、新型コロナウイルス感染症の感染クラスタ

ーが短期間に複数発生した商店街等において、各商店会などが行う感染防

止対策に対して支援金を支給するというものです。支援対象は商店会及び

商店会組織で、補助の上限は１００万円。支援内容としては２件目のクラ

スター発生以降に行った感染防止対策に係る経費で、飛沫感染防止のパー

テーションや商店街での啓発費用などを幅広く対象としてまいりたいと考

えております。 

         これによって、クラスター発生後に地元商店会と協力して、早期に感染

拡大を防ぎ、また将来のクラスター発生を防止していくことにつなげてい

きたいと考えております。 

         続きまして、取組⑩「市民活動及び協働の推進特例助成金による支援」

についてです。新型コロナウイルス感染症対策及び新しい生活様式の普及

のためのさいたま市市民活動及び協働の推進特例助成金を特定非営利活動

法人、いわゆるＮＰＯ法人に対して交付します。助成対象は、本市が所管

するＮＰＯ法人が実施する「新型コロナウイルス感染症対策に係る事業」、

または「新しい生活様式の普及や生活支援に関わる事業」とし、市内で市

民を対象に行う事業としております。助成額は、１団体１０万円を上限と

して、予算の範囲内で実施することとしておりますが、おおむね４０法人

を想定しております。申請期間は７月３１日までに申請書を直接提出する
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こととしております。 

         新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴いまして、社会的な諸活動が

停滞する状況において、ＮＰＯ法人の活動の促進を図っていただくための

支援として実施するものです。 

         最後に、市民の皆様へのお願いでございます。先ほど説明したとおり、

本市の感染者数は増加傾向にございます。高い緊張感を持って警戒する必

要があります。市民の皆様においては、改めて基本的な感染防止策を徹底

していただく新しい生活様式を実践していただきたいと思います。 

         また、事業者の皆様におきましても、来店者をはじめ、自らの店舗、そ

こで働く従業員を守ると同時に、周辺で営業する他の事業者への影響も考

え、国や県が業種別に出しておりますガイドラインに基づいて、いま一度

徹底した感染防止策を講じるようにお願いします。 

         最後に、７月２２日からＧｏＴｏトラベル事業が始まりましたが、お出

かけする際には目的地の感染状況を確認し、旅行連絡会が示す「新しい旅

のエチケット」を実践していただきたいと思います。 

         また、感染拡大防止の観点から、なるべく県内や近場にとどめていただ

きますようお願いをしたいと思います。 

次に、議題２、「さいたま市防災ガイドブックの全戸配布と災害時防災情

報電話サービスの運用開始」について説明します。 

         まず、「さいたま市防災ガイドブック（令和２年改訂版）」について説明

をさせていただきます。本ガイドブックは、平成２７年に発行・全戸配布

したさいたま市防災ガイドブックについて、警戒レベルの導入などの時点

修正や、女性の視点などを盛り込んだ内容に改訂したものです。 

         令和２年３月にデータが完成し、現在、市ホームページにて公開をして

おります。あわせて印刷製本作業を進めているところであり、市報９月号

との併配で全戸配布を予定しております。 

         本ガイドブックの目的について説明します。本ガイドブックは、災害が

発生したときの行動や、災害に備えて準備できることをまとめたものです。

市長発表：議題２「さいたま市防災ガイドブックの全

戸配布と災害時防災情報電話サービスの運用を開始し

ます」
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皆様のお手元に置いていただき、日頃から本ガイドブックを活用して、防

災に関する知識や心構えを養うことで、いざ災害が起こった際、市民の皆

さん一人ひとりが慌てず落ち着いて適切な行動を取ることができるように

することを目的としております。このような行動が災害による被害を最小

限に防ぐことにつながっていくものであると考えております。 

         次に、本ガイドブックの構成について説明します。構成は、大きく分け

て７種類に分けております。 

         まず、「日常確認」として、ハザードマップや市の情報システムなど危険

の確認、非常品・持出品、備蓄品のチェックリスト、また備蓄のポイント

などについて１５ページにわたって掲載しております。 

         次に、「地震」の項目ですが、地震への対策では、家の周囲や家の中での

安全対策のポイントや屋内外での安全確保のポイントなどについて、

１０ページにわたって掲載しております。 

         次に、「風水害」への対応につきましては、雨、また風の強さの影響や台

風対策、避難情報（警戒レベル）、またマイ・タイムラインなどについて

１１ページにわたって掲載しております。 

         そのほか、「自主防災組織」における自主防災活動、あるいは「要配慮者」

の災害時におけるサポートのポイント、また「避難場所」、「応急手当」に

ついて掲載しています。 

         次に、前回からの改訂されたポイントについて説明したいと思います。

まず、１点目、「ハザードマップ、市の情報システム」の紹介を充実させた

ということです。こちらでは各種ハザードマップなどを紹介するとともに、

より詳細な情報を取得できるよう、市のホームページへリンクすることが

できるＱＲコードを併せて掲載しています。 

         ２点目、「自宅で避難生活を送るポイント」、「備蓄のポイント」について

新たに掲載しております。ご自身と自宅の安全を確保できた状態であれば、

避難所ではなく、住み慣れた自宅での生活を続ける「在宅避難」を強くお

勧めしています。 

         ３点目、「部屋の中で始める防災」について新規に掲載しております。こ

の家の中で身の安全を確保できるよう、部屋のレイアウトやけがをしない

ための工夫などについて掲載しております。 
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         そして、４点目、「台風などが接近してきたときの対策ポイント」や「避

難情報」、あるいは「マイ・タイムライン」の紹介などを記載しています。

昨今全国各地で大雨等による災害が多くなってきていること、昨年台風第

１９号によって本市の被災した経験を基に内容を充実させていただきまし

た。 

         また、５点目は、「防災行政無線」、「災害時防災情報電話サービス」、こ

ういった（各種情報伝達手段）を新たに記載させていただいているところ

です。 

         ６点目については、各種災害における課題や教訓として避難所問題が取

り上げられることがございますので、「避難所生活の注意点」を４ページに

わたって掲載させていただきます。 

         次に、改訂ポイントのレイアウト面に関するものですが、こちらの図は

「洪水ハザードマップ」の説明ページを切り取ったものです。これを御覧

いただきますと、まず１点目として、今回のガイドブックではページの左

端、もしくは右端の部分にインデックスを設けております。この端のとこ

ろです。このインデックスを設けております。 

         ２点目としては、洪水ハザードマップをはじめ各種防災情報の説明を行

っており、これらの説明部分にＱＲコードを掲載しています。こちらにあ

るものですね。これにスマートフォンをかざすと、詳細な情報を入手する

ことができるようになります。 

         そして、３点目ですが、その他、視覚障害者への配慮として、各ページ

の左下等に音声コード（ユニボイス）を印刷しております。スマートフォ

ン専用アプリなどで読み取りますと、音声で内容を確認することができま

す。 

         そして、４点目は、最終ページにポケットをつけさせていただきまして、

ハザードマップなどの収納に利用していただきたいと考えております。ま

た、配布に当たって、あらかじめ「さいたま市防災・緊急時安心カード」、

また「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」を収納した状態で配布をさせ

ていただきます。 

         日頃から本ガイドブックを活用して、防災に関する知識や心構えを養う

とともに、いざというときに備えていただきたいと思います。 
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         次に、災害時防災情報電話サービスについて説明します。河川の洪水や

土砂災害などのおそれがある場合に、避難勧告や、あるいは避難指示とい

った防災情報を発信します。屋外スピーカーで即時に情報を放送する「防

災行政無線」は、こうした災害時に最も重要な情報伝達手段の一つですが、

雨風が強い際などにはこの放送内容が聞き取りづらいといった状況もござ

います。こうしたことから、本市では登録制の「防災行政無線メール」や、

あるいは「Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ」、「緊急速報メール」など様々な

手段を講じて防災情報を発信することで、お住まいの地域などに危険が迫

った際に、確実な避難行動につなげられるよう情報伝達の充実化を図って

おります。 

         しかしながら、これらの対策は携帯電話やスマートフォンをお持ちでな

い高齢者の方などへの伝達手段の確保が課題となっているために、より確

実に災害時の情報を伝えるために、今回、固定電話やファクスに情報配信

を行うサービスを開始するものでございます。 

         こちらは、災害時の防災情報電話サービスの仕組みです。市民の皆様は、

まず事前にお申込みをいただき、電話番号を登録していただきます。災害

時には市の災害対策本部が避難勧告などの発令に合わせ情報を入力し、ク

ラウドサービスによる電話配信システムを利用して情報発信をしてまいり

ます。登録者の方には、通常の電話のように入電がありますので、受話器

を取って出ていただくことで配信された内容を聞くことができます。 

このように携帯電話やスマートフォンをお持ちでない方であっても、使

い慣れた固定電話を通じて情報を受けることができる仕組みとなっており

ます。また、同じ操作でファクスの配信も行うことができるため、聴覚障

害などお持ちの方も情報の受け取りが可能となります。 

         最後に、申込み方法などについては、この画面のとおりでございます。

本サービスの対象者は市内にお住まいの携帯電話やスマートフォンをお持

ちでない方となります。登録のお申込みについては既に６月から開始をし

ておりまして、９月１日から運用を開始します。 

今後も近年の実災害を通して得られた教訓を踏まえ、災害時における情

報伝達方法の多様化を図り、市民の安全安心につなげてまいりたいと考え

ております。 
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         私からは以上でございます。 

〇 東京新聞   ありがとうございました。 

         市長からの説明について、マイクを使用して質問をお願いしたいのです

が、幹事社から何点かお願いします。 

         まず、大宮の南銀のＰＣＲ検査の関係ですが、先ほど１０４店舗ぐらい

キャバクラとホストクラブがあると。現在６７店舗ということですので、

４０店舗ぐらいまだ受けていないというところがあると思います。一応最

初の期限として３１日ということで、あと３日ぐらいしかないのですけれ

ども、ちょっと郵送で今までみたいに促すとか、間に合わないと思います

し、期間が切れたから、じゃやらないのかという話でもないと思うのです

が、３１日を過ぎてからの検査体制というのはどのようにお考えなのか、

教えてください。 

〇 市  長   既に郵送した後に、電話等で直接連絡をさせていただいております。既

に６７店舗についてはご協力をいただいておりますが、残りの部分につい

ては連絡がついているけれども、やはり現時点ではまだ協力に応じていた

だけなかったり、あるいはまだ十分に連絡がつながらないという店舗もご

ざいます。引き続きそういった取組を強化していく中で、より多くの方々

に検査をしていきたいと考えておりますが、現時点としては７月３１日ま

でという中で、最大限の努力をしていきたいと考えております。 

〇 東京新聞   例えば８月になってもやってほしいという人が来た場合には、市の保健

所のほうで受けるとか、そんなことも考えてはいらっしゃるのでしょうか。 

〇 市  長   そういった対象の方々でどうしてもというケースは、その際に検討して

いきたいと思っております。 

〇 東京新聞   クラスター対策の協力支援金のことでお伺いしたいのですけれども、こ

れはもう既に発生している南銀も対象ということですよね。それ以外も含

めて、将来的なこともということでよろしいのでしょうか。 

〇 市  長   今後、複数のクラスターが発生した商店街ということになります。今後

そういった商店街が出た場合には、その状況に応じて対応していきたいと

考えております。 

〇 東京新聞   さいたま市内の商店街とか商店会の数から考えると、ちょっと予算が少

議題１に関する質問
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ないというか、足りるのかなというふうな感じもするのですが、基本的に

夜の街があるところを考えていらっしゃるのか、もともとの設定の考え方

として、どういう割り出し方でこうなったのか、教えてください。 

〇 市  長   現状としては、やはり夜の街がある商店街が恐らく複数のクラスターが

発生する可能性があるということになると思っておりますが、いずれにし

ても今後、同一の商店街でクラスターが複数発生するというケースがさら

に増えるような状況があれば、それはその都度対応していくということに

なると思います。 

〇 東京新聞   ちなみになんですが、夜の街があると考えられているところって、市内

でどれぐらいあるのでしょう。 

〇 市  長   要するに何店舗あれば、夜の街のある商店街と言えるかという基準が明

確でございませんので、その基準で数えていくというのは難しさがあると

思います。ただ、いずれにしても接待を伴う飲食店が多いところがどうし

てもクラスターが発生する可能性があると考えております。もちろんそう

でないケースもあり得るかもしれません。その際にもこの制度を活用して

対応していくということになると思います。 

〇 東京新聞   栃木かどこかで、ラーメン屋さんか何かでクラスターというのがありま

したけれども、そういう感じの通常の店舗もクラスターがあれば、対応す

るのでしょうか。 

〇 市  長   複数クラスター化したということがあれば、それは対応していくという

ことになります。 

〇 東京新聞   分かりました。 

         では、各社さんお願いします。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今回の一連の経済対策ですけれども、経済効果はどのぐらいと見込んで

いるのでしょうか。 

〇 市  長   現状として、どのぐらいの経済効果、経済波及効果ということについて

は、まだ具体的な数値としては想定できておりません。 

〇 朝日新聞   要するに経済波及効果を考えずに、こういうことをやれば少し市内の経

済に好影響があるだろうという、要するにそういう臆測での経済政策とい

うことになりますかね。 
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〇 市  長   現状としては、先ほども申し上げましたとおり、経済団体等の集まって

いただいた情報交換会において、今最も影響の大きい業種が飲食業、サー

ビス業、あるいは小売業であり、その中で地域経済のベースとなるものを

しっかりと支えていくということが、地域にとって非常に重要だと。そこ

が根幹から崩れていくと、その経済の立ち直りということについても大き

な影響を与えることになるということが、経済団体等との情報交換会、あ

るいはその後の有識者との対談などでも指摘をされたところですので、私

たちとしてはこれをしっかりと下支えにしながら、経済の回復に少しでも

つなげられるようにという思いで、こういった政策を行っているというこ

とでございます。 

〇 朝日新聞   そうしますと、その辺がまだはっきり、経済効果がどのくらい見込まれ

るか分からない中で、例えばこのプレミアム商品券といいますのは１９億

円という相当大きな額ですね。これ専決処分でやるということなのですが、

１２月に利用開始予定で、準備も必要かとは思いますが、これを専決でや

ってしまうというのは、このコロナ対策、緊急で必要なものもあるかと思

いますが、専決というのはちょっと議会軽視のようなふうにも見えますが、

その辺どう思われますか。 

〇 市  長   この準備をするに当たっては、予算措置がなされていないと準備行為が

できません。そういう意味では、プレミアム商品券は紙を確保したり、準

備をするのに実を言うとすごく時間かかって、全国的にいろいろな形で商

品券を発行するという事業をやられておりますので、一定期間早めに発注

をすることができませんと、この期間にそれを実施することができないと

いうことになりますので、私たちとしてはいち早くそれを準備していこう

と。このプレミアム付商品券を発行するということについては、かなり事

務的な準備が必要になるということで、今回あえて専決処分をさせていた

だいたということでございます。 

〇 朝日新聞   そんな準備がかなりかかるものを緊急対策と言うのも何か変な話で、例

えば政府はＧｏＴｏトラベルキャンペーンというのを矢継ぎ早にやって、

あれはあれで短期間に、短兵急で問題が起きたと思いますが、１２月にど

ういうコロナの状況が起きているか分からないときに、そんな準備の長く

かかるようなプレミアム商品券の製作をしかも専決でやるというのは、何
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となくちぐはぐしているように思いますが。 

〇 市  長   やはり政策を打つに当たっては、準備をしっかりしてやらないと、効果

としても十分上がってこないということもございますし、経済という意味

でいうと、ここ二、三年ぐらいはなかなか厳しさが続くのではないかとい

う見込みがある中で、より一層この地元の消費喚起を行っていく必要があ

ると。きめ細やかに切れ目なくやっていくことが必要だと考えておりまし

て、もちろん国がやっている様々な施策もあります。あるいは県がやって

いる施策もありますが、市としてもこの部分はしっかり継続的に、また切

れ目なくしっかり対応していこうということで、今回提案させていただい

ているということでございます。 

〇 朝日新聞   市長の言うことはすごく矛盾がありまして、きめ細かく準備が必要だと

言いながら波及効果は分からないという、その辺が、きめ細かくきちんと

切れ目なくとおっしゃるなら、ちゃんとこれでどのぐらいの波及効果があ

るというような、きちっと計算に基づいた計画的な、それこそやるべきで

あって、緊急は緊急で、今はそんなことを考えている暇はないのだという

話にもなると思うのです。だから、市長が言っているのは、きめ細かくと

言いながら波及効果がよく分からないという、その辺はちょっとはっきり。 

   議会も通さない、議会での審議もないという、それはどこか何となく違

和感を覚える市民もいらっしゃるのではないでしょうか。 

〇 市  長   いずれにしても政策の効果については、しっかりとこちらとしても検証

していきたいと考えています。（会見翌日資料提供：７月専決の主な経済対

策事業における想定経済効果（直接）①キャッシュレス決済による消費活

性化キャンペーン事業 ２８億５，０００万円 ②プレミアム付商品券発

行事業 ７２億円（発行総額）） 

〇 朝日新聞   検証するということですね。分かりました。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         取組⑤の市内公共交通の運行継続の支援に関して、これは具体的に市は

バス事業者、タクシー事業者の乗客の減少とかを把握されているのでした

ら教えていただきたいのですけども。 

〇 市  長   路線バス、タクシーの減少の状況ということですが、市としては４月、

５月については、６～７割減になっていると伺っております。 
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〇 埼玉新聞   いずれもですか。バス事業者、タクシー事業者。 

〇 市  長   それぞれ個別のものではありませんけれども、全体として６～７割ぐら

い減少していると報告を受けております。 

〇 埼玉新聞   あとクラスター対策協力支援金ですけれども、これは上限１００万円と

いうのは、どういうふうに算定されるのですか。これだと１００万円が上

限で、２商店街しか対象にならないという計算になりますけれども。 

〇 市  長   現状、既に南銀座商店街で発生しておりますので、まずそこで該当する

２つの商店街を対象にスタートしていこうということでありますが、今後

クラスターが発生した場合には、その都度補正対応をしていくことになる

と思います。 

〇 東京新聞   ほかよろしいでしょうか。 

〇 埼玉新聞   昨日、市長会で新型コロナの検査対象拡大へというのを決めたそうです

けれども、これの市長の受け止めと、保健所の負担がまた重くなるのかな

という印象なのですけれども、その辺をちょっとどう考えているのか教え

てください。 

〇 市  長   昨日、市長会において、大野知事から今後の検査について、もともと国

のほうで方針を示されましたので、それより埼玉県らしく分かりやすく、

こういった形で取り組んでいきましょうということで示されたものだと認

識をしておりますが、私たちとしても、既に南銀座地域をはじめとして、

やや拡大をした形でＰＣＲ検査を行わせていただいているところでござい

ます。その検査が公的なバックアップ、予算面のバックアップを受けられ

るということについては、私たちも大変ありがたいと思っております。 

         もう一方で、当然ＰＣＲ検査を多くやることによって、陽性になる患者

の方も増える可能性が当然高まりますので、その中で保健所の人員の増強、

あるいは対策ということについては、より一層私たちも強化について取り

組んでいかなければいけない、充実を図っていかなければいけないと考え

ているところでございます。 

         いずれにしても、感染が現状としても拡大が続いている中でありますの

で、しっかりとこのＰＣＲ検査を行っていくことで感染拡大を防いでいく、

またクラスター化するのを防いでいくということを積極的に市としても取

り組んでいきたいと考えております。 
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〇 埼玉新聞   もう一つ関係で、政府が警察官や保健所職員に、様々な法令を使って立

入検査を行うという方針を示しておりますけれども、それについてはどう

いうふうにお考えですか。 

〇 市  長   基本的には、警察官、風営法による検査であるとか、あるいは食品衛生

法上のというようなことで示されているところでありますが、今後県とも

その辺は連携して、必要がある場合には連携して取り組んでいくというこ

とにしていきたいと思います。 

〇 埼玉新聞   保健所の体制の増員というのは、これからも検討されるでしょうか。 

〇 市  長   今、保健所の増員についても、先般チームをつくらせていただきました

けれども、その下にそれぞれの機能を充実させることが必要だと考えてお

りますので、保健所の機能を充実をさせるための人員配置を指示している

ところでありまして、これをしっかり行っていきたいと思っております。 

〇 読売新聞   先ほどの件に関連してなんですけれども、西村大臣のほうが、クラスタ

ーが出ている店舗については、ガイドラインを守っていない場合、店名を

公表するという方針、店名についてクラスターが出ている店舗について、

ガイドラインを守っていない場合は公表するという方針を示したかと思い

ます。そのことについて、市としても国の基準を示してほしいという要望

もされていたかと思うのですけれども、どのように受け止めていらっしゃ

るのかお聞かせください。 

〇 市  長   基本的には、国で示されたガイドラインに従って対応していくというこ

とになると思います。 

〇 読売新聞   市がこれまで出していた公表の基準とは若干異なるのかなと思うのです

けれども、市としては国の方針を踏襲して今後対応されるということでよ

ろしいのでしょうか。 

〇 市  長   基本的には、そういうことになると思います。 

〇 朝日新聞   ということは、今までキャバクラ、ホストクラブなどで公表されていな

い１店舗ありますけれども、そこについてガイドラインが守られているか

どうかという検証をして、その上で名前を公表するという、そういう方針

でいいですね。 

〇 市  長   現時点で、方針が示されたのがいつかは分かりませんが、それ以後とい

うことに当然なると思いますので、遡ってということでは現在考えており
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ません。 

〇 朝日新聞   ちなみに、市のほうでは今１０４店舗と言われたキャバクラ、ホストク

ラブの感染防止対策の全体の状況ということを把握していますでしょうか。 

〇 市  長   現状としては、それが守られているかどうかの状況把握はできておりま

せん。 

〇 朝日新聞   ということは、昨日は商店街のご紹介の下で、接待を伴う店といっても

ＰＣＲ検査の対象ではないお店での視察ということで、これは予定調和な

視察だったと思いますけれども、先日港区などは、例えばどういう対策の

方法があるというような、視察ではなく指導を保健所がやるとか、そうし

た取組、積極的な取組をしておりますけれども、今のところ何となく市は

受け身というか、国がそういう基準を示されたなら今後やりますとか、ガ

イドラインについてどう感染対策をやっているかというところについても

把握していないとか、何となく民間に委ねて任せているという状況ですけ

れども、もう少し踏み込む必要があるのではないかと感じるのですが、そ

の辺市として、市長として、今感染予防対策にちゃんと踏み込んでいると

思いますか。 

〇 市  長   現時点では、各店舗の全ての状況を、そのガイドラインに沿って対応が

できているかというのを把握するのは、これは極めて難しいことだと思い

ます。それは、それぞれ業種や商店街や、いろいろな民間の団体が協力を

し合いながら、お互いに努力をしながらこれをやっていかないと、ものす

ごい数の事業者があり、協力を呼びかけていかなければいけないわけです

けれども、その中で行政がそれを全てやるという規定には、現時点では法

律上もなっておりませんので、その中で私たちとしては、今回の南銀座地

域のようにいろいろな商店街と連携をしながら、そういった業種ごとのガ

イドラインを進めていくような協力を求めていくとか、そういったことは

当然やっていかなければいけないことだと思っておりますが、１店１店そ

れができているかどうかを、現時点で確認をしていくということについて

は、やはりこれは極めて難しいことだと考えております。 

〇 朝日新聞   別に１店１店を確認しろといって私申し上げているという気はなくて、

例えば昨日も結局商店会に加盟している店だからこそ、ああいうふうに市

長も入ったりすることできたわけですけれども、結局そういった商店街と
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か団体に加盟していない、それぞれ事業者が単独でということでいうと、

そうしたところを網羅的に何か一つの動機づけとか、そういったことで促

すとか、そういうやり方いろいろあると思うのですけれども、そこについ

て別に１店１店全部チェックしろとか、行政のルールに従ってとか、法律

がないとか、そういうことを言っているつもりないのですけれども。 

〇 市  長   私たちとしても、先般南銀座地域でＰＣＲ検査をする際に幾つかの商店

街に集まっていただいたり、いわゆる料飲組合の皆さんに集まっていただ

いたりして意見交換させていただいたり、あるいは市としての考え方、あ

るいは協力要請などもさせていただいたりもしました。そういったことを

もう少し広げていって、商店街あるいはそれぞれの同業組合の中で、それ

ぞれがやはり取り組んでいただけるように働きかけていただくことによっ

て、そういった状況が生まれてくるものだと思っておりますので、今後は

またそういったことについても複数実施をしていきたいと考えております。 

〇 朝日新聞   それと、今既にもう夜の街から市中感染という状況が東京から始まり、

埼玉もそうやって感染経路が分からないという状況があります。だからこ

そ県は、検査対象を拡大すると、そういうような方針を昨日でも打ち出し

ているわけです。市は、何を市中感染に対してやれるのですか。市中感染

に対する、市が今やろう、打つべき手って何かありますか。 

〇 市  長   もう既にさいたま市としても、例えば学校での、子供が小学校、中学校

で陽性になったケースもこれまでもありました。その中では、濃厚接触者

あるいは濃厚まではいかないけれども、可能性がありそうだというかなり

広めのＰＣＲ検査を徹底して実施をして、その状況を抑え込んでいこうと

取り組んで来たところでありまして、既にさいたま市としては、そういっ

たことについても取り組み始めている状況だと考えております。 

〇 東京新聞   では、幹事社質問をさせていただきます。 

         そのほか質問ある方は、幹事社質問の後でお願いします。 

         幹事社質問です。政府が行うＧｏＴｏトラベル事業が２２日から始まり

ました。市長は、先日の定例会見で、時期について見直す必要があるとの

見解を示されていましたが、改めてキャンペーンが始まってみての所感で

幹事社質問：政府が行う「Go To トラベル」事業の
所感、さいたま市内の観光地への影響等について
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すとか、あとはさいたま市内の観光地への影響など、数字で表せるところ

があれば。あとは、市長が市内を、この間４連休ありましたけれども、歩

いてみて印象などありましたら教えてください。 

         それから、さいたま市民が他府県へ出かけた影響など、何かご存じのと

ころがあれば教えてください。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えをしていきたいと思います。 

         まず１点目、ＧｏＴｏトラベル事業についてですが、７月２２日から始

まったわけでありますが、前回も述べましたとおり、旅行関連業界の支援

のために、このＧｏＴｏトラベル事業を行うということについては有意義

なことだと感じてはおりますが、東京都を対象地域から外したこと、ある

いはキャンセル料の扱いなど、一部混乱が生じていると感じているところ

であります。やはり実施の時期については、見直すべきだったのではない

かと感じているところであります。 

         また、東京都だけが除外されるということで、東京発着の旅行がしにく

い雰囲気になっておりまして、ＧｏＴｏトラベル事業の効果が、これによ

ってさらに低下をしているということになってしまったのではないかと思

っております。 

         市内の観光地への影響ということでありますが、さいたま観光国際協会

で「美術館・博物館」の観光スポットとして推薦をしておりますが、その

中で市が設置主体であります岩槻人形博物館、それから大宮盆栽美術館の

状況についてお話をしたいと思います。 

岩槻人形博物館については、開館当初は１日平均１，０００人を超える

方々に来ていただいて、大変いいスタートを切ったところでありますが、

再開後の入館者数は、７月２３日から２６日の（ＧｏＴｏトラベル事業開

始後）の休日４日間の平均で１６１名です。そして、コロナが既に始まっ

てＧｏＴｏトラベル事業を開始する前の６月２日から７月２１日までの休

日１４日間の平均でいいますと約１４０人ということでありまして、ほん

の僅かに増えたということになります。 

         それから、大宮盆栽美術館については５月２９日から再開しております。

再開後の入館者数は、５２日間で３，２４４人でございます。前年同期比

で３２．４％という状況で、７割近く減少しているという状況です。Ｇｏ
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Ｔｏトラベル事業の前後で比較をしますと、ＧｏＴｏトラベル事業の開始

前の（休日）１６日間平均を見ますと約１０３人、そしてＧｏＴｏトラベ

ル事業開始後の７月２３日から２６日の（休日）４日間（平均）でいいま

すと９３人ということで、これは増えておりません。むしろ減ったという

状況です。 

         天候の影響もあろうかと思いますが、岩槻人形博物館、大宮盆栽美術館

とともに、ＧｏＴｏトラベルの影響は特には感じられていない状況でござ

います。 

         それから、市内を歩いてみての感想でございますけれども、日常生活で

お世話になっておりますスーパー、コンビニをはじめとした各店舗につい

ては、感染拡大防止対策がしっかりと取られていると感じているところで

あります。その中で、公園などについては非常に人出が、雨が降っている

ときは別ですけれども、晴れていたときにちょっと散歩をしましたところ、

かなり人出が多かったという印象を持っております。 

         経済活動が再開されて、一定程度日常生活が戻りつつあると思えており

ますが、一方でマスクを正しく着用していない方も時折見受けられるとい

う状況もございます。その中で今市内の新規陽性者数は、非常に増加傾向

にもございます。市民の皆さんには、いま一度基本に立ち返って、手洗い、

せきエチケット、あるいは密を避けるなど、感染リスクを避ける行動をぜ

ひ取っていただきたいと感じているところです。 

         市民が他府県へ出かけた影響については、現時点では情報を持っており

ません。 

〇 東京新聞   むしろＧｏＴｏの期間になってから減ったというのは何か、そもそもＧ

ｏＴｏトラベルなくても、ものすごい減り方というのは大変だと思うんで

すけれども、市の建物とはいえ入場者多いにこしたことはないと思うんで、

今後こういったところへの何か対策を打つというのも考えていらっしゃい

ますか。 

〇 市  長   今後については、市内施設を活用していただくために、私たちとしても

ちょっとタイミングを見計らってやるつもりでおりますけれども、やはり

ホテルと連携をして、ホテルでの補助をつくらせていただいて、そこで来

ていただいた方にそういった盆栽美術館や人形博物館等に行っていただけ
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るような取組をしていきたいと考えております。 

〇 東京新聞   幹事社質問に関して何かある方いらっしゃいますか。 

         それでは、そのほかに質問ある方いらっしゃいますか。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         南浦和中学で当時１年生の男子生徒が自死したことに伴って、教育委員

会が設置した第三者委員会についてです。先週、遺族が第三者委員会や教

育委員会に日程や会議の概要を教えてほしいという申入れを行いました。

全国各地で第三者委員会設置されていますけれども、開催日程すら教えな

いというのは非常にまれなケースです。こうした事態について遺族の方は、

さいたま市の対応に非常に不信感を抱いての申出だと思うのですけれども、

こういう事態に至ったことについて、市長としてどのようにお考えでしょ

うか。 

〇 市  長   基本的には、今の件については教育委員会並びに中立的に設置をされま

した第三者委員会でご判断いただくことだと思いますけれども、やはりご

遺族の気持ちに寄り添いながら対応していただくことが必要だと思ってお

ります。 

〇 ＮＨＫ    第三者委員会を設置しているのは教育委員会というのは承知しています

し、その第三者委員会自体、第三者という立場というのは分かるのですけ

れども、さいたま市に住んでいる遺族にとって、その教育委員会の対応は

さいたま市の対応と同じように映ると思うのです。 

         今回その第三者委員会の対応はもちろんなのですけれども、その窓口に

なっている教育委員会の対応、再三お願いしても全く対応しない、また望

むような結果が求められない。これに対してかなり遺族の方は、この１年

間不安に思っていたのです。第三者委員会、あくまで第三者というのは分

かるのですけれども、市のトップとしてこの第三者委員会の運営、またそ

の運営に携わる教育委員会に対してどのように対応していく予定なのでし

ょうか。 

〇 市  長   基本的には、先ほども申し上げましたように、私からその第三者委員会

に対して何か申し上げられる立場ではございません。そこは前提でござい

ます。 

その他：南浦和中学校の調査会について
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         ですので、一般論として申し上げるならば、やはり先ほども言いました

とおり、遺族のお気持ちに十分配慮した形で取り組んでいただくことが必

要だと思っておりますし、ご遺族としては一日も早い調査ができて、それ

をお知らせしていただきたいというお気持ちは、十分私たちも理解をして

いるところであります。 

         いずれにしても、そういったお気持ちに配慮した形で行われるというこ

とが望ましいと思っておりますが、それに対して私自身の立場から、第三

者委員会に対して何か要請できるということではございません。 

〇 ＮＨＫ    市長が第三者委員会に何かできることはもちろんないと思うのですけど、

窓口になっている教育委員会の対応については、市のトップとしていろい

ろなことができるかと思うのです。 

         まず、その第三者委員会と直接遺族がやり取りする機会というのは、も

のすごく少なくて、いろいろな要望を伝えるのも、窓口になっている教育

委員会なわけです。ただ、そこのやり取りがうまくいかなかったがための

申入れだと思うのですね。教育委員会の対応がいろいろ問題だと思うので

すけれども、教育委員会に対して、トップとして何かリクエストしたりで

すとか、対応を改めるように言うですとか、何か考えていることはないの

でしょうか。 

〇 市  長   基本的には、教育委員会、中立的な立場で行われておりますので、私自

身にそういった権限はありませんけれども、ただ、市民に沿った、また相

手の親御さんの気持ちに添った対応を心がけてほしいというお話について

は、教育委員会にはお話はしたいと思います。 

〇 東京新聞   ほかよろしいでしょうか。 

         それでは、どうもありがとうございました。以上をもちまして本日の記

者からの質問を終了させていただきます。 

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

         なお、次回の開催は８月２７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３８分閉会 
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※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。 


