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さいたま市長定例記者会見 

令和２年８月２７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、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   今回の幹事社です。東京新聞です。よろしくお願いします。 

         では、今日の会見内容について市長から説明お願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         いよいよ来週９月１日から、マイナンバーカードを活用した消費活性化

策でありますマイナポイント事業がスタートします。このマイナポイント

事業は、マイナンバーカードを取得し、民間のキャッシュレス決済サービ

スで買物などをすると最大５，０００円分のポイントが付与されるもので

あり、昨年１２月の総合経済対策や本年７月に閣議決定された経済財政運

営と改革の基本方針２０２０に盛り込まれております。  

         また、キャッシュレス化の普及促進にも資することから、コロナ禍にお

いて、より重要な取組になっていると考えております。 

         マイナンバーカードは、国において様々な利活用策の検討が進められ、

令和３年３月から健康保険証としての利用が開始される予定であり、その

ほか介護保険の被保険者証、母子健康手帳や障害者手帳など様々な用途で

の活用が検討されておりますので、マイナンバーカードをお持ちでない方

は早めに申請していただければと思います。 

         なお、マイナンバーカードの交付のため、現在各区の区民課の窓口は大

変混雑している状況でございます。各区の混雑状況は、ホームページで随

時公開しておりますので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、

来庁していただく際はなるべく混雑している時間帯を避けていただきます

ようお願いいたします。 

          

 

それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

市長発表：議題１「新型コロナと戦い、市民の命とく

らしを守り抜く～さいたま市緊急対策第６弾～」 
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         「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６弾～」について説明いたします。 

         まず初めに、本市の感染状況についてです。こちらのほうにグラフを示

しています。８月２５日時点で、市内の検査で陽性が判明した方が５７０名

です。そのうち感染経路不明者が１８５名、調査中が８０名です。また、

市内居住者の状況は、入院中の方が５６名、うち重症者が１名です。また、

宿泊療養の方が２２名、自宅療養の方が２１名、退院、療養終了された方

が５６３名、お亡くなりになられた方が１０名、合計で６７２名です。 

         ６月下旬以降、本市においても感染が多く報告されており、７月は

１８６名、また８月は２５日現在で１８５名の市民の感染が報告されてお

ります。依然として全国的に感染拡大が続いており、引き続き警戒してい

く必要があります。 

         次に、これは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

性率について示したグラフです。陽性率につきましては、６月下旬から上

昇し始め、８月には一時１０％近くまで上昇しましたが、現在は少し落ち

着きを取り戻し、８月２５日時点で３．３％となっております。 

         しかしながら、依然として連日陽性者が発生していることからも、引き

続き状況を注視していく必要があります。 

         検査数については、現在帰国者・接触者外来及び同様の機能を有する医

療機関、地域外来・検査センターを合わせまして、８月２５日現在で

１５０の医療機関で検査を実施しています。 

         厚生労働省が示す指針に基づく、感染ピーク時に本市において必要とさ

れる１日当たりの検査採取数は約６００件と推計しています。一方、本市

における検査可能数は、これまでの検査実績及び医療機関への聞き取りな

どにより、現時点で少なくても１日当たり６００件以上の検査が可能な状

況になっていると推計していますが、今後本市としては１日当たり

１，０００件の検査ができる体制を目指していきたいと考えています。 

         また、現時点で感染ピーク時に必要とされる検体採取数は充足できてい

ますが、今後も医療機関との検査に関する契約締結を進めまして、私たち

としては小学校区ごとに１か所ないし２か所で検体の採取が行える環境づ

くりを進めていきたいと考えております。市民の皆さんが身近なかかりつ
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け医療機関で検査を受けられるよう、さらなる充実化を進めていきたいと

考えております。 

         続きまして、最近の陽性者の状況について説明いたします。こちらがそ

のグラフです。直近１か月の状況を見てみますと、日によってばらつきが

ありますけれども、多い日で１０名以上の陽性者が発生している状況です。

感染経路については、現在調査中の方を含むものの、約半数が経路不明で

あるという状況です。引き続き注視していく必要があります。 

         また、陽性者の年代別の推移を見ますと、依然として２０歳代、そして

３０歳代の感染者が多く見られますが、４０歳代以上の方の感染割合が高

まってきていることが分かります。全国的に見ても重症者が徐々に増加し

ている状況にあるため、重症化のおそれが高いとされる高齢者の感染が拡

大しないよう注意する必要があります。 

         次に、感染経路の内訳について説明します。感染が再び拡大し始めまし

た７月以降の感染者の推定される感染経路を見てみますと、家庭内が約

３０％と最も多くなっております。特にここ最近は、この傾向が顕著に見

られます。 

         家庭内感染を防ぐには、まず大前提として、家庭の外で感染しないよう、

引き続き感染予防を徹底することが重要です。その上で、家庭においては

ウイルスを家庭に持ち込まないよう、帰宅後すぐに手洗いを行うことのほ

か、共用部分のこまめな消毒や定期的な換気を行うことが必要です。さら

に、家庭内であっても近距離での会話や大声を出すことは避け、可能な範

囲でマスクの着用など、感染予防を行ってください。また、検温等での体

調管理を徹底することも大事です。 

         こうした対応に加えまして、家庭内で感染が疑われる方がいる場合は、

すぐにかかりつけ医などに相談するとともに、家庭内では部屋を分ける、

全員がマスクを着用する、ごみは密閉して捨てるなどの対応が必要となり

ます。大切な人の健康、命を守るために、家庭内においても適切な感染予

防対策をお願いします。 

         それでは、さいたま市緊急対策第６弾について説明します。 

         基本的な考え方につきましては、前回までにもお示しをしているとおり、

「事態の長期化を見据えた対応の考え方」に基づきまして、「市民の命とく
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らしを守る」ため、さいたま市緊急対策第６弾を取りまとめましたので、

説明します。 

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

制の整備」、「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」、「感染拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立」を

柱に取り組んでまいります。 

         総額約１２億６，０００万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ます。これまでの第１弾から第６弾までの本

市の緊急対策の合計額は約１，７６７億円となっています。 

         続きまして、具体的なところで説明していきたいと思いますが、まず取

組①です。「検査機器の購入」について説明します。増加している新型コロ

ナウイルス感染症の検査に対応するために、ＰＣＲ検査機器１台、いわゆ

る全自動と言われるＰＣＲ検査機器です。これと次世代シークエンサー

１台を購入します。ＰＣＲ検査機器の購入によって、１日当たりの検査数

を最大検査数１２０検体から１６０検体に増やすことが可能となります。

また、次世代シークエンサーの購入によって、新型コロナウイルスの遺伝

子配列を網羅的に解析でき、その結果を用いまして、感染経路不明者の感

染経路を推測することなどに活用します。 

         続きまして、取組②です。「ＰＣＲ検査の民間検査機関への依頼」につい

て説明します。ＰＣＲ検査体制の強化の必要性は増加する一方であり、最

近ではクラスター発生等を想定した大量のＰＣＲ検査を行う事例が発生し

ております。このような大量のＰＣＲ検査が一時期に必要な場合、市にお

ける通常検査体制に影響しないよう、外部の民間検査機関に検体検査の依

頼を行う必要があるため、検査に係る経費について予算を拡充するもので

す。対象期間は、令和２年９月から令和３年３月までの７か月間です。 

         続きまして、取組③です。「宿泊促進による地域経済の活性化」について

説明します。 

         新型コロナウイルスの感染拡大により、宿泊施設をはじめとする宿泊需

要が低迷しています。宿泊者を呼び込み、地域経済の活性化を図るため、

宿泊施設が実施する宿泊代金の割引に要する経費について補助を交付いた

します。事業期間は３か月、補助の内容は１室１泊につき３，０００円を
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上限に、宿泊代金の割引額及び事業実施に係る経費を補助するものです。

本市独自の宿泊割引を実施することで宿泊需用を取り込み、宿泊を伴う地

域消費が期待でき、地域の活性化を図ります。 

         続きまして、取組④です。「児童生徒用コンピュータ整備」についてです。

新型コロナウイルス等における臨時休業等においても学習が継続できるよ

う、端末の設定変更及び整備を行います。家庭に学校のタブレット型コン

ピュータを持ち帰って学習が継続できるよう、教育用コンピュータの設定

変更を行うものです。 

         また、家庭でのインターネットを利用した学習を継続できるように、貸

出用Ｗi―Ｆiルータを整備いたします。 

         設定変更作業及び整備を行うことで、学校の全てのタブレット型コンピ

ュータを家庭に持ち帰り、インターネットを利用して学習が継続できるよ

うになります。 

         続きまして、取組⑤です。「『スタディエッセンス』のシステム構築」に

ついてです。臨時休業中に緊急整備をいたしました「さいたま市Ｗｅｂ学

習コンテンツ『スタディエッセンス』」について、操作性と利便性を向上さ

せるシステム構築を行うものです。小学校低学年の児童でも、自宅におい

て自分の力で操作できるようになるとともに、「スタディエッセンス」を使

用した学習の履歴が分かるようになります。また、教員が学習コンテンツ

を簡単な手順でアップできるようにもなります。 

         令和３年３月から国の「ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障」

により、市立の小・中・特別支援学校に１人１台端末を整備することに合

わせて運用開始する予定です。 

         続きまして、取組⑥です。「警防本部情報システムを活用した遠隔会議環

境整備事業」について説明します。消防職員の感染拡大防止対策を一層強

化するため、職員間の接触低減を図ることを目的に、消防署所等に遠隔会

議環境を整備します。消防局庁舎５階の警防本部室におきまして、既に運

用を開始している「警防本部情報システム」という災害映像を伝送するシ

ステムを活用して、各消防署所等に可搬型端末を増やすことにより、遠隔

会議システムとして応用することを可能としたものです。 

         続きまして、取組⑦です。「修学旅行等経費補助金」について説明します。
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年度に予定していた小・

中・高等学校の修学旅行等の中止及び延期により発生する経費について、

公費により負担し、保護者の経済的な負担をなくすというものです。対象

となるのは、市立学校の修学旅行及び小学校校外行事の中止及び延期によ

って発生する企画料などです。 

         続きまして、市民の皆様へのお願いです。今週に入って台風第８号が沖

縄に接近するなど、台風シーズンが近づいてまいりました。洪水などの危

険が迫っている場合や自宅が被害を受け危険な場合は、躊躇なく避難場所

などの安全な場所へ避難をお願いします。 

         しかしながら、避難場所は災害の規模によっては多数の避難者が集まる

ことが予想され、いわゆる３密状態になり、新型コロナウイルス感染症等

の感染リスクが高くなります。感染のリスクを避けるために、ご自身と自

宅の安全が確保できる場合には、住み慣れた自宅での生活を続ける在宅避

難や安全な親戚・知人宅に避難することを検討するとともに、在宅避難が

可能となるよう、平時から食料・水などの備蓄や家の中の安全対策を行っ

ていただくようお願いします。 

         避難所に備蓄している衛生用品等には限りがございます。避難所へ避難

する際には、マスクや消毒液などの衛生用品等を携行いただくようお願い

します。 

         市民の皆様におかれましては、日頃からハザードマップ等を活用し、自

宅付近の危険な箇所等を確認いただくとともに、マイ・タイムラインを作

成し、避難場所までの経路や避難のタイミングなどについてあらかじめ確

認いただくようお願いします。 

 

 

         続きまして、議題２です。令和２年さいたま市議会９月定例会提出議案

について説明します。 

         令和２年さいたま市議会９月定例会を９月２日に開会します。議案数は、

合計で２８件です。内訳は、専決処分報告議案が１件、予算議案が８件、

決算議案が４件、一般議案が９件、道路議案が２件、人事議案が４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１１件、いずれも

市長発表：議題２「さいたま市議会９月定例会提出議

案について」 
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先ほど説明しました議題１と同様です。 

         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、補正額としては３９億

５，４６６万６，０００円、補正予算議案は、先議分として２億６，３７５万

４，０００円、通常分として（一般会計で）１２億８，５４５万９，０００円、

特別会計で５億８，６９４万５，０００円、合計で２１億３，６１５万

８，０００円です。 

         主な内容について説明します。新型コロナウイルス感染症に係る緊急対

策６弾以外の補正予算の特徴について説明します。 

         まず、「子育て支援の充実」として、（１）特定教育・保育施設等整備事

業、のびのび安心子育て課のものですが、３億５，１８６万２，０００円

です。待機児童の解消に向けて、令和２年度内に整備を完了できる賃貸物

件による認可保育所の追加整備を行うため、改修費等の一部を補助するも

のです。令和２年度に整備する施設数４２件及びそれに伴う定員数の増加

は過去最多となります。これは当初予算と合わせますと、４２施設、

３，０６６人の定員を増やすことが可能になります。これらによって、待

機児童の解消に大きく寄与するものと考えています。 

         続きまして（２）公立保育所管理運営事業、特定教育・保育施設等運営

事業です。保育士の業務負担軽減を図るために、保育に関する計画・記録

や保護者との連絡、また子供の登降園管理等を行う保育業務支援システム

を導入するものです。保育業務のＩＣＴ化を推進することで、保育士の業

務負担のみならず、保護者の利便性の向上が図られるものです。 

         公立保育所管理運営事業としては９，３９４万円、また特定教育・保育

施設等運営事業については６，０００万円を計上しています。 

         続きまして、主な一般議案についてです。 

         主な一般議案としては、「一般国道４６３号越谷浦和バイパスＩランプ橋

上部工事請負契約」について説明します。 

         一般国道４６３号越谷浦和バイパスの鶴巻ランプは、緑区大門地内にお

きまして、東北自動車道、国道１２２号、国道４６３号バイパスを立体交

差によって接続し、相互を連結する道路です。周辺道路の混雑緩和を目的

としています。 
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         今回は、そのうちの東北自動車道浦和料金所及び国道１２２号岩槻方面

から国道４６３号越谷浦和バイパスを経由して、浦和駅方面にアクセス可

能となるＩランプ橋の上部工事を行うための議案を提出するものです。こ

れによって交通渋滞が緩和され、また災害時の輸送能力が向上されること

を期待しています。 

         次に、主な一般議案として、「さいたま市総合振興計画基本計画の策定」

について説明します。 

         市政運営の最も基本的かつ総合的な指針である「２０２０さいたま希望

（ゆめ）のまちプラン」が令和２年度で計画期間が満了となることから、

令和３年４月からの新しい「さいたま市総合振興計画基本計画」を策定す

る議案を提出するものです。おおむね３０年後に迎えます「２１世紀半ば」

を見据えて、これからの「運命の１０年」の都市づくりをしっかりと進め

ていきたいと考えています。 

 

次に、議題３です。令和元年度の決算概況について説明します。 

         決算議案としては、次の４件です。１つ目は令和元年度一般会計及び特

別会計歳入歳出決算の認定について、２つ目は令和元年度水道事業会計決

算の認定及び剰余金の処分について、３つ目が令和元年度病院事業会計決

算の認定について、４つ目が令和元年度下水道事業会計決算の認定につい

て、以上の４件です。 

         まず、一般会計の決算の特徴から説明します。令和元年度は、「市民一人

ひとりがしあわせを実感できる都市」、「誰もが住んでいることを誇りに思

えるさいたま市」を実現するため、「しあわせ倍増プラン２０１７」、「さい

たま市成長加速化戦略」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進

してきました。 

         また、東日本連携の取組を加速化させ、東日本の対流拠点にふさわしい

都市機能の充実を図るとともに、健康で活力のある「スポーツのまち さい

たま」の実現に向けて、健康増進につながるスポーツ環境の充実を目指し

てきました。 

         さらに、子育てを応援し、誰もが健やかに安心して暮らせる環境やきめ

細やかで質の高い教育環境の充実を図るための取組を進めてきました。 

市長発表：議題３「令和元年度決算概況について」 
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         その結果、一般会計の決算額は、歳入決算額としては５，５１５億

３，４００万円、歳出の決算額としては５，４５５億５，１００万円、そ

して実質収支額としては１７億４，９００万円となり、決算規模では過去

最大となりました。 

         歳入の主な科目について説明します。 

         市税収入は、２，７４０億１，２００万円です。これは、前年度比で８８億

３，４００万円、３．３％の増加です。主な理由としては、個人市民税に

おける個人所得及び納税義務者数の増加などが挙げられます。 

         国庫支出金は９５８億３，１００万円、前年度比５４億６，６００万円、

６．０％の増です。 

         また、県支出金は２４６億６，４００万円、前年度比３５億２，０００万

円、１６．６％の増です。 

         続きまして、歳出についての主な特徴について説明します。 

         まず、性質別について説明します。義務的経費は３，０８８億３，８００万

円、これは前年度比９８億４，６００万円、３．３％の増加です。 

         内訳としては、人件費が１６億２，４００万円の増、扶助費が６１億

３，８００万円の増、公債費が２０億８，４００万円の増となっておりま

す。 

         続いて、投資的経費についてです。投資的経費は７１３億３，３００万

円です。これは、前年度比で▲７３億６，７００万円、９．４％の減少で

す。大宮区役所新庁舎建設工事の完了などによるものです。 

         その他経費としては１，６５３億８，０００万円でして、前年度比７４億

７，４００万円、４．７％の増加、中小企業資金融資に係る金融機関への

預託金の増などによるものです。 

         続きまして、特別会計について説明します。国民健康保険事業特別会計

ほか１３会計の総額は、歳入決算額が前年度比０．９％の増加の

３，０８１億９，１００万円です。 

         歳出決算額については、前年度比同じく０．９％増の３，０６８億

１，２００万円です。 

         実質収支額は１０億２，８００万円です。 

         続きまして、財政健全化判断比率等について説明します。実質赤字比率、
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連結実質赤字比率は、いずれも黒字となっております。 

         実質公債費比率は、前年度から０．２ポイント増の５．３％となってお

ります。 

         将来負担比率は、前年度より１０．８％増の３２．０％。 

         全ての健全化判断比率において、法に定められました早期健全化基準を

下回っており、健全な状況を維持しております。 

         資金不足比率としましては、９つの企業会計のいずれも資金不足は発生

しておりません。 

         続きまして、公営企業会計決算について説明します。各会計の損益につ

いてですが、 

         まず、水道事業会計は４５億６，３００万円の黒字です。水道料金や分

担金等の収益が減少し、また浄配水場設備の保守などの費用が増加したこ

とにより、対前年度比では１４．０％の減となっています。 

         続いて、病院事業会計は、２８億８，９００万円の赤字です。新病院開

院に向けた職員数の増加に伴う給与費や経費等の費用が増加したことによ

るものです。 

         また、下水道事業会計は、９億４，７００万円の黒字です。減価償却費、

流域下水道維持管理負担金の費用が増加したことによって、対前年度比で

は２１．５％の減少です。 

         以上でございます。 

 

〇 東京新聞   では、幹事社から１点お伺いしたいんですが、子育て支援の充実の施策、

保育所の整備の関係で、今当初と合わせて４２件、３，０６６人増やすと

いうお話だったと思うんですが、これで来年度の入園希望者は、もうある

程度カバーできるということになるのか、それともまだ足りないのか。も

しまだ足りなかった場合は、追加でまだ施策を打っていく考えはあるのか、

その辺りをちょっと聞かせてください。 

〇 市  長   現状としては、待機児童数はもちろん大幅に超えるものですけれども、

希望されている方がそれ以外にも多数いらっしゃいますので、そういった

措置を含めて、現時点でできる最大限の拡大を、もちろん現実可能な拡大

を計上させていただいたものです。 

議題２に関する質問 



 
11 

         待機児童ゼロになるかどうかについては、まだ把握ができておりません

が、できればこれをクリアしたいと思っておりますが、完全にできるとは

まだ言い切れないところもあると考えております。 

         これ（待機児童ゼロ）は来年度ということになりますので、補正で上げ

ていくものは賃貸物件ということで、ある程度内装の工事を行うことで、

来年度に間に合わせていこうということでありますので、それが間に合う

状況が、次の議会等で可能かどうか分かりませんけれども、それらについ

ては状況が見えてき次第、補正対応なども検討はしてまいりたいと考えて

おります。状況に応じて判断していくことになろうかと思います。 

〇 東京新聞   では、各社さんお願いしたいんですが、質問の際はマイクを使ってお願

いします。 

 

〇日本経済新聞  日経新聞です。 

         一番最初のＰＣＲ検査のことについて確認なんですが、現状１日当たり

６００件ほどできるということで、それを１，０００件目指したいという

ことだったんですけれども、これはどういうふうに、どうやって

１，０００件を達成できるようにするのかというのと、いつぐらいまでに

そういった体制を整備できるというふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   私たちとしては、１日１，０００件できる環境をつくろうということで

今取り組んでおります。 

         今、先ほどもお話をしました医療機関と、さいたま市としては３つの方

法でＰＣＲ検査を行っています。一つは（帰国者・接触者外来）と、一つ

は（帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関）と、あともう一

つは（地域外来・検査センター）、この３つの流れでやっているわけですが、

その２つ目のところを今増強しているということになります。 

         当初は、（４）医療機関から始まって（１５）になり、そして少し前まで

５０ぐらいと報告していたと思いますが、今個別で医療機関にお話をさせ

ていただいて、今（１３９医療機関）まで拡大、契約を既に済んでおりま

す。現状としては、さらに今もう（５０）を超える医療機関と調整に入っ

ています。 

         そして、そこが唾液等のＰＣＲ検査の窓口になっていただくことで、民

議題１に関する質問 
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間検査機関の受入れの可能状況とも関連はしてきますけれども、

１，０００件以上は現時点でも可能になってきていると把握しております。 

         ただ、私たちは数だけではなくて、これからインフルエンザの拡大など

も見据えて、やはり徒歩とか自転車で身近なところにＰＣＲ検査、あるい

は検体の採取をしてもらえる場所をつくっていくことが大変重要であると

考えておりまして、（１０４）の小学校区がございます。その範囲内で、１な

いし２以上のそういった場所がつくられることで、市民の皆様に安心感を

与えることができるのではないかと考えています。 

〇日本経済新聞  実際にその小学校の校区に１、２か所つくるのはいつぐらい、冬ぐらい

とか、目途感とかというのはありますか。 

〇 市  長   先ほど申し上げましたように１９２ぐらいの医療施設が、目途がつきつ

つあります。今後マッピングなどをして、できるだけその小学校区のエリ

アの中で最低でも１つか複数のそういった検査ができる医療施設があるよ

うに、数だけではなくて、もう少し面的なことについても確認をしながら、

あわせてその周辺にある医療機関にもお願いをして、そういった環境をつ

くっていきたいと考えております。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         何点かあるんですが、ＰＣＲ検査機器の購入に関してなんですが、ちょ

っと聞き漏らしたんですが、１日当たりの検査数を増やすことができると

いうことですが、どういうふうに変化があるのかということと、あとこれ

いつぐらいの導入を目指していて、この２つの機器が入ることによって、

今の検査体制ですとか検査能力というのが、市内全体でどういうふうに変

化するのかということを教えてください。 

〇 市  長   先ほど言いました医療機関を契約することによって、検体を取れる体制

を充実させるとともに、予算議案の中でご説明したＰＣＲ機器の購入につ

いては、これは保健所、あるいは健康科学研究センターとして、行政とし

ても、この検査体制をこれまで以上に充実を図っていく必要があるだろう

と考えておりまして、その中で、これまで会見等では、大体１日２０検体

で、３台あるので６０ぐらいというお話をしてきたと思います。しかし、

これまでの経験の中で、２回転は十分可能であろうということと、今度購

入するのが全自動といっても、前処理の必要性はあるのですが、少し作業
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が軽減されることによって、現在の体制でもそれを活用することが可能だ

ろうという中で、この３台プラス全自動の１台を加えて４台体制にして、

これを２回転できるような体制を想定して組んでいこうと。当然民間の検

査機関と市全体の検査については連動していかなければなりませんが、行

政としての保健所、あるいは健康科学研究センターでの検査については、

やはりクラスター化のところであるとか、基本的なところはできるだけや

はり行政でやるべきところはやっていかなくてはいけないところもあると

思いますので、それをしっかりと充実させていこうという考え方です。 

         そして、これの購入に当たってですけれども、先議でお願いしておりま

すが、これを先議でお願いして発注して、１２月ぐらいに納入される予定

と聞いております。 

〇 ＮＨＫ    １日当たりの検査数を増やすことができる、これは例えば何件から何件

という。 

〇 市  長   今までは、基本的には６０件という言い方をしておりましたけれども、

これをうまく活用しながら２回転させるという考え方の中で、最大

１６０件が可能になると考えております。 

〇 ＮＨＫ    宿泊促進による地域経済の活性化ということなんですが、これ導入の背

景なんですけど、例えば宿泊者のキャンセルが相次いだことがあるのか、

そもそも外出自粛などで、宿泊施設に限らず地域経済があまり元気じゃな

いということが背景にあるのか、どういうことが背景にあるからこの事業

を行うのかということが１点と、あとどのぐらいの利用者を見込んでいて、

経済効果としてはどのぐらい考えていらっしゃるのか教えてください。 

〇 市  長   まず、背景ということですけれども、これまでさいたま市は宿泊施設に

ついては、従来はそれほど数多くはなかったわけですが、これをオリンピ

ックを見据えて、いろいろな形で私たちも誘致活動などを行ってきて、去

年、今年ぐらいでビジネスホテルもかなり増えてきたという背景がござい

ます。 

         その中で、オリンピックがこういう状況になり、通常ですと８０％を超

えるような稼働率が、それぞれのホテルであった状況がございましたけれ

ども、やはり新型コロナの影響下によって、これが非常に低下して、宿泊

される方が極めて少なくなってきたということが背景にございます。 
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         その中で、これまでもいわゆるテレワーク用の活用もあるだろうという

ことで、第１弾としてはテレワーク用の活用についても、様々な形でサポ

ートさせていただいたわけですが、今後Ｇｏ Ｔｏ （トラベル）キャン

ペーンなどもございますので、そういったことなどとも連動しながら、さ

いたま市の場合はホテルと言ってもビジネスホテルが大半でありますけれ

ども、より稼働率を高めていくために支援をしていこうというのが、その

大きな狙いということになります。 

〇 ＮＨＫ    この予算でどのぐらいの利用者を見込んでいて、経済効果として、宿泊

だけじゃなくて、例えば飲食なども伴うかと思うんですが、経済効果とし

てどのぐらい見込んでいるかということ。 

〇 市  長   大体１泊すると、１万７，０００円ぐらいの消費があるということが調

査で分かっていますので、これをホテルの数と客室数で掛けまして、約４万

５，０００泊を助成するつもりですが、それによって７億６，５００万円

ぐらいの総消費が見込まれるであろうと考えております。 

〇 ＮＨＫ    これは、市内の人にも利用して、活用してもらいたいということなのか、

県内の人にも活用してもらいというのか、市長としてどんなふうに使って

もらいたいと考えていますか。 

〇 市  長   もちろんさいたま市内の方も対象となると思いますし、あとやはり観光

だけではなくてビジネスユース的に活用される方も当然いらっしゃると思

いますので、やはり当初のオリンピックの需要を見込んでいらっしゃった

ホテルの宿泊施設の方もたくさんいらっしゃいますので、少しでもその影

響を低減化をさせていきたいと思いますし、そのために市外の皆様にも、

市内の皆様にも、大いに活用していただきたいと考えております。 

〇 読売新聞   先ほどのＰＣＲ検査の関係なんですけれども、１日１，０００件を目指

すというのは、このたびの補正予算で組まれているＰＣＲ関係の２つの項

目をもって、実現できるという話ではないということなんでしょうか。 

〇 市  長   今回の取組をやっていくことによって、実現ができると考えております

が、恐らく契約をした医療機関がどのぐらい検査をするかによって、これ

数値が大きく変わってくるものであります。そして、実際にはそれを受け

る民間検査機関がどのぐらい能力があるかによって変わってきてしまうも

のでありますので、現時点でそれ近くいきつつあるとは思っておりますけ
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れども、総合的に行政としても検査能力を高めつつ、民間にもさらに高め

ていただいて、インフルエンザの時期に合わせて、しっかりと身近なとこ

ろで検査が受けられる体制をつくることによって、総数としての

１，０００件ぐらいの環境をつくり、かつ身近な場所で、小学校区で１か

所ないし２か所以上のそういった場所を設定することによって、そういっ

たことが可能になると考えております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         宿泊促進による地域経済の活性化の関係で、市長はＧｏ Ｔｏ トラベ

ルは今ではないという、ちょっと否定的な発言をされていましたけれども、

この事業はＧｏ Ｔｏ トラベルに似た感じという印象は受けるんですけ

れども、それのちょっと矛盾しているところもあるのかなと思うんですけ

れども、その点はいかがですか。 

〇 市  長   そのＧｏ Ｔｏ トラベルをスタートされる時期と、今少しそういう意

味では、まだ注意は必要でありますけれども、感染者が少しずつ減少して

きているという状況にあると感じている中で、これが実際に行われるのは

９月の後半から１０月ぐらいということがメインになってくると思います。

それに向けて準備を進めていくということになりますが、当然その後の感

染者の状況では、時期をずらすなども、これは随時対応していきたいと考

えております。 

         したがいまして、Ｇｏ Ｔｏ トラベルに決して矛盾しているというこ

とではないと考えています。 

 

 

〇 東京新聞   ほかいかがでしょうか。もしあるようでしたら、最後その他の項目のと

ころでお願いします。 

         それでは、幹事社質問のほうをさせていただきます。 

         知事の大野知事が８月末で就任１年を迎えます。市長にお伺いしたいん

ですが、知事の県政運営などへの評価、それから前の上田知事が大変長か

ったものですから、そのときと比べて市との連携ですとか、それからそう

いったところで変わった点があれば。それから、上田知事時代に、市と県

で企画調整協議会というのをつくったと思うんですが、ここで上がった成

幹事社質問：大野元裕知事が８月３１日で就任１年を

迎えることについて 



 
16

果、それから我々にちょっと見えないところもあったものですから、どう

いう頻度でやられていたのかというのを教えてください。 

         それから最後に、この間、先週ですか、知事と初めて意見交換を、顔を

合わせて開催したと思うんですけれども、それの手応えですとか、今後、

再度そういう機会があるのか、どうしていこうと考えているのか、まとめ

てお伺いします。よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社のご質問にお答えしたいと思います。 

         まず、大野知事就任から８月末で１年を迎えるわけでございますが、こ

の間、台風１９号をはじめとする自然災害への対応、またいわゆるＣＦＳ、

いわゆる豚コレラ等への対応、そして現在も続いております新型コロナウ

イルス感染症対策への対応といった危機管理事案に多くの時間を費やされ、

その都度適切に対応されていると考えております。 

         どの自治体におきましても、新しい生活様式時代における行政の在り方

や、あるいは将来について模索しているところですが、引き続き大野知事

を中心にしながら、県内各自治体の長の皆さんと積極的に議論をし、また

研究をできる、そういった場面も多くつくっていただければと考えており

ます。 

         また、首都圏における成長著しい埼玉県のトップリーダーとして、国会

議員屈指といわれた見識と外交官として培ってきた経験を自治体外交の分

野で発揮され、さらなる活躍も期待しているところです。 

         長く務められました前任の上田知事の時代と比べてということですけれ

ども、市との連携、連絡体制などで変わった点についてですが、前任の上

田知事の時代から、県との連携あるいは連絡体制につきましては、埼玉県・

さいたま市企画調整協議会をはじめとして、それぞれの政策ごとに取り組

んできたところです。大野知事に替わったことによりまして、県との連携

の取組が変わるものではございませんけれども、今回そういった実務レベ

ルでの会議に加えて、知事と市長というトップ同士の意見交換をする機会

を持てたということは、大きな成果があったと考えております。 

         今後も、埼玉県とは様々な機会を通じて、さらなる連携を図っていきた

いと考えております。 

         上田知事の時代に創設された県と市との企画調整協議会の現在までの成
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果、開催状況についてですけれども、平成２４年の１月から埼玉県・さい

たま市企画調整協議会を開催しております。これは、二重行政サービスの

考え方を整理しつつ、県と市が連携することによって、さらなる市民サー

ビスの向上、あるいは効率的、効果的に実施できる事業を検討していくた

めに設置したものです。 

         これまでに合計で２３回協議会を開催しまして、防災、産業振興、公共

施設、交通、観光など、１３分野２１の事項について調整を行ってまいり

ました。 

         主な成果としては、例えば芝川、鴨川などにおける河川整備事業と下水

整備事業について、連携して進捗調整に取り組んできたことであったり、

埼玉スタジアム２００２の１０周年記念事業とさいたまシティカップを共

同開催したことであったり、また東京オリンピック・パラリンピック競技

大会などによる外国人観光客の増加が見込まれたことから、訪日旅行誘致

の推進に係る連携した取組を行ってきたこと、また県と市がそれぞれ実施

しております健康マイレージ制度について、参加者募集あるいは効果検証

に連携をしたことなどがございまして、それぞれ似た取組をしております

が、それを連携させることによってより効果を高めるということにつなが

ってきたのではないかと考えております。 

         今回、８月２０日に大野知事と私と、初めて公式な形でこの意見交換会

を行いましたが、これまでも大野知事とは電話であるとか、メールである

とか、会議に同席する際、あるいは一部ウェブ会議など、様々な機会を通

じて意見交換をしてまいりました。８月２０日に意見交換会という場を設

けまして、忌憚のない意見交換を行ったところでして、初めての機会とい

うこともあって、直接知事と面会することでしっかりとコミュニケーショ

ンを図ることができたことは非常に有意義であったと認識しております。 

         課題としては、現在のようなコロナ禍において、今後どのような方法で

会議を行っていくかということも考えています。 

         今後も継続していくかについてですが、８月２０日の意見交換会の際に

大野知事からも、今後もこうした意見交換の場を継続して設けていきまし

ょうというご提案がありましたので、それについて合意させていただいて、

継続的に実務レベルでの協議とは別に、継続していこうとなったところで
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す。 

         以上です。 

〇 東京新聞   公式にこの間あったのが初めてというか、会議をしたというのが初めて

ということだったんですが、その前にもコロナ関連なんかで打合せをする

機会は多かったと思うんですが、市長にとって知事は気軽に電話できる相

手と言えるんでしょうか。 

〇 市  長   ご質問にお答えしたいと思います。年代的にはほぼ同年代ということも

ございます。特にここのところ新型コロナウイルスをはじめ危機事案があ

ったということで、これまで以上に電話等での連絡等させていただいてい

ます。そういう意味では、比較的連絡を取りやすい関係になってきている

と思っております。 

〇 東京新聞   この話に関して質問ある方いらっしゃったら質問してください。 

         特にないようなので、それではそのほかに質問のある方、お願いします。 

 

〇 朝日新聞   専決処分になりましたプレミアム商品券についてお伺いします。１９億

という大型な予算の中でそれを専決処分したことに対して、議会からも不

満の声が上がっています。議会に対しての市長のスタンス、今回の件につ

きまして、どのように受け止めているのか、それからなぜ専決処分にせざ

るを得なかったのか、まずその説明をお願いします。 

〇 市  長   まず、ご質問にお答えしたいと思います。 

         ７月に行われました経済団体との情報交換会、またその後の有識者との

対談におきまして、今最も影響の大きい業種が飲食業、サービス業、また

小売業であると、また地域経済のベースとなる事業者をしっかりと支えて

いく必要があるということが喫緊の課題であるというご指摘がございまし

た。こうしたご指摘を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症による経

済への影響も少しでも回復できるよう、速やかに経済対策を講じる必要が

あり、プレミアム付商品券を年内に発行するために４か月程度の準備期間

が必要となるということから、７月下旬に専決処分を行ったところです。 

         いずれにしても、市民の皆様、また議会に対して丁寧に説明を行い、ご

理解いただけるように努めていきたいと考えております。 

〇 朝日新聞   それ質問じゃなくて説明なんですよね。私の質問への答えというのは、

その他：プレミアム付商品券について 
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議会が不満を持っているんだけれども、それに対してどう考えているのか

と聞いているんですが。 

〇 市  長   それについては、議案について丁寧に説明を行っていきたい。 

〇 朝日新聞   いや、丁寧に説明するのはこれからです。これまでにあなたが説明して

きたこと、専決処分をしたことに対して不満を持たれているということに

ついて、議会に対してどう答えるんですかということです。 

〇 市  長   今申し上げたとおり、専決処分を、要するにスピーディーに対応してい

くためにその必要性があったということで、その後説明をきちんとさせて

いただくということだと思います。 

〇 朝日新聞   質問変えます。臨時議会を開いて議決するということも可能だったと思

うんですけれども、なぜそれをしなかったんですか。議会側からは、そう

いう提案もできたのにという話もありますが。 

〇 市  長   ６月定例会の後に、例えば７月頃に行われた避難所における感染症対策

であるとか、今申し上げました市内経済団体との情報交換会での意見交換

など、様々な状況への対応が必要となりまして、その課題への対応につい

て検討を進めてきたところでありますけれども、関係方面との調整を重ね

て７月下旬に事業の具体的な内容が固まったところです。避難所の感染症

の対策、また市内の経済対策など、いずれの事業についても喫緊の課題で、

早急に補正予算措置が必要である中で、議会にお諮りする時間的余裕がな

かったということで専決処分を行わせていただいたということです。 

〇 朝日新聞   時間的余裕という問題で言いますと、７月２７日に専決処分するなら、

その段階で臨時議会を招集すればよかったんじゃないですか。 

〇 市  長   議会を招集するには一定期間の時間的なものも必要となりますし、どう

してもその手続、準備作業に入らなければ、特に年内でのプレミアム商品

券の実現がスケジュール的に厳しいということがございましたので、専決

処分を行わせていただいたということです。 

〇 朝日新聞   すみません。準備期間というのはほかの市のやり方を見ますと、しっか

り議決から２か月ぐらいでその対応をしている上に、しっかり臨時議会を

開いてまでして議決をしているのがほとんどで、私は専決処分でプレミア

ム商品券を出したというところは、大きい市では聞いたことないんですけ

れども、そういう、それほど緊急なんですか、それとも１２月というのは
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なぜやらなきゃいけないというのは、どうしてそこまで年内というふうに

言うのか、むしろ年内というのは遅過ぎますよね。ほかのところはもっと

早くやっているので、逆に言えばさいたま市は遅れてしまったので、慌て

てやっているというふうに印象を受けますけれども、その点どう思います

か。 

〇 市  長   経済対策については、先般もお話をしましたけれども、まず第１弾でい

わゆるキャッシュレス決済を使ったポイント還元という形で９月の中旬以

降実施をし、そしてその後、商店街が既に年度当初から予定をされており

ました地域活性化の商業キャンペーンを活用することで、その振興策を取

ると、そして１２月から１月という時期にかけて一番消費される可能性が

あるタイミングでこのプレミアム付商品券の事業をやることによって、さ

らに効果が高まるだろうという考え方の下に進めさせていただいたことで

ございます。 

〇 朝日新聞   ４か月かかる理由をもう一度説明してください。 

〇 市  長   （昨年度）にプレミアム商品券の事業をやらせていただいたことがござ

います。その際には５か月という準備期間を経てやらせていただきました。

そして、今回１つ大きいのは、商品券をつくるための印刷の紙が特殊な紙

で、偽造が出来ないような紙をしっかり用意して、それを印刷をするとい

うプロセスも、しっかり確保しなければいけないということもございます

し、またそのための準備が２か月であった都市もありますが、どういった

商店がそれに参加をするのかということもしっかりお知らせをしながらや

らないと、購入につながらないということもありますので、そういった準

備態勢を従来は５か月かけていましたけれども、それをさらに短縮をして

やるという方式も取りながらも、やはりその１２月、１月ぐらいにできる

ようにしていくことが非常に重要だと考えてやらせていただいたところで

す。 

         そして、３月の議会におきましても、５月の議会におきましても、そう

いった対策については適切に対応するようにという決議もいただきました。

特に専決処分を積極的に活用というような、そういった決議も２月定例議

会でいただいたところです。とは言っても、もちろん議会を尊重していか

なければならないというのは変わらないことですので、私たちとしてはで
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きるだけ議会を尊重しながら、かつスピード感であるとか、タイミングと

いうのをしっかりと踏まえながら対応していかなければいけないというこ

とで、今回専決処分させていただいたところです。 

         引き続き議会の皆様にしっかりと配慮、説明をしていく中でご理解をい

ただきたいと考えております。 

〇 朝日新聞   スピード感とおっしゃったのに４か月かかるというのは、さいたま市の

能力はそういうことって聞こえますよね。 

〇 市  長   もちろんスピードを早くするということと、やる以上、やはり効果がな

いということではいけないわけです。できるだけスピードかつ適切に行う

ということが必要だと考えておりますので、そのためには最低限の準備期

間はどうしても必要になると考えております。 

〇 朝日新聞   ４か月かけて４，０００店舗しか登録できないという目標しか掲げてい

ないということ自体が、まずプレミアム商品券、消費増税のときも結局

３，０００店舗ちょっとしか登録されずに大変売れ残っています。 

〇 市  長   どこがですか。 

〇 朝日新聞   消費増税のときのプレミアム商品券です。予定していた７７万（冊）に

対して３０万（冊）しかさばけていなかったという実績がありますよね。

それに対して今回４，０００店舗増やしたら、どのぐらいの目標に達する

というふうに計算が成り立つのか、その辺はどうなんですか。 

〇 市  長   前回の消費増税のプレミアム付商品券というのは、全然目的とか対象が

違います。これは、（低所得者）とか子育てしている方々を対象としたもの

であって、比較をするとすれば平成２７年に行ったプレミアム商品券の事

例を対象に比較しないと、昨年度はかなり特殊な環境の中で行った商品券

事業なんです。平成２７年は、プレミアム商品券を使った事業を行いまし

たけれども、もちろん完売をしていますし、経済効果も上げているという

状況でございます。 

〇 朝日新聞   経済効果がどのぐらい上がったというのは、どういうふうに計算してい

るんですか。 

〇 市  長   平成２７年の資料は、皆さんに後で差し上げたいと思います。（会見後資

料提供：プレミアム付商品券 過去の事業との比較） 

〇 朝日新聞   それから、経済効果という話でいいますと、もともとプレミアム商品券
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がどのぐらいの経済、消費を押し上げるかという効果については、民間の

シンクタンクなども疑問を呈しております。しかも、１２月というのはそ

もそもかき入れ時で、普通は消費増税のときのプレミアム付商品券のよう

に二八など、要するに消費が落ち込むのを下支えするために商品券という

のが出されるわけですけれども、１２月にそもそも年末でどこも売上げが

伸びる傾向にあるときに商品券を出しても、それが押し上げるというふう

には考えにくいんですけれども、どういう考えから１２月なんですか。 

〇 市  長   商品券を購入していただくためには、プレミアム分はありますけれども、

実際その金額分のお金を当然出していただかなくてはいけません。１２月

ぐらいというのは賞与など、お金が通常よりは入ってくる機会になります

ので、それを買うためのお金を持っていないと商品券というのは購入でき

ないわけです。ですから、私たちとしては、そういったタイミングに出す

ことが効果を高めることになるということです。 

         そして、いろいろな考え方はあると思いますが、それは今後の議論の中

でまたそれは議会とやるべき話で、それはあなたのお考えということ。 

〇 朝日新聞   議会でやるべきだったら、議会でしっかり審議していただいて可決成立

させていただくというのが本当は筋だと思いますけれども。 

〇 市  長   専決処分についても（承認、不承認）というのは当然ございますので、

議会の中で議論させていただきたいと思います。 

〇 朝日新聞   それから、委託事業費についてほかの市と比べて、大変７億という、大

変高いんですけれども、それについてはどういうふうに考えていますか。 

〇 市  長   これは、予算でございまして、それで執行しているわけではございませ

ん。今事業者から提案をする形で、どういうやり方をするかによってこの

事務費は変わってくると考えております。私たちはこの事務費をできるだ

け軽減化させるために努めながら実施をしていこうと考えておりますが、

これはあくまでもマックスということで、当然数社がそれらの提案を行っ

ていることでありますので、その中でより低い事務費であったり、総額で

ある事業者を選んで実施をしていくと。ですから、その予算の金額が確定

されているということではありません。 

〇 朝日新聞   それはちょっとおかしいと思います。なぜかと言いますと、札幌市にし

ろ、川崎市にしろ、予算を組んで補正予算案の中で委託業務費が既に３億
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６，０００万円とか２億８，０００万円とか、その額で確定させて、それ

で事業費として委託しているわけで、７億という提案をした場合に、プロ

ポーザルで７億を提案するのが普通だと思うんですけれども、昨日で

２６日でプロポーザルが締め切られていますけれども、どのぐらいの予算

規模のプロポーザルが出てきていますか。 

〇 市  長   発表、報告は決定してからということになると思いますので、現時点で

幾ら出たということは申し上げられませんし、後々決定がした後にお知ら

せすることは可能だと思います。 

〇 朝日新聞   でも仕様書で７億と書いてあって、３億の提案が出てくると思いますか。 

〇 市  長   その辺は担当から。 

〇 事務局    他市との違いについては、スキームの違いがございまして、さいたま市

の場合につきましては、商品券の販売について対面販売ではなくて郵送に

よる販売を行おうかと考えております。できるだけ３密などを避けるよう

な、安全で効果があるような政策を打ちたいと考えております。そういっ

た郵送費、合わせてコンビニでの代行利用料、手数料とか、そういった経

費が他市と比べて大きくなっております。 

〇 朝日新聞   郵送費については幾らと考えているんですか。そもそも７億の見積りを

出したときに、何に幾ら、何に幾らかかると考えて７億となったんでしょ

うか。 

〇 市  長   先ほど市長のからもありましたが、業者選定の最中でございますので、

細かい数字については控えさせていただきます。 

〇 東京新聞   よろしいでしょうか。 

         それでは、終わらせていただきます。 

〇 進  行   それでは、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９月１６日、午後１時半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１１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。 

 


