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さいたま市長定例記者会見 

令和２年１１月６日（金曜日） 

午後１時３１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、時事通信社さん、進行をよろしくお願い

いたします。 

〇 時事通信   １１月の幹事社を務めます時事通信社と申します。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。 

         １１月に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。空気も乾

燥し、火災が発生しやすい季節を迎えました。 

         １１月９日月曜日から１１月１５日日曜日は、秋季全国火災予防運動期

間ですが、本市では独自に１１月の１か月間を秋季さいたま市火災予防強

化運動期間に指定し、火災予防の普及啓発を強化してまいります。 

         昨年中に本市内で発生した火災は２５２件で、そのうち８７件が住宅火

災でした。なお、今年に入り、市内で発生した火災は、１０月末時点で、

概数値ですけれども２１６件、そのうち７８件が住宅火災で、昨年の同時

期に比べ住宅火災が１３件多い状況となっております。 

         なお、昨年、今年と、死者が発生した火災の多くで、住宅用火災警報器

が設置されていない状況でした。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報

器の設置と、定期的に点検をするなど適切な維持管理をお願いいたします。  

         また、「がんばろうさいたま！商品券」事業について、１１月１０日の購

入応募の締切りが迫っております。地域経済と商店街活性化にもつながり

ますので、市民の皆様には、ぜひご購入いただきまして、市内店舗でのお

買物をお楽しみいただければと思います。 

 

         それでは、まず本市の新型コロナウイルス感染症の状況について説明さ

せていただきます。 

冒頭説明：本市の新型コロナウイルス感染症の状況 
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         まず、本市の感染状況についてですが、こちらは１１月４日時点の数字

です。市内の検査で陽性が判明した方は累計で９７３名です。そのうち調

査中を含む感染経路不明者が３６３名、同日現在の陽性率は４．４％にな

っております。 

         本市においては、９月下旬以降、陽性者が増加しております。直近１週

間の感染者数は４９名となっており、依然多くの陽性者が報告されており

ます。今後インフルエンザの流行期を迎えることから、これまで以上に警

戒を強めるとともに、クラスター対策にしっかりと取り組むことが必要で

あると考えております。 

         次に、クラスターの発生状況及び対策について説明します。９月下旬以

降、接待を伴う飲食店で３件、劇団稽古場で１件のクラスターが発生し、

感染者は合計１１８名、うち市民４０名の感染が報告されております。 

         こうした状況を踏まえて、クラスターが発生した大宮南銀座地域の接待

を伴う飲食店を対象に、広域的なＰＣＲ検査を実施しております。１０月

２１日に対象店舗宛てに検査実施通知を発送して、１１月５日現在で

７２店舗、６２６名の申込みがあり、２０３名の検査を実施した結果、２人

の陽性が報告されております。陽性が判明した方については、速やかに積

極的疫学調査を実施しております。 

         多くの感染者が発生した劇団稽古場でのクラスターについては、１０月

２２日に埼玉県と合同で現地の確認及び聴き取り調査を実施しました。今

後は、現地確認やアンケート調査の結果、本市保健所の疫学調査の状況等

を基に、埼玉県とともに感染拡大の検証を行うこととなっております。 

         なお、高齢者等は新型コロナウイルスに感染した場合、重症化リスクが

高いことから、クラスター発生を可能な限り防止していくため、高齢者施

設の新規入所者で希望する方に対して、ＰＣＲ検査を実施する方向で現在

関係機関と調整を行っております。 

         次に、感染リスクが高まる場面と感染防止対策について説明します。

１０月２３日に開催された国の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」

におきまして、「この冬に備えるためにはクラスター連鎖をしっかり抑える

ことが必須である」との考えから、感染リスクが高まる５つの場面、こう

いった場面が示されました。 
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         スライドに示したとおり、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間に及ぶ

飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり

という５つの場面について、特に注意が必要となります。 

         さらに、接待を伴う飲食店など、飲食を伴う会食などにおいてクラスタ

ーの発生が多く見られることから、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ

工夫」についても示されております。 

         まず、飲酒をされる皆様につきましては、飲酒をする場合には少人数で、

短時間でなるべく普段一緒にいる人と適度な量とすること、また箸やコッ

プなどを使い回さないこと、また座席は正面や真横を避けて斜め向かいに

すること、会話をする際はマスクを着用すること、適切な感染防止対策を

行っている店舗を利用すること、体調が悪いときは無理せず参加しないこ

とをお願いします。 

         また、店舗の皆様につきましては、従業員の体調管理やマスク着用の徹

底など、業種ごとのガイドラインに沿った感染防止対策を行うこと、利用

客の皆様にも感染防止対策を行っていただくこと、ＣＯＣＯＡや埼玉県Ｌ

ＩＮＥコロナシステムの使用を働きかけることをお願いします。 

         また、全ての場面におきまして、マスクの着用や３密の回避、室内の換

気、手洗い、アルコール消毒の徹底などの取組を引き続きお願いしたいと

思います。 

         間もなく新型コロナウイルス感染拡大後、初めての忘年会シーズンを迎

えます。お酒を飲む機会が増える時期となります。市民、飲食店の皆様に

は、感染拡大防止のため、ただいま申し上げた工夫をぜひ実践をしていた

だきながら、会食を楽しんでいただきたいと思います。 

         インフルエンザの流行期には、例年多くの発熱患者が発生します。その

ため、今後、発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医など地

域で身近な医療機関に電話相談のうえ、受診することとなります。 

         現在、埼玉県ではインフルエンザ流行期に備えて、受診・相談センター

の設置の準備を進めているほか、発熱患者等の診療または検査可能な医療

機関を「埼玉県指定診療・検査医療機関」として指定しており、埼玉県内

で１，２００機関を目標に進めているところです。さいたま市立病院も「埼

玉県指定診療・検査医療機関」の申請の準備を進めております。 
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         次にインフルエンザ流行期に備えた市立病院の独自の対応について説明

します。主に市立病院にかかりつけとなっている患者様を対象に、外来診

療の体制整備を行うものです。 

インフルエンザ流行期には発熱患者が多数発生することが予想され、新

病院の感染外来では、動線の分離や十分な待合が確保できず、十分な感染

予防策ができないおそれがございます。そのため、市立病院では新病院の

感染外来で行っている発熱患者の検体採取と診療の一部を旧病棟において

実施します。 

具体的には、市立病院の旧西病棟の１階部分の一部を活用します。実施

時期は１１月２０日頃から想定しております。受診方法は、事前の予約制

とさせていただきます。このようにすることで一般外来患者と発熱患者の

動線を分離でき、一般外来患者と医療従事者への感染防止を図ることがで

きます。また、発熱患者が安心して受診できる待合スペースを提供でき、

発熱外来での感染拡大の防止にもつなげていくことができます。 

         さらに、新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大に備えた準備を

進めております。感染拡大期である現在、市立病院では３０床の病床を確

保していますが、今後ピーク期になった場合には１０床を増加し、４０床

に拡大することで準備を進めておりました。先般の県の新型コロナウイル

ス感染症専用医療施設には応募しておりませんが、最新の高度医療機器と

感染予防対策が整っている新病院を最大限に活用する観点から、今回の県

の専用医療施設の応募条件が１０床以上となっていることを踏まえ、さら

に１０床を増床し、ピーク期に新病棟のほうで５０床確保できるように調

整をしております。 

         これらの対応により、市立病院としてもインフルエンザ流行期や新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に備えた体制の整備を進めてまいります。 

 

 

         それでは、次に議題１、旧大宮図書館についてリノベーションを実施し

ていただける事業者が決定したので、報告します。 

         まず、経緯ですが、大宮駅周辺では平成２２年に策定しました「大宮駅

周辺地域戦略ビジョン」におきまして、公共施設の再編による連鎖型まち

市長発表：議題１「旧大宮図書館をリノベーションす

る事業者が決定しました～OMIYA COMMON LIBRARY～」 
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づくりを優先的に取り組むべきプロジェクトに位置づけ、関連する事業を

推進してまいりました。大宮区役所と大宮図書館の合築による新庁舎整備

や市民会館おおみやの移転などは、公共施設の再編の一環として取り組ん

できたものです。 

         また、公共施設の跡地の活用を推進するため、平成３０年１０月には「大

宮駅東口周辺公共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」を策定し、駅前

にぎわい拠点、それから地域連携拠点、さらには氷川神社周辺エリア、こ

の３つのエリアごとに方針を定め、跡地活用に取り組んでおります。旧大

宮図書館は、氷川神社周辺エリアにおける公共施設の一つとして、施設移

転後の跡地活用について検討を進めてまいりました。 

事業スケジュールですが、旧大宮図書館につきましては、平成３０年度

より事業化の可能性について検討を進めてまいりました。令和元年度には、

事業者に対してサウンディングを行いながら、具体的な公募の条件等につ

いて精査し、令和２年２月より事業者の公募を開始しました。そして、応

募いただいた事業者を審査した結果、本年８月に優先交渉権者を決定し、

１０月２６日に事業者と基本協定書を締結しました。 

         事業者の選定に当たりましては、こちらの４つの実施方針に基づき実施

しております。まず、実施方針の１つ目、貸付方法です。これは、さいた

ま市公募による公有財産の貸付に関するガイドラインに則り、普通財産と

して事業者への公募を図ること。そして、実施方針の２つ目として、貸付

期間は市立博物館の在り方が整理されるまでの一定期間であること。そし

て、実施方針の３つ目ですけれども、事業者の選定方式はサウンディング

型民間提案制度を行い、マーケットとの調整を行った後に公募型のプロポ

ーザルを実施すること。そして、実施方針の４つ目ですが、施設の用途は

民間提案とし、まちに貢献する機能と自由機能の組合せを選定委員会によ

る審査において決定することと、この４つの方針の下に進めさせていただ

きました。 

         今回公募の結果、事業を実施していただけることになったのが、「ＯＭＩ

ＹＡ ＣＯＭＭＯＮ ＬＩＢＲＡＲＹ（オーミヤ コモン ライブラリ

ー）」という団体でございます。ＯＭＩＹＡ ＣＯＭＭＯＮ ＬＩＢＲＡＲ

Ｙは、戸田建設、戸田ビルパートナー、株式会社キャンプサイト、一般社
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団法人バイクロア、この４者から成るコンソーシアムになります。 

         施設コンセプトであります「ＯＭＩＹＡ ＣＯＭＭＯＮ ＬＩＢＲＡＲ

Ｙ」は、日本語に直しますと「みんなの図書館」ということで、長きにわ

たりこの場所で愛されてきた大宮図書館を、これからの生き方、暮らし方

をつくるみんなの図書館として再生していくという意味が込められている

ということです。 

         そして、施設のコンセプトですけれども、事業内容としては、これから

の大宮の新しいライフスタイルを形成する拠点として、大宮と氷川参道の

賑わいの創出・集客のための観光拠点、地域ビジネスの活性化を支える起

業・創業拠点、大宮ブランド形成の核となる情報発信拠点の３つの役割を

担うこととしております。 

         そして、コミュニティづくりとして、１０年間かけて地域や、さらに広

域のコミュニティ形成を通して、人と人とのつながりを増やしていくこと

やタウンマネジメントの発想で大宮ブランドを広げることをコンセプトと

しております。 

         施設概要についてです。まず、１階の部分ですが、ここは情報発信拠点

としております。ここではイベントスペースや飲食、また物販店とする計

画となっております。 

         そして、２階の部分ですが、２階の部分は地域ビジネス拠点と位置づけ

ております。コワーキングスペースやオフィス、また保育施設とする計画

となっております。 

         そして、３階の部分ですが、ここは観光拠点としております。ここには

さいたま観光国際協会が入居するとともに、オフィスや屋上テラスを造る

計画となっております。 

         ここからは、提案いただいているイメージを幾つか紹介します。まず、

こちらの部分ですけれども、これは１階正面入り口の外観になります。氷

川参道に面してテラスを整備したり、外観についても周辺と調和したデザ

インをイメージしております。 

         こちらは、イベントのときのイメージです。図書館の外でもマルシェな

どのイベントを開催するなど、年間を通じた多様なイベントや情報発信を

行い、施設と大宮を活性化していくことを提案いただいております。 
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こちらも１階のエントランスのイメージになります。１階では、バイク

ロアによる自転車ツーリズムやサイクルコミュニティの拠点として利用さ

れるとともに、イベントスペースとして、観光拠点としての情報発信など、

多様な活用が期待できるスペースとなる計画です。イベントスペースでは、

お祭りなどの地域の活動と連携した活用方法なども提案いただいており、

地域の方をはじめ、多様な方に利用していただける施設となることを期待

しております。 

         次に、今後のスケジュールについてです。今後は、事業者によるテナン

トの選定をはじめ、施設計画の具体的な内容が決まってきましたら、賃貸

借契約を締結し、来年４月の工事着手を目指していくこととしております。

リノベーション工事は、おおむね半年程度を想定しており、施設のオープ

ンは来年の秋を予定しております。 

         また、本年１２月には「旧大宮図書館キックオフトーク」と題して、Ｏ

ＭＩＹＡ ＣＯＭＭＯＮ ＬＩＢＲＡＲＹと専門家を交えたトークイベン

トも開催する予定としております。 

         最後に、本施設は大宮駅周辺地域戦略ビジョンや大宮ＧＣＳ化構想で、

にぎわい交流軸として位置づけております一の宮通りを抜けた先にある氷

川参道にも面した位置です。この場所が多くの人に利用いただける場所に

なることで、エリア全体の回遊性の向上につながり、国交省や本市でも取

り組んでおります居心地がよく歩きたくなるまち、いわゆるウォーカブル

シティというものですけれども、まちなかづくりが、より一層推進される

ことを期待しております。 

         また、本事業は用途廃止をした公共施設を民間事業者の手でリノベーシ

ョンしていく本市初の事業になります。このプロジェクトが本市を代表す

る公民連携のモデルとなるプロジェクトとなり、本市のＰＰＰ、公民連携

のさらなる推進につなげていきたいと考えております。この施設が新しく

生まれ変わり、地域の皆様から愛される施設となるよう、市としても事業

者と協力し、取り組んでまいりたいと考えております。 

         私からは以上でございます。 
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〇 時事通信   幹事社のほうから２点ほど伺えればと思います。 

         クラスターのご説明のときに、高齢者施設への新規入居者の希望する方

を対象にしたＰＣＲ検査のお話がありましたが、これはそんなにゆっくり

していられないと思うのですが、実施の時期の目途とか、それから予算の

確保だとか、予算の取扱いなんかについて教えていただければと思います。 

〇 事務局    こちらのほうの実施の時期ですけれども、今後予算等もございますので、

これから議案等に上げさせていただきまして、その後に周知等もございま

すので、今できればなるべく早く行いたいところですが、年明けになって

しまうのではないかと思っているところです。 

〇 時事通信   もう一点なのですが、市立病院のところで病床確保のお話がありました。

現在３０床からピーク時に４０床、さらに増やして、新しい病棟で５０床

というお話だったのですけれども、どこからどこまでが新しいところで、

病床の関係ってどういうふうにやっているのか、ちょっと分からなかった

ので、その辺りを教えていただけますか。 

〇 市  長   今、病床については、埼玉県のほうで４つのフェーズに分けてこの病床

の確保をされています。そして、第１段階、第２段階、第３段階、そして

第４段階がピークになります。現在、第３段階の段階で、ここでは３０床

を市立病院としては活用できますということでお話をしています。これま

で、いわゆるピーク期については３０床プラス１０床で、４０床を活用い

ただけますということでお話をしてきました。 

         そして、今回、その状況ですと２００床程度やはり足らないというお話

があって、今回、県からの公募ということで行われたわけですけれども、

その公募は、要するにハードを新しく整備をする病院ということでござい

ましたので、それ自体には旧病棟として申請はしておりません。ただし既

存の新病院のほうで、市立病院としては、もう１０床追加をというか、活

用する形にさせていただいたということです。 

〇 時事通信   幹事社からは以上です。 

         市長からの説明について、マイクを使用して各社さん質問をお願いしま

す。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

冒頭説明に関する質問 
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         市立病院の件についてお聞きします。今、公募せずにこういう形をとっ

たということなのですけれども、改めて専用病棟、県の公募のほうには手

を挙げなかった、挙げずにこちらの形をとったという理由について、詳し

く教えていただけますでしょうか。 

〇 市  長   今回、応募しなかった理由ですけれども、私たちも旧病棟の活用という

ことで、応募するかどうかを検討してきました。その中で、現場の院長、

医師をはじめとして、担当も含めて総合的に検討してきましたけれども、

安全で効果的な医療の確保のためには、新型コロナウイルス感染症の治療

については、やはり最新の高度医療機能と感染予防対策を有する新病院に

集約することが望ましいと判断して、今回は応募しないことにしました。 

         さらに、具体的に言いますと、やはり何といってもスタッフを確保する

と、医師、医療のスタッフ確保がないと、やはり旧病院の病床をそういう

形で応募するということになると、本体の新病院のほうで多くの病床を閉

鎖せざるを得なくなるというような状況もあり、総合的に考えて、その応

募が１０床以上ということでありましたので、むしろ新病院で１０床を確

保したほうが本体に対する影響も少なくて済むということもあります。ま

た、これから季節性インフルエンザが流行期になりますので、市立病院の

新しい病床にも、やはり多くのインフルエンザの患者さん、あるいはイン

フルエンザかコロナか分からない患者さんがいらっしゃったときに、むし

ろ旧病棟を活用して発熱外来をやることで、患者さん同士でも、あるいは

医療スタッフに対する感染リスクもかなり大幅に下げられるということも

あって、最終的にいろいろ検討した結果、そういうやり方がよりよいもの

だろうということで、そのような方向にさせていただいたということです。 

〇 毎日新聞   実施時期、発熱外来なのですけれども、１１月２０日頃からということ

で、あと２週間とかそこらでということだと思うんですけれども、この発

熱外来にかかる費用ですとか、例えば新たに電気とかそういうインフラ系

を整備しなければいけないとかが、その辺はどうなっているのかというか、

間に合うのかというところと、必要な、今言った電気とかそういう必要な

何か整備をしなきゃいけないというのは、どういう部分になってくるのか

教えていただけますか。 

〇 市  長   まず、今回実施します発熱外来は、先ほども申し上げましたけど、旧病
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院の西病棟の１階のみを使用することになります。そのために、電気や水

道の使用については限定的ですので、整備をしない現状のままでも使用が

できるということです。しかしながら、電子カルテの配線整備などが新た

に必要になりますので、１１月２０日をめどに開設ができるということで

す。整備・運営に係る経費ですが、配線整備のほか、受付また清掃業務な

どで約３３０万円を見込んでいます。 

         期間的にも、先ほど言いましたように旧病棟の西病棟の１階のみという

限定的な場所でございますので、２０日であれば十分間に合うということ

で、そこからスタートをしようと準備を進めております。 

〇 毎日新聞   あと、こういう形が今言ったように効率的だし、最新の医療も使えると

いうことなのですが、結局旧病棟のほんの一部を使うというような形にな

って、大半は使わない状態で残っていると思うのですけれども、結局旧病

棟全体を活用できているというわけではないと思うのですが、こういう形

に最終的にはなったということについては、市長自身はどういうふうにお

考えですか。 

〇 市  長   これまでも、旧病棟の活用については様々なご意見、あるいはご要望が

あったわけでございますけれども、市としてはこの市内の新型コロナウイ

ルス感染症の状況と、さいたま市立病院の運営への影響を勘案しながら、

その都度適切に判断をしてきたつもりです。 

         今回の旧病棟での発熱外来の設置、また新病院を活用したピーク時にお

ける新型コロナウイルス感染症対応病床の増床についても、そうした考え

方に沿って決定をしたものです。 

         今後とも、市内の新型コロナウイルス感染症患者さんの状況を踏まえな

がら、市民のために安心安全の状況を提供し、また健康と命を守るために

全力を尽くしていきたいと思っております。 

〇 毎日新聞   この質問で最後なんですけど、解体については、取りあえず今まで言っ

ていたとおり３月までしないという、そこら辺のスケジュールに変更はな

いでしょうか。 

〇 市  長   現状としては、この発熱外来が一段落するまでと考えております。この

辺は、ちょっとインフルエンザ、あるいは新型コロナ等の状況がどうなる

かによって若干流動的ですので、そういったものを勘案しながらというこ
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とになると思います。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         高齢者施設のクラスター対策の関係でお伺いしたいのですが、高齢者施

設もいろいろ種類があると思うのですが、どういう種類のもので、対象施

設は幾つぐらいになって、対象人数どのぐらいかという見積りがあれば教

えてください。 

〇 市  長   対象施設は、基本的には入所型の施設ですが、数とかは担当のほうから

申し上げたいと思います。 

〇 事務局    今、調整中ですけれども、市内に入所型に該当するような施設として

４００ぐらいございます。そういった４００ぐらいの施設に対して、どの

くらいの人数が該当するか、新規で入所するかにつきましては、現在調整

中です。 

〇 東京新聞   例えばもう既に入所されている方で希望する方とか、そういう方は対象

外と考えていいのでしょうか。 

〇 事務局    対象につきましては、この制度が始まってから入所する方を対象とさせ

ていただきます。 

〇日本経済新聞  日経新聞ですが、今の高齢者施設の絡みで、できるだけ早急にという話

だったとは思うのですけれども、であれば、例えばですけれども、専決処

分をするとかして、市長のほうで早くというようなご対応もできるのかな

というふうに思ったのですけれども、高齢者の方は結構感染するとリスク

が高いと思うので、生死に関わってきてしまう部分もあるのではないかと

思うのですが、その辺りはどういうふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   関係機関との調整など一定の準備も必要となりますので、その中ででき

るだけ早く実施をしていきたいと考えておりますが、基本的には、間もな

く１２月議会が始まりますので、その中で議決をいただきたいと考えてお

ります。 

〇日本経済新聞  仮に入居を、例えば１２月に希望する方がいらっしゃった場合とかは、

どういうふうなお言葉をかけるといいますか、結局ＰＣＲ検査を受けずに

入所することになると思うのですけれども、我慢をしなければいけないよ

うな状況になってしまうと思うのですが、その辺りはどのようにご説明を

したいというふうにお考えでしょうか。 
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〇 市  長   できるだけその辺の準備等も早めにスタートして、実施ができるように

していきたいと思います。 

         また、ちょっと制度の詳細については、今後さらに詰めながら考えてい

きたいと思います。 

〇日本経済新聞  もう一つ、市立病院のほうなのですけれども、実施時期１１月２０日頃

からということで、いつまでを想定していらっしゃるのかというのをちょ

っと改めて確認をさせてもらってもいいですか。 

〇 市  長   先ほど申し上げましたけれども、流動的な部分がありますので、明確に

何月までということは言えませんけれども、インフルエンザの流行期がお

おむね５月ぐらいまでと見込んではおります。 

ただ、それよりも早く収束するようであれば、早いということもありま

すし、引き続き、まだインフルエンザ、あるいはコロナの患者さんが多く

て、こういった発熱外来の継続が必要であれば、もう少し長くなるという

ことも当然考えられるということです。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。 

         市立病院の件で確認したいのですけれども、この今発表があった発熱外

来の対応については、今年に限った対応ということでよろしいのですか。 

〇 市  長   現時点では、そのように考えております。 

〇 ＮＨＫ    これまでの経緯をちょっと確認させていただきたいのですけれども、こ

れまでさいたま市として検討してきたのは、コロナの陽性患者の方を受け

入れるための施設として使うということではなくて、コロナの陽性の疑い

のある人を受け入れる施設として利用できるかどうかというのを検討して

きたということでよろしいのでしょうか。 

〇 市  長   さいたま市として検討してきたのは、疑いのある患者さんを対象とした

ものということでのご要望もいただきましたので、その部分も検討してき

ましたし、それ以外の活用についても検討してきて、最終的にどういう形

で活用することが最も有効的なのかということの中で、今回こういう形で

対応させていただくことにしました。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         高齢者のクラスターの対策について、改めてインフルの懸念もある中で、

ＰＣＲ検査を新規入所の方は、すぐ受け入れたほうが、リスクが少ないん
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じゃないかと思うのですけど、そこはなぜできないのでしょうか。 

〇 市  長   今、制度設計等を準備している段階ですし、また関係機関等の施設、あ

るいは関係機関との調整も今やっている段階ですので、そういったことを

並行して進めながら、早期に対応していきたいと思います。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         今の話の続きでいいますと、高齢者施設への新規入所者のＰＣＲ検査と

いう目的が、いま一つよく分からないのですよね。つまり、今まで高齢者

施設で発生したクラスターが、新規入所者が持ち込んだというような、そ

ういう知見が得られていて、そういう人たちに対する感染防止というか、

対策が必要だという意味から新規入所者ということなのか、それとも、じ

ゃ例えば新規に働く人も、そういう意味じゃ新規に働く人たちにもＰＣＲ

検査をして、高齢者施設がクラスターにならないように持ち込ませないよ

うにするとか、いろいろな考え方あると思うのですけど、新規入所者の高

齢者に限ってＰＣＲを受けるという意味が、いま一つよく分からないので

すけれども、どういうことなのですか。 

〇 市  長   国においても、今、高齢者を対象とした検査についての様々な補助制度

などが出来上がってきておりますので、その中で、現時点で施設に入所さ

れている方の場合は、外部との接触する機会が極めて限定的ですし、現時

点でそうした症状を持っていたり、そういった状況があるということでは

ございませんので、新たにこれまでどちらかというと、そういった接触す

る機会が多かったと思われる高齢者の方々を対象として、入る際には持ち

込まないようにＰＣＲ検査を実施するというのが、基本的な考え方である

と考えております。 

〇 朝日新聞   要するに新規入所者が持ち込むということに対する感染防止と、そうい

うことが最大の目的ということですか。 

〇 市  長   そうです。 

〇 朝日新聞   今までそういう例があったのかどうかということは、何か承知していま

すでしょうか。 

〇 事務局    今まで持ち込みがあったかどうかにつきましての検証は行われておりま

せん。 

〇 朝日新聞   次に、別のお話です。市立病院のことですけれども、そもそもさっき医
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師の確保というものについては、最初から検討されたときに、そうしたス

タッフの確保とか、そういうものの難しさというのは初めから分かってい

たので、今さらという話で、今さらその病床はコロナ病棟ということには

できないというのを説明されるというのは、今までちゃんと真剣に検討し

てきていたのか、今までだと例えば医師確保については、どういう考え方

の下、旧病棟を解体せずに置いてきたのか、もう一度ちょっとそこを教え

てください。 

〇 市  長   これまでも医師の確保、あるいは医療スタッフの確保ということについ

ては、単独の病院だけでは難しいということもあって様々な病院とも連携

をしたり、あるいは検討も進めてきましたけれども、それぞれの病院が新

型コロナへの対策を取っていただいていたり、あるいはそれ以外の通常の

医療の形、関係の中で医療に従事をされている中で、新たに市内で医師を

確保するということが極めて厳しいという状況があったということが一つ

あります。 

         その中で、今回公募の要件が発表されたわけですけれども、ハード面で

の整備についての補助等についてはうたわれたわけですけれども、やはり

人材確保等については、残念ながら入っておりませんでしたので、現状の

スタッフの中で最大限、ピーク時のコロナ対策をとるためにはどうしたら

いいかということを、ずっと市立病院の院長をはじめとする現場で頑張っ

ている皆さんと議論をして、検討してきました。 

その中で、どうしてもやはりコロナ対応をするためには、通常の病気よ

りもかなり多くの医療スタッフが必要になります。ですから、受け入れる

数が多ければ多いほど、通常の医療についても影響を与えるということに

なりますので、その中でぎりぎりのところで何ができるかということを、

本当に真剣に考えてきたのです。その中で下した最終的な結論が、今回の

結論であるということです。 

〇 朝日新聞   コスト面でどうなのですかね、先に解体して、プレハブで例えばそうい

った発熱外来をつくったほうが安上がりという話にはならないのでしょう

か。その辺のコスト面の検証はしたのでしょうか。 

〇 市  長   解体する期間が、１か月やそこらでは恐らくできないと思いますけれど

も。 
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〇 事務局    解体をしてからですと、今、市長から話もありましたとおり、時期的な

ものも間に合いませんし、現状の使える施設をこの費用で使えるというの

はかなりいい方法ではないかと考えております。 

         あと、２か所に分かれますので、コスト的には多少はかかるとは思いま

す。 

〇 朝日新聞   あと、南銀のクラスター対策でのＰＣＲ検査で陽性者２名というのは、

今まで日々の感染者の情報の中では出てきていなかったのですけれども、

この陽性者はいつ判明した分なのかということ。それから、判明したお店

についてどのような措置を取るのか、その辺りの対策を教えてください。 

〇 事務局    昨日、皆様に（新型コロナウイルス感染症患者に関する記者発表資料を）

お送りした後に判明したものでございます。 

〇 朝日新聞   その後、この判明した店舗等についてどのような措置を取るのか、そこ

の部分はどうされるのでしょうか。 

〇 事務局    通常の積極的疫学調査という形になろうかと思います。通常のスキーム

にのるということになろうかと思います。 

〇 市  長   ２名以外の従業員は、既にＰＣＲ検査も受けていただいて、全て陰性だ

ったと聞いていますけれども。 

〇 朝日新聞   だから、つまり通常の疫学調査というのは、例えば具体的に店の利用者

や市民という感覚からすると、店には、例えば発生したお店には当分休業

要請をするとか、そういう話になるのか、濃厚接触者以外の方、例えばお

客さんとか、そういう方についても呼びかけをお願いするとか、具体的に

はどうなるのでしょうか。 

〇 事務局    検査結果が出たのが、何分今朝というような状況でございますので、今

後の対応については、今後また検討させていただければと思います。 

〇 朝日新聞   あと、この検査をするのに当たって、１，３００人ぐらいが対象になる

かというような話が出ていたと思います。これに対して検査を申し込まれ

た方が６００人でしたっけ、その程度の人数であったということについて、

どういうふうに考えるか、あるいは申込み、今検体回収数４４２ですけれ

ども、あと２００人ぐらいは実際に検体が持ち込まれる見込みがあるのか、

それとも、もうほぼほぼ締切りで終わりなのか、その辺も教えてください。 

〇 事務局    １，３００人は、もともと見込みということでございまして、この辺り
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は前回の受付数等を踏まえた計算式でございます。結果ということでござ

いますので、その後、様々閉店等もあったように聞いておりますので、ち

ょっと分母がどうあったかというあたり、今後検証が必要かなと思ってお

ります。数については、また今後増える可能性もあると思いますので、ま

だ受け付けてございます。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。 

         高齢者施設のＰＣＲ検査の件なのですけれども、先ほどウイルスの持ち

込みという話がありましたが、それを考えるとデイサービスの事業所とい

うのがものすごく危険というか、持ち込みが一番考えられるところなのか

なと思うのですが、入所施設に限定して、デイサービス事業所を含まない

理由について伺えるでしょうか。 

〇 事務局    今回、私どものほうで考えたことにつきましては、まずこちらのほうで

長期滞在するような方々を対象として、デイサービス等では日帰りという

形になってしまいますので、検査の実効性があまりないかなという形で考

えております。 

〇 ＮＨＫ    今の日帰りなので、検査の実効性がないというのはどういうことなので

しょうか。 

〇 事務局    デイサービスというのは、１日、ご自宅から施設に行って、施設で過ご

した方がその日にまた帰られるというところですので、その日その日の行

動がかなり広いものですから、ＰＣＲ検査の実効性がないというか、検査

をしてもまた次の日どうなるか分からないと。 

 

 

〇 時事通信   それでは、幹事社として代表質問のほうに移らせていただきます。 

         １１月１日に大阪都構想ということで住民投票が行われ、それには否決

されたと思うのですけれども、その結果について市長の受け止め方という

か、教えていただければと思います。 

         また、埼玉県とさいたま市における二重行政の課題点や解決に向けての

お考え方をお聞かせください。多分大阪とは事情が多分違っているとは思

いますが、よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問にお答えをしたいと思います。 

幹事社質問：大阪都構想の住民投票に関する市長の受

け止め等について 
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         まず、受け止めについてということですが、１１月１日日曜日に大阪市

を廃止し４つの特別区を設置する住民投票が行われました。今回、反対多

数という結果になりましたが、投票率も前回よりは少し落ちたものの、新

型コロナウイルス感染症の影響もある中で６割以上の方が投票に出向き、

自らが住む今後の在り方についてたくさんの大阪市民の皆さんが改めて関

心を持つ機会になったものと考えております。 

         本市と埼玉県との二重行政についてというご質問ですけれども、本市と

埼玉県との間にはサービスの重複による支障が生じている、いわゆる二重

行政はないと考えております。一方で、日本の地方自治制度は基礎自治体

と広域自治体の二層制を前提としており、市民が県民を兼ねることから、

二重行政的な状況も起こり得ると考えております。その点におきまして、

まず市と県で情報共有や役割分担を図り連携していくことが重要であると

考えております。そこで、本市と埼玉県におきましては、平成２４年１月

に埼玉県さいたま市企画調整協議会というものを設置しまして、県市にわ

たる政策課題や県市相互の重要施策に関して、必要に応じて意見交換や企

画調整を行わせていただいております。 

         また、先般８月におきましても、こういった会議の継続という話と、市

長と知事が直接会って意見交換をするという機会もつくっていこうという

ことで、新型コロナウイルス感染症等について大野知事と意見交換も行わ

せていただいたところです。今後も市と県でより一層の情報共有、また役

割分担を図って連携していくことで、こういった二重行政的なものをなく

していくことができると考えております。 

〇 時事通信   今の代表質問の説明に関して質問がある方は質問してください。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         一部の自治体の中では、特別自治市を目指すというような考えもあるよ

うなのですけれども、そのことについて市長はどのようにお考えでしょう

か。 

〇 市  長   このあるべき大都市制度については、これまでの政令指定都市市長会で

様々な議論が行われてきました。その中で特別自治市をはじめとして、そ

れぞれの地域で政令指定都市、それぞれの自治体の役割、状況が違うとい

うこともあって、特別自治市的なものも含めて、このそれぞれの地域に合



 
18 

った大都市制度をつくっていこうということが、おおむね現在政令指定都

市市長会として考え方でございまして、私もそういう意味では特別自治市

的なものの必要性というのは感じているところですけれども、それが特別

自治市というものがまだ明確に定義づけされているわけでもございません

し、また今、法律等も大阪都構想の場合については一部法律が改正されて、

できる環境が整っていますけれども、現時点ではそういった特別自治市を

規定する法律もございません。ですので、今後この大阪都構想で一つの大

都市制度のあるべき姿ということを考える一つのきっかけになったと考え

ておりますので、今後特別自治市、あるいはそれぞれの地域におけるある

べき大都市制度ということについて、私たちも議論を深めていきたいと考

えているところです。 

〇 読売新聞   先ほど特別自治市的な大都市制度が必要だというふうに市長ご自身も感

じているというお話でしたけれども、どういった点でそういった形を目指

すべきだというふうにお考えなのでしょうか。 

〇 市  長   基本的には地方自治の補完性の原則といいますか、やはり基礎自治体が

最も市民にとって身近な自治体ですので、そこが基本的にはやれる事務を、

あるいは行政サービスをしっかり行っていくということが必要だと思って

おります。ただ、基礎自治体ではできない、やはり広域的な視点が必要な

ものについて広域的な自治体がやり、そこでもできないもっとさらに大き

な視点でやるべきことについては国がやるというのが基本的な考え方であ

ろうと私自身も思っております。 

ただ、その中で例えばさいたま市ということで考えた場合に、現在、県

の権限も含めて全ての権限をさいたま市が、市と県の権限を全部やるとい

うことがいいことかどうか、あるいはそれが住民サービスにとってプラス

になることかということについては、もう少し内部的な検討もしていかな

ければならないと思っておりますし、これは警察権であったり、あるいは

河川の改修とか、かなり広域的な機能があるものも含まれておりますので、

その中でどういう機能を残して、どういうところは引き続き県にやってい

ただき、どういう部分は権限移譲していただいたほうがいいのかというこ

とについては、もう少し精査が必要だと考えております。 

いずれにしてもこういった大都市制度の在り方については、これまでも
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何度も議論させていただきながら、だんだんまたしぼんでいってしまうよ

うなところがあるので、引き続きやはり地域住民にとってどういう大都市

制度が、より市民の皆さんにとってより豊かでより幸せに生活できる環境

がつくれるかということについて、それぞれ地域の特性を鑑みながらつく

り上げていくことが必要だと考えております。 

〇 読売新聞   精査が必要ということだったのですけれども、市長のお考えとして、こ

の部分については権限移譲をお願いしたいということを考えている点があ

れば教えてください。 

〇 市  長   例えば今言った警察権限についても、広域的にいわゆる大きな犯罪も含

めてということになると、例えば今、県警察が交通も含めて全部やってい

るわけですけれども、例えば交通の部分だけは市に移管することは可能で

はないかとか、いろいろな視点でもう少し詰めて議論していく必要があろ

うかと思っています。 

私たちとしては大きく制度そのものを、例えば特別自治市というものに

かえていくことも重要ですけれども、もう一つはまずは現実として変えら

れる権限あるいは権限を移譲していただける権限を随時提案し、またその

後の私たちに権限が来るとすると、財源の問題も併せてセットでというこ

とになりますので、そういったことも含めてきっちり整理をしていきなが

らあるべき、あるいは市民にとってよりよい制度にできるように、これは

あくまでも制度論でいうと非常に難しくなってしまうので、市民にとって

どういう形がよりいいのかという視点で、また分かりやすく私たちも説明

できる環境をつくっていかなければいけないと思っております。 

そのためには今言ったような具体的な問題について、１個１個やはり精

査をしていく必要があると思っておりますので、単純にできるだけ全て市

でやりますといってもできない機能もあるかと思いますので、その中で判

断をしていくしかないだろうと思います。 

 

〇 時事通信   それでは、そのほかに質問のある方はお願いします。 

〇 朝日新聞   プレミアム付商品券について、今の現在の希望の申込数と、それからそ

れに対する市長としての受け止めを教えてください。 

〇 市  長   まず、プレミアム付商品券の申込み状況でございますが、１１月６日、

その他：プレミアム付商品券について 
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今日確認されている、朝の段階ですけれども、状況については申込み状況

が３９万３，３８９冊ということです。それから、取扱い店舗応募状況に

ついては、これは昨日の時点でございますが、約２，７００店舗と伺って

おります。 

現在の状況でいいますと、（購入応募期限が）１１月１０日までというこ

とで、広報として市報さいたまと抱き合わせのはがきについて、ちょうど

１１月１日、あるいは前々日ぐらい前から配付をされたということがあり

ますので、少し出遅れた感はあると思っております。引き続き多くの皆さ

んに購入していただき、市内の経済の活性化のためにご協力をいただきた

いと思っておりますので、引き続き呼びかけ、あるいは周知、こういった

活動をしっかりとやっていきたいと思います。 

〇 朝日新聞   冊数とともにはがきとかウェブでの申込み数はどのくらいあるか教えて

ください。 

〇 事務局    先ほど市長から話がありましたとおり、１１月６日、本日朝の数字、午

前の数字ですけれども、ウェブ件数といたしまして６万８，１５２件、は

がきが２万９，０４２件、合計としまして９万７，１９４件ということで

報告をいただいております。 

〇 埼玉新聞   商品券の関係で、はがきつきチラシが配布されたのが１０月下旬から

１１月１日ということで、応募が始まったのは１０月１２日の状況で、少

しで遅れた感があったということですけれども、準備期間４か月を費やし

てやるために専決処分をやったんだという説明だったんですから、そこは

どういうふうに考えていますか。 

〇 市  長   最終的には１１月１０日までが期限ですので、そこまでにできるだけ私

たちとしては当初掲げていた目標の数字に近づけるように、全力を挙げて

取り組んでいきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   １０月の市報に間に合わなかった理由は何ですか。 

〇 事務局    当然、商品券購入を募集するに当たって、規約等々整理しなければいけ

ないことがございますので、それに基づいたチラシの印刷とか、そういっ

たところがスケジュール的には難しかったということです。 

〇 埼玉新聞   ですから、そのスケジュールをやるために早めに、７月２７日に専決処

分をされたんじゃないのですか。 
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〇 事務局    全戸配布を前提としてスケジュールを進めて決めたわけではございませ

ん。ただ、この募集期間の中で今回の１１月号と併せて全戸配布できると

いうことでスケジュールを整理したところです。 

 

〇 埼玉新聞   別件ですけれども、今月市の職員の方に対してテレワーク推進月間とい

うことですけれども、実態はあまり進んでいないと聞いていますけれども、

それの受け止めと、管理職の方は月１回やってほしいということをおっし

ゃっていますけれども、その辺、市長としての呼びかけみたいなものがあ

れば。 

〇 市  長   やはり基礎自治体ということもあって、現場での対応あるいは窓口業務、

また個人情報を取り扱う業務が非常に多いというようなことがあったり、

あるいは財務会計システムや業務システムも使用しているということで、

残念ながら今なかなかテレワークが進まないという状況がございます。 

そうした中で、今それぞれシステム改修であるとか、様々なそういった

要件を少しずつ可能な状況にしていこうという努力はしているところであ

りますが、まずできることからということで、管理職のテレワーク実施者

数が少ないという状況でございますので、管理職を中心にテレワーク推進

月間を実施させていただいて、管理職自らがテレワークで、私も何度か自

宅からリモート会議というものをやって打合せなどをやりましたけれども、

そういったことを積極的にやっていただくことで、一つは管理職自身の意

識を変えてもらうということが一つと、それからさらにそれを管理職から

それぞれ担当の各職員に対してもそれを広げていただくための、努力をし

ていただくための、そういった推進月間にさせていただいています。 

〇 時事通信   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１１月１９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３７分閉会 

 

その他：テレワーク推進月間について 
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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。 

 


