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さいたま市長定例記者会見 

令和２年１１月１９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、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。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

         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。 

         全国で新型コロナウイルス感染症の新規陽性者が増加傾向にあります。

報道によると、昨日は国内での１日当たりの新規陽性者数が２，２００人

を超え、過去最多となりました。埼玉県でも１２６人と過去最多を更新し

ている状況であり、また先ほど本日の東京都の感染者が昨日を上回り、

５００人を超える見込みとの報道がありました。 

         本市もこれまでと同様、最大限の警戒感を持って感染拡大防止に全力で

取り組んでまいります。市民の皆様におかれましても、感染リスクが高ま

る５つの場面を避け、手指消毒、マスクの着用など、改めて感染症対策の

徹底をお願いしたいと思います。 

 

 

         それでは、本日の議題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７弾～」について説明します。 

         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します。

１１月１７日時点で市内の検査で陽性が判明した方が累計で１，１０５名、

うち調査中を含む感染経路不明者が４２５名、同日現在の陽性率は６．３％

となっております。直近１週間の新規陽性者数は７３名で、４週連続で増

加している状況です。感染経路不明割合、陽性率についても、前週に比べ

上昇している状況です。昨日、埼玉県でも過去最多の１２６人の感染が報
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告されるなど、全国的に新規感染者の増加傾向が強まっております。引き

続き最大限の警戒感を持って対応していきたいと考えております。 

         次に、市内居住者の感染傾向についてです。市内在住者の状況は、１１月

１４日時点で入院中の方が５８名、うち重症者が２名となっております。

また、宿泊療養の方が５１名、自宅療養の方が２１名、退院・療養終了さ

れた方が１，１３４名、お亡くなりになられた方が１３名、合計で

１，２７７名となっております。前週の１１月７日と比較しますと、療養

者数が増加しておりますが、重症者は２名にとどまっています。最近１か

月の感染経路については、家庭内感染の割合が増加し、半数近くを占めて

おります。外部からウイルスを持ち込まないよう、日頃から感染防止対策

を行うことはもちろん、家庭内においても適切な感染予防に取り組む必要

があります。 

         また、年代別内訳についてですが、２０歳代の感染割合が最も高く、次

いで３０歳から５０歳代の割合が高くなっています。概ね、これまでの傾

向と変わりはございませんが、少しずつ他の年代が増えている傾向が見ら

れ、特に重症化のおそれが高いとされる高齢者の感染に引き続き注意が必

要と考えております。 

         次に、クラスターへの対応について説明します。大宮南銀座地域で発生

したクラスターの更なる拡大を防ぐため実施した臨時ＰＣＲ検査が終了し

ましたので、結果を報告します。今回の検査は、１０月２１日から１１月

１５日までの間、唾液によるＰＣＲ検査で実施しました。当初実施通知を

２０１店舗に発送しましたが、聴き取り調査等により、自主検査実施済み

の店舗や閉店した店舗、また電話が通じない店舗、実態が不明な店舗、計

９０店舗を除く１１１店舗のうち７８店舗６２７人から申込みがございま

した。退店などでキャンセルとなりました１３人を除く６１４人に検査を

実施して、４店舗８人の陽性が判明し、陽性率は１．３％でした。 

         陽性者に対しては、行動履歴の聴き取り調査を行っております。また、

クラスター化していると判断した店舗については、店名を公表し、感染リ

スクが想定される期間に当該店舗を利用された方にお申し出いただくよう

呼びかけております。受検者の内訳は、２０代を中心に幅広い年代の方に

検査を受けていただくことができました。 
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         ７月の検査では、１名の感染が判明しましたが、いずれの検査も無症状

の感染者を早期に確認できており、現時点で同地域から感染が拡大してい

る状況とは考えづらく、感染拡大を最小限に抑えることができたものと考

えております。 

         次に、新型コロナウイルスの検査体制についてです。本市は、これまで

医師会や市内の医療機関の協力の下に新型コロナウイルスの検査体制の拡

充に取り組んできたところですが、１１月１７日現在、市内２４３の医療

機関において、検査実施が可能な体制を構築しました。そして、厚生労働

省の６月の通知に基づく試算で、ピーク時に約６００件が必要と想定され

る検査数については、市民の皆様が速やかに検査を受けられるよう、これ

を大きく上回る「１日当たり１，０００件の検査が可能な体制」を目標と

してきましたが、これまでの検査実績や医療機関からの聞き取り等により

まして、現状で１日当たり１，０００件を超える検査が可能であると推計

しております。 

         検査数の拡充だけでなく、市民の皆様が身近な医療検査機関で検査を受

けられるよう、「検査可能な医療機関が小学校区のような身近な範囲に１、

２か所ある環境」を目安として取り組んできたところです。検査ができる

契約医療機関が２４３と多くの医療機関に増えたことにより、市域内にお

いては概ね半径２キロ圏内に検査可能な医療機関がある環境を構築できま

した。なお、１か所以上の検査可能な医療機関がある小学校区の割合は

８３．７％となっております。現在インフルエンザ流行期に備えた新たな

受診、相談体制の整備を埼玉県が中心となり進めているところです。本市

も県に積極的に協力するとともに、引き続き医師会あるいは医療機関の皆

様とも連携し、市民の方々が安心して検査を受けられる環境整備を進めて

まいります。 

         それでは、さいたま市緊急対策第７弾について説明します。基本的な考

え方はこれまでお示ししてきたとおりですが、「事態の長期化を見据えた対

応の考え方」に基づき、「市民の命とくらしを守る」ため、「さいたま市緊

急対策第７弾」を取りまとめたので、説明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」、「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
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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」、「ウィ

ズコロナ・アフターコロナ時代に即したデジタルトランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）の推進」を柱として取り組んでまいります。総額約１５億

５，０００万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７弾までの本市の緊急対策

の合計額は約１，７８２億円となっております。 

         それでは、各取組について説明します。まず、取組①「インフルエンザ

流行期に向けたＰＣＲ検査等の予算拡充」です。新型コロナウイルス感染

症に係るＰＣＲ検査等の増加に対応するため、補正を行うものです。予算

額は、５億８，３７７万７，０００円です。 

         一つ目の効果としては、例年、冬場のインフルエンザ流行期に発熱する

方が増える中、特に今シーズンは新型コロナウイルス感染症の可能性も念

頭に、医療機関でのＰＣＲ検査の実施件数の増加も見込まれることから、

今回の補正により件数増に対応できるようにするものです。 

         併せて、二つ目の効果として、現在、本市でもクラスター発生の未然防

止のために実施しております、民間検査機関を活用した同時多数者へのＰ

ＣＲ検査についても、最新の感染動向等から実施機会の増加が見込まれる

ことから、今回の補正により件数増に対応できるようにするものです。 

         続きまして、取組②「新型コロナウイルス感染症患者受入れ病床増床に

備えた簡易陰圧装置の調達」です。新型コロナウイルス感染症の更なる感

染拡大に備え、市立病院における受入れ病床を増床するため、簡易陰圧装

置を６台調達するものです。予算額は１，７００万円です。 

         ピーク期のフェーズⅣに備えて、受入れ病床を増床することに伴う体制

整備を行います。感染症病床以外の病床に簡易陰圧装置を設置することに

よって、新型コロナウイルス感染症患者の更なる受入れが可能となります。 

         続きまして、取組③「高齢者施設の新規入所者に対するＰＣＲ検査への

助成」について説明します。 

         令和２年９月の閣議決定を受けて、国において高齢者等を対象とした新

たな支援制度が創設されました。この制度を活用して、市内の高齢者施設

の新規入所者が希望によりＰＣＲ検査を受けるときに、その費用について

２万円を上限に助成してまいります。 
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         助成の対象は、市内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループ

ホーム等の入所・居住系サービスに新規に入所する方で、２，６００人を

想定しております。予算の議決後、速やかに事業を開始し、今年度末まで

実施していく予定です。この取組によって、重症化リスクの高い高齢者等

の不安解消や重症化抑制、高齢者施設におけるクラスター防止を図ります。 

         続きまして、取組④「中小企業融資制度の利用条件緩和等による市内中

小企業者支援」です。新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内

中小企業者の方々の資金繰りを支援するため、「緊急特別資金融資【新型コ

ロナウイルス対応】」について、利率等の条件の見直しを行った上、切れ目

なく実施してまいります。 

         見直し事項として、「緊急特別資金融資」においては、利率を０．８％か

ら０．７％に引き下げ、申請限度額を３，０００万円から８，０００万円

に引き上げました。また同時に、「中小企業小口資金融資」の利率を１．２％

から０．６％へ、創業支援資金融資の利率を０．８％から０．６％へ引下

げを行いました。市内の中小企業者が安心して利用しやすい制度へ見直し

を行うことで、企業の資金繰りの改善、またデジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）などへの積極的な投資を市として全力で支援してまいりま

す。 

         続きまして、取組⑤「税証明等交付申請手続のデジタル化」です。現在、

書面、また対面及び現金により行われております窓口業務について、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、接触機会の低減を図ることが

喫緊の課題となっております。一方、コロナ禍を機に、テレワークやワー

ケーションなど多様で柔軟な働き方の導入や、二地域居住のように自然豊

かな環境での暮らしを前向きに検討する機運が高まっています。こうした

市民の意識や行動の変化について、更なる利便性向上を図る観点からも、

場所や時間の制限を受けない窓口を設ける必要があると考えております。 

         以上の点から、マイナンバーカードなどを活用した安心、安全な利用環

境のもとで、申請から手数料の支払いをすべて電子上で行えるよう、電子

収納サービスの導入経費について、補正を行うものです。具体的には、導

入費用として１３３万７，０００円を計上して、税証明、住民票等を対象

に令和３年６月からのサービス開始を予定しております。 
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         期待される効果としては、市民は市役所へ行かなくても、職場や自宅に

おいて、スマートフォン、タブレット等から２４時間、３６５日、キャッ

シュレス決済により、いつでも税証明等を請求できるようになります。 

         続きまして、取組⑥「マイナンバーカード交付窓口における予約制の導

入」です。現在、各区役所区民課におきまして、マイナンバーカードの交

付窓口を担っております。マイナンバーカードの普及率は増加しており、

政府も普及拡大に取り組んでいることから、今後も増加傾向が継続してい

くと考えております。 

         現在も、区役所や時間帯によっては、マイナンバーカードの交付窓口に

は多くの方が来庁し、区民課の窓口が混雑し、長時間お待たせする状況が

発生しております。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、待ち

時間の短縮や区役所の混雑を緩和する必要があります。 

         以上の点から、区役所の実情に応じたマイナンバーカード（個人番号カ

ード）交付窓口の予約制を導入するため、この経費について、補正を行う

ものです。期待される効果としては、来庁者数の平準化、待ち時間の短縮、

区役所の混雑緩和です。 

         続きまして、取組⑦「市内企業のデジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）支援」です。ウィズコロナ・アフターコロナ時代に対応するため、よ

り一層重要性を増した企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）

を支援してまいります。予算額は、５１９万円です。 

         一つ目は、市内企業のＡＩ、ＩoＴなどの実装支援など、企業のデジタル

トランスフォーメーション（ＤＸ）の取組を支援していくものです。二つ

目は、市内企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に関するニ

ーズや実装状況の調査を行うものです。このように、実態把握と具体的支

援の両方をスピード感を持って実施し、市内中小企業の実態に合った効果

的できめ細やかな支援を実施していきたいと考えております。 

         ９月には、本市とさいたま商工会議所、またＮＴＴ東日本埼玉支社の３者

で連携協定も締結しております。さいたま市の地域のデジタル化を計画

的・中長期的に推進していく上での第一歩と考えております。 
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 続きまして、議題２「令和２年さいたま市議会１２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１２月定例会を１１月２５日に開会します。議

案数は合計で４３件です。予算議案が６件、条例議案が７件、一般議案が

２２件、道路議案が２件、人事議案が５件、諮問議案が１件となっており

ます。 

         新型コロナウイルス感染症への対応として、予算議案で８件、いずれも

本日先ほど議題１で説明したものです。補正予算議案は、先議分として、

一般会計で１億８，６００万円、特別会計で３，９００万円を計上してい

ます。また、通常分として、一般会計で１９億８，４８７万６，０００円、

また特別会計で５億８，５９４万円、企業会計で２，４００万円、合計で

２８億１，９８１万６，０００円です。 

         次に、東京２０２０大会への取組の推進です。「東京２０２０大会都市装

飾事業」の債務負担行為として、限度額７，９８８万９，０００円を計上

しました。東京２０２０大会に向けた気運醸成や観戦客へのおもてなし、

本市の魅力の発信を目的として、競技会場周辺や主要駅等を装飾するもの

です。 

         「さいたまスポーツフェスティバル２０２１開催事業」では、債務負担

行為限度額として２，６２１万２，０００円を計上しています。これは、

東京２０２０大会に向けた気運の醸成、またノーマライゼーション条例の

理念の普及啓発、「スポーツのまち、さいたま」の実現を目的に、体験型の

スポーツイベントを開催するものです。 

         また、「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警

戒実施事業」の債務負担行為として、限度額６４０万９，０００円を計上

しています。東京２０２０大会消防特別警戒における現地警戒員の早期災

害覚知及び情報収集を目的に、映像監視システム等を整備し、テロ災害等

が発生した場合の初動対応に備えるものです。東京２０２０大会に向けた

準備を進めるために債務負担行為の設定を行うものです。 

市長説明：議題２「令和２年さいたま市議会１２月定

例会提出議案について」 
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         最後に、その他（１）として公共工事の施工時期の平準化を図るための

債務負担行為を設定しています。その内訳としては、スマイルロード整備

工事ほか９事項で、債務負担行為限度額は合計で１７億５４６万

４，０００円を計上しています。また、公園遊具再設置に係る実施設計と

して債務負担行為限度額５００万円を設定しています。 

         また、下水道事業会計の債務負担行為限度額として６億１，５５０万円

を計上しています。いずれも公共工事の施行時期等の平準化を図るため、

令和２年度から発注することができるよう、令和２年度から令和３年度ま

での債務負担行為を設定するものです。 

         次に、主な条例議案「さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例」

の制定についてです。国の基準省令の一部改正に伴い、所要の改正を行う

ものです。急速充電設備の全出力の上限を５０キロワットから２００キロ

ワットに拡大するとともに、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する

基準を改正するものです。５０キロワットを超える急速充電設備を設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない

こととするものです。 

         これは、近年の電気自動車に搭載される電池の大容量化等に対応し得る

急速充電設備の基準に係る改正です。この基準の改正によって、安全性を

確保し、市民サービスの向上につなげていきたい考えております。 

         次に、主な一般議案「準用河川油面川排水機場設備工事請負契約」につ

いてです。準用河川油面川の流域において、洪水時等に油面川から自然流

下にて排水することが困難となることから、浸水対策事業として、一級河

川鴨川へ強制排水する排水機場の機械電気設備を整備するものです。 

         令和元年東日本台風により、浸水被害が甚大であった地域であることか

ら、排水機場の完成時期を令和５年春から令和４年夏に前倒しして実施す

るものです。浸水被害の軽減につながることを期待しております。 

         私からは以上でございます。 

 

〇 時事通信   では、ただいまの市長からの説明について、私のほうから１点質問させ

ていただきたいと思います。 

         高齢者施設の新規入所者のＰＣＲ検査についてなんですけれども、これ

議題１に関する質問 
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は高齢者施設の中に外からウイルスを持ち込ませないという観点からのこ

うした対策なのかなと思うんですけれども、また一方で、県内の感染状況

を見ていますと、高齢者施設の職員の方が家族内ですとか友人同士で感染

して、そこから職場である高齢者施設のほうに、入居者の方に感染してし

まうという事例が幾つかあると思うんです。そういった観点、外から持ち

込ませないという観点からすると、職員の方へのＰＣＲ検査というのも必

要になってくるのかなと思うんですけれども、その辺りはいかがお考えで

しょうか。 

〇 市  長   高齢者施設のＰＣＲ検査の実施に係る質問ですけれども、入所される方

は入所時にＰＣＲ検査をしっかりと行っていくことで、その後のリスク、

もちろんそれ以後、職員から持ち込まれるケースを除けば、ある程度安全

が確保できると考えておりますが、職員については、１回だけで必ずしも

済むものではないと考えております。やるとすると、定期的に実施しなけ

ればいけないので、そこについては今後もまた総合的に判断して検討して

いきたいと思います。 

〇 時事通信   現段階でそういったふうに職員の方に定期的に検査を行っていくという

ような話はまだ出ていらっしゃらないでしょうか。 

〇 市  長   現時点ですと、入所型の高齢者の施設、かなり数が多い状況ですので、

そういった中で、定期的に検査をすることへの様々な影響もございますの

で、その中で検討していきたいと考えております。高齢者施設に持ち込ま

れることは、非常にリスクが高まりますので、その中で検討を進めていき

たいと思います。 

〇 時事通信   分かりました。ありがとうございます。 

         では、市長からの説明に関して質問がある各社さんは、マイクを使用し

て質問のほうをよろしくお願いします。 

〇 朝日新聞   市内の居住者の感染傾向についてお話しいただいたと思うんですけれど

も、市長の認識として家庭内感染が多いというのを、そういう認識である

んですか。 

〇 市  長   経路ですと、家庭内感染が多いことになります。 

〇 朝日新聞   最近の感染者の動向というのを市長はよく見ていますか。 

〇 市  長   はい。もちろん特定ができない市中感染が広がっている中で、家庭内感
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染が広がっているという認識、という意味です。 

〇 朝日新聞   今お話があったように、市中感染が非常に広がっているということが問

題になっていると思うんですけれども、それについて市長として、これを

どういうふうに防いでいくか、感染者を増やさないようにするか、その辺

についてどう考え、それを例えば施策としてどう取り組んでいく考えがあ

るのか、その辺をちょっと今回の感染対策には見えないんですけれども、

そういうところがうかがえないんですが、その辺はどう考えていますか。 

〇 市  長   まず一つ目は、ＰＣＲ検査をしっかり行っていくことが第一だと思って

います。現在も身近な医療機関に電話をして診察していただき、その上で

必要があれば検査していただける状況が、先ほど申し上げましたとおり、

２４０を超える医療機関と既に契約を結んでできております。早期に検査

をして発見して、早めに抑えていくということがまず第一だと思っていま

す。 

         そして二つ目は、これは地味なことではありますけれども、しっかり行

っていただかなければいけないのは、特に冬場になって、国の専門部会か

らも発表されましたけれども、５つの機会で感染しやすいということが、

これまでの感染経路等の中で挙げられておりますので、それをしっかりと

徹底していただくことが、非常に重要だと思います。これから季節性イン

フルエンザあるいは新型コロナがおそらく増えてくるだろうと予想され、

また既に拡大の傾向が大きく見えている中で、そのリスクと思われる５つ

の場面をいかに改善していくのか、かかりにくい、かからないような環境

に取り組んでいくのか、が非常に重要だと思います。特に換気の面、ある

いは飲食等々のケースが多いですけれども、飲食については、マスクの着

用や、できるだけ防御する中で会食等をしていただく、人数もある程度少

なめにしていただき、大声でお話をする機会をなるべく少なくしていくと

か、冬場になるとやはり寒くなり、換気をしにくくなる状況ですので、そ

ういったことなども注意していただくことになると思います。市中感染が

広がっている中では、今、私たちが呼びかけていることを、市民の皆様が

着実に行っていただくということが、急激なカンフル剤にはならないのか

もしれませんけれども、これから寒い時期がまだしばらく続いていきます

ので、まず大きな基本になると思っておりますので、しっかりと呼びかけ
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ていきたいと考えております。 

〇 朝日新聞   市長、話が長いので、端的に話してください。 

         Ｇｏ Ｔｏ イートをどう思いますか。Ｇｏ Ｔｏ トラベル、これか

ら年末年始増えるかもしれませんが、どういうふうに考えているのか。 

〇 市  長   現時点ではＧｏ Ｔｏ イートについては、やはり今も言ったように、

５つのリスクにしっかりと対応していただきながらやっていただくという

ことで、現在経済と社会の両立という視点からも、そういう中で行われて

いくべきだと思います。Ｇｏ Ｔｏ トラベルについても同様でございま

す。 

〇 朝日新聞   例えばＧｏ Ｔｏ イートを４人までに制限したらどうかという意見が

首長などから出ていますけれども、市長はどう考えますか。 

〇 市  長   もちろん４人の明確な根拠は多分ないのだろうと思いますが、少人数の

一つの目安として、Ｇｏ Ｔｏ イートでは４人に限定されることが基準

として出されたとしても、それは適切な対応であると思います。 

〇 朝日新聞   市長はどう思うんですか。４人以上の会食を避けるために、Ｇｏ Ｔｏ 

イートは４人までにしてほしいと思うのか、それは別にそこまでこだわら

ないのか。 

〇 市  長   飲食店なども随分お客さんが少しずつ戻ってくるようになったと聞いて

おりますが、どうしても大人数で飲食をするとリスクが高まりますので、

一定の基準を出す必要性があると考えると、４人という基準を出すことは

いいのではないかと思います。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞ですけれども、改めてＧｏ Ｔｏ イート、４人以下という話

が出ていますけれども、いろんなネットの情報なんかでは、８人で行って

２つで分ければいいのかというような指摘もありますし、Ｇｏ Ｔｏ ト

ラベルについては北海道についてはかなり感染が拡大していて、この状況

の中で年末年始、市民の皆さんにはどういうふうに過ごしてほしいかとい

うのをちょっと市長の所感をお願いします。 

〇 市  長   冬場について、今、国から５つのリスクが大きくなると思われる場面が

示されています。私たちも飲食、会食をすることが全てリスクが高いわけ

ではなくて、そのときにどういう気をつけ方をすればいいのかがすごく重

要であると思っていますし、Ｇｏ Ｔｏ トラベルも同じだと思っていま
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す。旅行をすることはよくても、そのときにどういう行動をして、どうい

う振る舞いをするかがすごく重要になると思います。そういう意味では、

会食をする際の人数をできるだけ少数にしていただくとか、あるいは時間

を２時間ぐらいを目安に、それ以内にしていただいたりとか、一人ひとり

の地道な努力がこれから特に重要になるのではないかと思いますので、ぜ

ひそういったことを意識して会食等にも行っていただきたいと思いますし、

Ｇｏ Ｔｏ トラベルで旅行に行く際にも十分に、新しい旅行の様式をし

っかりと認識していただいて、行動していただきたいと思っております。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         コロナの関係で市立病院の、旧病棟の発熱外来は、前発表のときはたし

か２０日頃とかにという話でしたが、実際開始する日にちの目途は立ちま

したでしょうか。 

〇 事務局    ２０日頃ということで準備はしていますが、今、実質、発熱患者が少数

で、新病院で対応できているものですから、まだ旧病棟で発熱外来は実施

しておりません。 

〇 毎日新聞   今後増えてきたらすぐ使えるような状況にはなっているという認識でよ

ろしいですか。 

〇 事務局    はい、そうです。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         南銀のＰＣＲ検査で７月と今回の陽性率が違っていますけれども、秋の

ほうが高いですけれども、この要因はどういうふうに分析されているんで

しょうか。 

〇 市  長   少し対象を広げているところもありますし、時期が違うので、その違い

によるものでもあると思っておりますが、やはりちょうど秋から冬にかけ

ては、前のときより少し感染しやすい環境にあると思っているのと、あと

は少しずつでありますけれども、協力していただける店舗が増えたことも

要因だと思います。 

 

〇 朝日新聞   先ほど今回の一般会計の予算の話があったので、そこで触れてはおられ

ませんでしたけれども、市立病院で平成２４年に乳児が亡くなった件で、

７００万円の損害賠償請求額を支払うという、そういう予算が出されてい

議題２に関する質問 



 
13 

ますけれども、この件についての詳しい経緯をちょっとお話ししていただ

きたいと思うんですが。 

〇 事務局    本件事件の概要につきまして説明いたします。 

         本件につきましては、平成２４年５月９日、さいたま市立病院において、

当時０歳５か月の男児の患者さんが鼠経ヘルニアの手術を受け、その後、

容体が急変して出血性ショックにより死亡したものです。その後、遺族と

の話合いを行ってまいりました。令和２年６月に損害賠償等を求める調停

の申立てがありました。調停を行う中で、裁判所から示された調停案を受

け入れる形で本件を解決させることとしたものです。 

〇 朝日新聞   それだけじゃ分からないんですけれども、実際に出血性ショックで亡く

なった経緯について、そこに医療的な過誤があったのか、その辺りの治療

内容の適切さ、その問題性について遺族側がどう考えているのか、またそ

の調停に当たって再発防止策というものも講じるということが盛り込まれ

ていると聞きましたけれども、では実際にどういう再発防止策を講じるの

か、きちっと説明してください。 

〇 事務局    この方は、鼠経ヘルニアということで、術中に下腹壁動脈損傷により出

血多量となり、出血性ショックにより死亡したことになります。相手方と

出血したこと、臓器を出血したことによる血管損傷についての争い、医療

過誤による認定は裁判所からございませんでしたが、調停を行う中で相手

方から再発防止策ということで、業務を見直してほしいと、今までの話合

いの中でも業務を見直してきたことについては、相手方にお答えしてきた

内容も含めてですが、まず１歳未満の患者さんに対しても、手術は今後も

続けるようにということと、今後も安全な手術ができるように技術向上に

向けて努力すること。 

         ２点目、術前に患者家族にこの鼠経ヘルニアの手術の説明をする際には、

手術に伴う合併症の内容、例えば血管損傷であったり止血が困難な場合が

あるということについて、その合併症、また中には死亡するおそれがある

ということを適切に説明すること。 

         また、３点目、今回当院が７００万円を払う一番大きなところとしては、

血管損傷をしたということの後に、止血について当院としては通常のしっ

かりと止血をしたということを相手方に説明したのですが、相手方から、
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当院の行った止血方法に加えてもう一つの止血方法について、２段階にお

いてするべきだったのではないかということを認めております。 

         また、４点目ですが、手術後のオペの看護師と病棟の看護師の申し送り

の方法であったり、その後病棟に帰ってからの術後管理、バイタルチェッ

クなどについて、バイタルチェックの時間が１時間から２時間置きであっ

たものを３０分置きに２、３時間かけて行ってほしいという患者側からの

要望についても、改善した内容をお答えしておりますとともに、今後も実

行していきますということをお話ししております。 

〇 朝日新聞   あともう一つだけ。今のその説明の上で、当時の術後管理であったり、

術中の在り方としては、市立病院側としては医療過誤、何らかの過ちがあ

ったという認識なのか、適切に処理されていた中でのやむを得ない死だっ

たという認識ですか。 

〇 事務局    やむを得ないことであったと当初から主張してまいりました。ですが、

児童が亡くなったということで、市立病院としては、今回７００万円の調

停を解決させるという方向で、再発防止策に努めてまいります。また、患

者の相手方からは、これが平成２４年当時の事件であったということで、

今の若手の職員はこの事件のことを知りませんので、全てこの件が終了し

た際には、院内職員全員にこの事件があったことと、再発防止に努めてい

くことを周知してほしいということも言われておりますので、そちらも行

ってまいります。 

〇 朝日新聞   もう一つだけ。今、市立病院がこのように患者側の家族と争いをしてい

る案件というものは、ほかにも死亡事案でありますか。 

〇 事務局    今、死亡事案はありません。調停が１件あるのみです。 

 

 

〇 時事通信   ほかご質問よろしいでしょうか。 

         幹事社質問のほうに移らせていただきます。開催前に新型コロナウイル

スによる延期ですとか、規模の縮小などを経ながらも、さいたま国際芸術

祭のほうが１５日に無事に終了することができたと思うんですけれども、

それに対する所感と、また今後もコロナ禍が続く中で、さいたま市内でも

成人式ですとか、来年のオリンピックなどの多くの人が集まるイベントと

幹事社質問：国際芸術祭を終えての所感、新型コロナ

の影響下でのイベント運営の在り方について 
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いうのが予定されておりますが、今回のさいたま国際芸術祭のほうを踏ま

えてのイベントの運営ですとか、そういった面での課題点ですとか、市長

のお考えのほうをお聞かせいただけますか。お願いします。 

〇 市  長   まず初めに、さいたま国際芸術祭の作品公開における事前予約に当たり

利用しておりました、イベント管理サービス会社ピーティックス社のウェ

ブサイトが第三者からの不正アクセスを受け、個人情報の一部が不正に引

き出されたことが判明しました。 

         今のところ、引き出された個人情報の悪用等の二次被害情報はないとの

ことでありますが、事前予約に当たり使用していたパスワードと同一のも

のを他社サービスでもご利用の場合は、念のためパスワードを変更してい

ただくなどの対応をお願いします。 

         事前予約して来場していた方に、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと

についてお詫び申し上げます。 

         さいたま国際芸術祭２０２０の作品公開が、１１月１５日をもって終了

しました。ご来場いただいた市民の皆様、また出展いただいた地元ゆかり

のアーティストの皆様、また作品の設置や広報にご協力いただいた会場周

辺地域の皆様、また作品制作にご参加いただきました大宮エリアの商店街

の皆様や市民サポーターの皆様、またコラボ企画を展開していただいたア

ートフルゆめまつりのご関係の皆様、鉄道博物館をはじめご協力いただい

た文化施設関係の皆様、実に多くの方々に関わっていただきました。 

         これらの皆様方に対して、まずは感謝を申し上げたいと思います。本当

にありがとうございました。 

         このたびの作品公開に当たりましては、感染拡大防止の観点から、旧大

宮区役所及び旧大宮図書館の両会場での公開期間の縮減や、演劇や参加型

の作品を中止するなど規模を縮小したほか、会場にお越しいただかなくて

も作品を体験できるオンラインでの鑑賞も実施しました。 

         両会場の来場者については、大規模な広報を行うことなく、また日時指

定の事前予約制とした中で、速報値ですが、１万４２９人にご来場いただ

きました。また、オンラインでご覧いただいた回数については、２万７回

となっています。 

         本来の規模で開催することが叶わなかったことは、大変残念に思ってお
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ります。しかしながら、代替プランとして今回の作品公開に当たっては、

ディレクターをお務めいただきました遠山昇司氏との意思疎通を図りなが

ら再考いただき、テーマであります「花」を、「癒し」や「やすらぎ」、ま

た「回復のための祈り」といった再解釈をして発信し、実施していただき

ました。 

         このたび会場にお越しいただきました市民の皆様、またオンラインでの

公開をご覧いただいた皆様には、社会的に苦しい状況下にあっても、文化

芸術の力を再認識していただき、少しでも心のゆとりを感じていただき、

活力を取り戻していただくきっかけづくりとして貢献できたのではないか

と考えております。 

         イベントの今後の運営の在り方ですが、今回の作品公開に当たり、新型

コロナウイルス感染症の拡大防止に最大限留意しながら実施しました。具

体的には、公益財団法人日本博物館協会が定めている博物館における新型

コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインなどに基づき、作品ごとにリ

スク評価を行った上で来場者が触れるものについては事前の消毒をお願い

し、また来場者間の距離を確保するために各展示室における入場人数制限

を行うなど様々な対策を講じるとともに、保健所の助言を仰ぐなどして改

善を図って実施しました。 

         また、予約制によって入場者数を制限するほか、来場者間の接触を減ら

すための順路の設定、受付や順路各所で消毒に必要な消毒液、また除菌シ

ートの設置、また対人距離の確保を徹底するための作品空間ごとの定員の

設定をはじめ、作品空間ごとに空気環境を調査して、ビル管理法に基づく

空気環境の調整に係る基準を満たしていることを確認した上で、さらに窓

の開放、あるいは換気扇等による換気を徹底しました。 

         来場者の皆さんには、検温、マスク着用、体調不良時の来館自粛等をお

願いするとともに、クラスター発生時に備え、埼玉県ＬＩＮＥコロナお知

らせシステムの導入、また運営に関わるスタッフの名簿を整備するなど万

全を期して行わせていただきました。 

         これらの取組を行った結果、現時点では感染者の発生もなく、無事作品

公開を終えることができたと考えております。このような基本的な対策を

講じていくことによって、文化芸術活動に由来する感染拡大やクラスター
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発生のリスクを抑えながら、文化芸術活動を無事に実施することができる

という一つの例になったのではないかと考えています。 

         また、国は１１月までのイベント制限を来年２月末まで維持する方針と

して、埼玉県では本日、新型コロナウイルス対策本部会議を開催して、県

内におけるイベントの取扱いについて決定すると伺っております。本市と

しても明日、新型コロナウイルス危機対策本部員会議を開催して、県の協

力要請に基づいてイベントの開催方針を決定してまいります。 

         全国的に、新規感染者が増大しております。今後、国や県の開催制限の

動向について注視するとともに、十分にガイドラインの徹底や、リスク管

理をしながら実施していく、そうした感染拡大防止をしっかり行って実施

していただくことを徹底していきたい、また指導していきたいと考えてお

ります。 

〇 時事通信   ただいまの幹事社質問、またその他の質問がございます方は、お手元の

マイクを使ってお願いいたします。 

 

〇 朝日新聞   ピーティックスによる情報漏えいについてお聞きします。 

         先日、県でも同じようにピーティックスを利用したサイトからの個人情

報流出という話が出てまいりましたが、県との違いとしまして、市には、

今清水市長も言及しませんでしたが、何人のそういう申込みがあったりと

か、要するに規模感としてどれだけの方がご迷惑を被ったという情報を一

切流すことなく、しかも県は夕方には記者会見まで開いて、その問題の重

要性について認識していたのに対して、市は夜になってから、ようやく１枚

紙を出す程度の認識であったというところを、非常に私は市としての市民

への知る権利なり、やはりそうした広報に対する認識が非常に甘いという

ふうに感じているんですけれども、その辺について市長の認識をお願いし

ます。 

〇 市  長   この件につきましては、市としても事実確認を行っている中で、明確な

状況がつかめなかったところがあって、そのような対応になったものと考

えております。 

         現時点では、その申込み件数、申し込んだ人数について把握はできてい

ますが、それらの全ての方々の情報が漏えいしたのかどうかが十分に把握

幹事社質問に関する質問 
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できておりませんでしたので、その部分については出さなかったと聞いて

おります。 

〇 朝日新聞   最大限どれくらいの方が被害があるかもしれないという、そういう認識

でいれば、当然どれだけの方が申し込んだとか、どれだけの件数が情報が

流出した可能性があるというぐらいは、当然広報するのが当たり前ですし、

しかもそれが夜になっているということですね。これ要するに、自分たち

でその問題に対して何ら関心がないということなのか、それともなぜこん

なに遅れてしまうのか、なぜそうやって、どこまで被害が及んでいるか分

からないにしても、最大限これぐらいの方々がパスワードなどを盗まれた

可能性がありますということが何でお伝えする気がないのか、その辺につ

いて全く広報としてなっていないと思うんですが。 

〇 事務局    昨日の夜になって報道発表資料を出させていただきました。この件のタ

イムラグについては、確かにご指摘の面もあると思いますので、遅れたこ

とにつきましてはお詫び申し上げたいと思っております。 

         今回に関して、事実覚知をしたのが一昨日なんですけれども、具体的な

状況がよく分からないのも一つあります。あとは、一義的にはピーティッ

クス社が、正式に公式サイトをもって発表するといった一番確かな情報源

をまずは出してもらおうという考えも一つありました。さらには、当然今

回の事前予約制を導入するに当たり、ピーティックス社のシステムを使っ

たことにつきまして、当然市民の皆様方のリスクもあります。まずは、ピ

ーティックス社の発信した事実を市として、後追いでお知らせするための

注意喚起ということで、昨日の夜の発表に至ったものです。 

〇 朝日新聞   ですから、なぜ遅れたのか。それから、なぜ人数をそのリリースの中に

盛り込まなかったのか、そこはどうしてでしょうか。 

〇 事務局    遅れた件につきましては、ご存知のとおりピーティックス社を使ってい

る、いわゆる今回でいう私どもの受託事業者のような立ち位置のグローバ

ル、アメリカの会社ですけれども、かなり多くの社がございます。コロナ

禍の中で、事前予約制ないしリモートでチケットを予約するような団体、

自治体、今回の埼玉県もそうなんですけれども、まずは市内で、ほかの部

局でそういうことがないかどうかという確認も、実はさせていただいたり

しておりました。そういったものも、１つ遅れた理由になると思います。 
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         人数の規模感ですけれども、先ほど申し上げたとおり、まずはピーティ

ックス社が会員登録をした方々に、こういう事実があるということをお伝

えする、マスコミを通じて発表することが一義的にあったものですから、

最大人数については申し上げることはなかったということになります。 

〇 朝日新聞   そうしますと、市当局として今後こういう事態が起きたときに、どのぐ

らいの方が被害を受けた可能性があるということについて、公表する考え

はないということでいいでしょうか。 

〇 市  長   公表する考えがないということではありません。ただ、それぞれケース・

バイ・ケースで判断していくことになると思います。 

〇 朝日新聞   それは、県は出しているけれども、市は出していない、今回のように。

市はあまり積極的じゃない、ケース・バイ・ケースというような形で、あ

まりその辺の情報を公開する気はあまりないということですか。県は出し

ていますよ。 

〇 事務局    そこら辺は報道発表内容の差、どれだけの意義を持って情報を提供する

かに尽きると思っておりまして、当然可能性があるというところしか今の

ところは言えなくて、現在、調査中ではあるのですが、数の多さというよ

りも、その事実をお伝えすることが一義的に重要だと思って、こういう形

を今回は取らせていただきました。 

  

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         政府のほうが、ホストタウン向けに新型コロナウイルスの対策の指針を

まとめて、内容としては市民との交流を、接触を避けるというような大幅

に制限するものになっていると思います。さいたま市もオランダのホスト

タウンを担っていると思いますけれども、なかなかそういう状態ではメリ

ットといいますか、ホストタウンであるメリットが見えない。その意義も

なかなか見出せないような状況かと思われるんですけれども、市長はその

点についてどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。 

〇 市  長   ホストタウンについて、いろいろな国からの新型コロナウイルスへの対

応という視点からの基準、指針が示されましたけれども、これまでもオラ

ンダのホストタウンとして、数年にわたってオランダの空手の皆さんと交

流を進めてきたり、地域の皆さんといろいろな形で、既にやってきている

その他：オリンピックのホストタウンについて 
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ところです。 

         その中で、来年オリンピックが行われて、その中でホストタウンとして、

試合の前は基本的には極力交流がない形で示されていると思いますが、本

当にその辺は残念なことではあるんですけれども、非常に制限はされてい

る部分はありますけれども、オリンピックが開かれて、その中で今まで交

流をして来た皆さん、そういった国といろいろな形で引き続き交流ができ

ることがすごく重要なことだと思っておりますので、新型コロナウイルス

禍ですので、その辺は仕方がないことだと思っておりますし、またその中

で、できるだけそういったオランダの選手の皆さんと、新型コロナの影響

が及ばない中でいろいろ交流を進めていくことについては、引き続き検討

していきたいと思っています。 

〇 読売新聞   私の情報が古くて恐縮なんですけれども、以前取材させていただいたと

きは、なかなかオランダとの情報交換だったり連絡も途絶えてしまってい

るような状況があったと思うんですが、今現状はどのような状況なんでし

ょうか。 

〇 市  長   今年に入ってですよね。それは後ほどでよろしいでしょうか。 

（会見後、令和２年度のホストタウン交流に関する団体との連携状況の情

報提供） 

 

〇 朝日新聞   今日、会見は１時間で切るという予定というのは聞いていなかったんで

すけれども、そういうルールがあるんでしょうか。 

〇 事務局    １時間と最初から申し上げたわけではないのですが、今までの感じから、

大体１時間ぐらいで見ていてくださいということで（幹事社に）お願いし

ました。それで、５分前ぐらいになりましたら合図を出しますので、よろ

しくお願いしますということでお伝えしました。 

〇 朝日新聞   私のテープ、今、回しているところでいうと、市長が最初にご説明され

たのが２５分ぐらいあるので、その分質問がどうしても限られてしまうの

で、ちょっとそこはいつもそういうふうに限られると困ると思いますので、

改善をお願いします。 

         その上でお聞きします。 

〇 市  長   この後は地方紙の記者会見とかいろいろ段取りもありますので、できる

その他：記者会見について 



 
21 

だけ私たちも効率的にお知らせし、質問も受けながら発表させていただく

機会をいただいておりますので、有効に活用していきたいと思っておりま

す。その中で改善すべき点があれば改善しますし、また一定のルールの下

にこれはやらなくてはいけないことだと思いますので、記者クラブの皆さ

んともお話していきたいと思います。 

 

〇 朝日新聞   最後にちょっと質問します。 

         これから１２月議会始まりますけれども、１２月議会の中で、半年を切

った市長選につきまして進退を問われた場合に、清水市長はそこで次の市

長選についてどうするかについて、言及する考えはありますでしょうか。 

〇 市  長   まだ先のことは分かりませんが、現時点ではございません。 

〇 朝日新聞   いずれにしろ、どこかで表明されなければいけないと思いますけれども、

だとすれば、コロナは続くわけで、コロナについて全力を挙げられるとい

うことは、それは認識しておりますけれども、どこかのタイミングでお話

しされることになろうかと思うんですけれども、それはいつ頃と考えてい

ますか。 

〇 市  長   コロナの問題もありますし、これまでのことを振り返りながら、私自身

が政治家としてどうすべきかを考えた上で決定することになると思います

ので、適切なタイミングに発表したい。それは、しっかりと発表させてい

ただくつもりでおりますし、そういった機会を設けたいと思っていますけ

れども、今のところまだ具体的にいつ頃ということは、申し上げられませ

ん。 

〇 朝日新聞   では、先ほど言われたように１２月議会の中では、まだ時期尚早という

ことですか。 

〇 市  長   現時点では、新型コロナの状況も拡大傾向にもあるなどの状況もござい

ますので、まずはそういったことに全力で取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

〇 時事通信   以上をもちまして記者からの質問を終了させていただきたいと思います。

進行のほうを市のほうにお返しいたします。 

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、議会の開催は１２月９日午後１時半からを予定しております。本

その他：来年のさいたま市長選挙について 
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日はありがとうございました。 

 

午後 ３時０３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。 


