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さいたま市長定例記者会見 

令和２年１２月２３日（水曜日） 

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、記者クラブ幹事社の埼玉新聞さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 埼玉新聞   こんにちは。１２月の幹事社を務めます埼玉新聞と申します。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、市長から説明をお願いい

たします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         今年も残すところあと僅かとなりました。お手元に令和２年さいたま市

１０大ニュースをお配りしておりますが、今年一番のニュースとして新型

コロナウイルス感染症に関するさいたま市緊急対策を挙げさせていただき

ました。 

         依然として全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、特に年末

年始において会食や帰省などでのさらなる感染拡大が懸念されます。これ

以上の感染拡大を抑え、医療機関の負担を少しでも減らしていくために、

市民の皆様には、改めてマスクの着用、３密の回避、手洗い、消毒など基

本的な感染症対策を徹底していただき、年末年始は不要不急の外出をでき

るだけ控えていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

         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を

させていただきます。 

         まず、本市の感染状況についてですが、１２月２１日時点で市内の検査

で陽性が判明した方が累計で１，７２５名、うち調査中を含む感染経路不

明者が７２５名、同日現在の陽性率は９．１％となっております。直近１週

間の新規陽性者数は１８８名で過去最多となっており、１２月１７日には

１日で最多の５３名の新規感染者が確認されました。市内の医療機関や接

待を伴う飲食店でクラスターが発生するなど、新規感染者数の増加傾向が

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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継続しており、医療提供体制の逼迫が懸念されております。引き続き強い

警戒感を持って対応する必要があります。 

         次に、市内居住者の感染傾向について説明します。市内の在住者の状況

ですが、１２月１９日時点で療養中の方が合計３３９名で、依然として増

加が続いております。また、１２月に入り新たに４名の方がお亡くなりに

なられております。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げた

いと思います。 

         直近１か月の感染状況を見てみますと、感染経路が判明している方の経

路の内訳では、依然として家庭内感染が最も多く、年代別では２０代から

５０代が７割以上を占める状況が続いております。飲食など社会活動が活

発な２０代から５０代の世代の方は、感染しても無症状軽症のケースが多

いため、無意識のまま感染を拡大させていることが考えられます。高齢者

や基礎疾患をお持ちの方に感染予防対策を徹底していただくことはもちろ

ん、身近にいる若い世代の方にもマスク着用や手洗い、手指消毒の徹底な

ど、大切な人を守るための行動を、今一度お願いします。 

         間もなく年末年始を迎えます。忘年会や新年会を行う場合は、普段から

一緒にいる人と少人数で短時間とし、会話をするときはマスクを着用する

など、感染リスクを下げる工夫をしてください。体調が悪い人は、極力参

加をしないことも大切です。 

初詣に行く際には、混雑する時期を避けて参拝し、神社が取り組む感染

拡大防止策を必ず守っていただくようお願いいたします。 

         また、帰省する際は基本的な感染症対策を徹底するとともに、重症化の

リスクの高い高齢者等への感染につながらないように細心の注意をしてく

ださい。そうした対応が難しい場合は、年末年始の帰省については慎重に

検討し、体調が悪い場合には帰省を控えていただきますようお願いしたい

と思います。 

         本市ではここ数週間、週ごとの新規陽性者数が、毎週のように過去最多

を更新しております。入院中の方も直近１か月で約１．６倍に増えており、

医療提供体制への負担が非常に大きくなっています。感染経路が不明の方

も多く、現在の感染状況では、いつ、どこで、誰が感染するか分かりませ

ん。気づかないうちに感染し、ご家族や周りの方に移してしまうことも考
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えられます。例年であれば、様々なイベントがあり、楽しみにしている方

も多いと思いますが、今年の年末年始は、自分や大切な方の健康、命を第

一に考えてください。 

         市民の皆様には、改めて、基本的感染症対策を徹底していただくととも

に、年末年始は不要不急の外出を控え、静かにお過ごしいただくようお願

いいたします。この厳しい状況をみんなで一緒に乗り越えていきましょう。 

 

 

         それでは、議題１、省エネ導入促進事業「さいたま再エネプロジェクト

～選ぼう、再エネ～」について説明します。 

         本年１０月２６日に、国におきまして２０５０年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにする脱炭素社会の実現を目指すことが宣言される

など、脱炭素社会を目指す動きが加速しております。近年気候変動による

影響が身近に迫っており、さいたま市としても将来の脱炭素社会の実現に

向けた推進が必要不可欠という認識の下、７月２８日に２０５０年二酸化

炭素排出実質ゼロ、いわゆるゼロカーボンシティを目指していくことを表

明しました。 

         その実現に向けては、これまでの取組に加えて、今後、再生可能エネル

ギー、いわゆる再エネの導入の最大化、加速化が必要と考えております。 

ゼロカーボンシティ実現に向けては、市民、事業者、市役所における取

組を３つの柱とし、それぞれ新たな事業を展開してまいります。 

         １つ目は、市民向けの取組として１１月から開始した、九都県市の自治

体と連携した再生可能エネルギーグループ購入促進モデル事業。２つ目は、

事業者向け再エネ導入促進事業。３つ目は、市の率先取組として、令和７年

に開設予定のサーマルエネルギーセンターなど、ごみ発電の地域活用によ

るエネルギーの地産地消となっております。 

         また、これらを補完する取組として、県内の自治体や東日本連携都市な

どとの都市間連携を図って、再生可能エネルギー等の導入を積極的に推進

することで、自立分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を

補完し、支え合う地域循環共生圏の実現を目指していきたいと考えており

ます。本日は、その中の自治体では初となる事業者向けの取組について説

市長発表：議題１「再エネ導入促進事業「さいたま再

エネプロジェクト～選ぼう、再エネ」を開始します」 

を開始します 
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明します。 

         再エネ導入に向けては、課題として、電気代のコストの増加や電力の切

替えに関する情報、機会の不足、またエネルギーにおけるニーズの多様化

などが挙げられます。そうした課題解決に向けては、今後、事業者が再エ

ネを選択しやすい仕組み、環境づくりが重要であり、今後、民間事業者の

スキームやノウハウを活用し、事業を推進していくことが必要であると考

えております。 

         再生可能エネルギーの選択機会の創出、調達コストの低廉化、手続のオ

ンライン化、簡素化を目指して、デジタル技術等を用いた電力プラットフ

ォームシステムの活用を検討してきたところです。 

その実現に向けて、昨日１２月２２日に株式会社エナーバンクと再生可

能エネルギーの利活用の推進に関する連携協定を締結させていただきまし

た。 

         エナーバンクにつきましては、電力リバースオークションサービス「エ

ネオク」を提供しており、再エネの利活用に関する知見、ノウハウを有し

ている企業です。今後、デジタル技術等を活用した再生可能エネルギーの

利活用の推進にて連携を図りながら、取組を推進してまいりたいと考えて

おります。電力リバースオークションの活用に関する連携協定は、自治体

では初めてとなります。 

         協定による連携事項ですが、まず１つ目として、再生可能エネルギーを

はじめとする低炭素電力調達の推進、２つ目として、電力調達価格の抑制

に向けた共同調達等の検討、そして３つ目として、その他再生可能エネル

ギーの利活用を通じた経済、社会との統合的取組の推進です。 

         その取組の一環として、本日から電力プラットフォームシステムを活用

した事業者向けの再エネ導入促進事業「さいたま再エネプロジェクト～選

ぼう、再エネ～」を開始します。 

         本プロジェクトは、エナーバンクが提供する電力リバースオークション

「エネオク」を活用して、さいたま市内事業者様に対して最適な価格で再

生可能エネルギーをはじめとする低炭素電力への切替えを促進するプロジ

ェクトです。本プロジェクトへの参加については、本日１５時から開設す

る専用ホームページからとなっており、参加費は無料となっております。 
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         電力リバースオークションサービス「エネオク」は、オンライン上で行

う電力の競り下げ方式入札、いわゆるリバースオークションです。オンラ

イン上で電力の見積りから契約まで完結できる電力プラットフォームとな

っております。また、オンラインであることから、需要家と全国の小売電

気事業者をマッチングすることが可能であり、再エネ比率などの調達条件

などについても、需要家のニーズに応じた柔軟な対応が可能となっており

ます。 

         エネオクは、環境省が公表した再エネ調達実践ガイドにも掲載されてお

ります。 

実施体制としては、市では主に市内事業者への周知、説明会等の実施、

またエナーバンクはサービスの提供、運営や個別相談の申請対応、またサ

ポート等について連携して行うことになっております。 

         本プロジェクトの参加のメリットですけれども、まず再エネ活用による

二酸化炭素の排出削減が可能になるということが１つ、２つ目としては、

オークションによる電気代の適正化、また３つ目としては、ＲＥ１００や

ＳＤＧｓをはじめとする自社の成長発展、ＰＲにつながるものと考えてお

ります。 

         そのほか、参加いただいた事業者様には、さいたま市のホームページ等

で事業者名や取組事例の公表を予定しております。また、今後、再エネの

普及、脱炭素社会実現にご協力をいただける事業者様と連携を図り、啓発

用ツールなども活用し、情報発信をするなど、取組の輪を広げていきたい

と考えております。 

         本プロジェクトは、コロナ禍における経済停滞からの回復に併せて、脱

炭素社会に向けた温暖化対策をさらに推し進める「グリーン・リカバリー」

の視点も踏まえた、経済、社会などの諸課題との同時解決にもつながると

考えております。今後も脱炭素社会の実現に向け、市民、事業者、国や自

治体など様々なステークホルダーと連携して、新しい技術やスキームなど

も活用しながら、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めてまいり

たいと考えております。 
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         続きまして、議題２、大宮・さいたま新都心におけるシェア型マルチモ

ビリティ等の実証実験について説明します。 

         スマートシティは、ＩＣＴなどの先進的技術の活用により、都市や地域

の機能、またサービスを効率化、高度化し、各種の課題の解決を図るとと

もに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出する取組です。内閣府を

はじめ国土交通省や経済産業省などが国を挙げて推進している取組でもご

ざいます。 

         本年１月に、ＡＩ、ＩoＴ等を活用した事業に取り組むことで市民サービ

スの向上等を図ることを目的に、公民学連携によるさいたま市スマートシ

ティ推進コンソーシアムを設立しました。これは、公、民、学が連携する

共同事業体でありまして、大宮・さいたま新都心と美園の２つのプロジェ

クトチームを設置しております。１２月時点のメンバーであり、今後のス

マートシティの取組の進展に合わせ、必要に応じて追加していくことを想

定しております。 

         今年度、当コンソーシアムは、国土交通省が公募したスマートシティモ

デル事業で、先駆的で早期の社会実装が見込まれることが要件の先行モデ

ルプロジェクトに選定されました。 

         こちらが国に提案した取組についての全体概要です。まず左図下段の水

色のところの①から③のモビリティ、ＭａａＳプラス、健康・活動など、

様々な分野の実証実験などで得たデータを、真ん中にございます緑色のデ

ータプラットフォームに集約します。 

         プラットフォームに集めた様々な分野のビッグデータを掛け合わせ、上

段黄色の部分の基盤整備の計画立案やシェア型マルチモビリティの最適配

置などに活用してまいります。ＩＣＴやビッグデータを活用した次世代型

の計画立案、スマートプランニングにより、東日本の交流拠点都市として

さらなる交通結節機能の向上を図り、交通結節点とまちが一体となったコ

ンセプト、スマートターミナルシティを目指してまいります。 

         この具現化に向けた動きとして、今年度から取り組むのが赤い線で囲ん

だシェア型マルチモビリティの実証実験です。こちらがシェア型マルチモ

市長発表：議題２「大宮・さいたま新都心においてシ

ェア型マルチモビリティ等の実証実験を実施します」 
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ビリティの実証実験の概要となっております。右の図の青い点線で示しま

す地区内の複数の拠点で、シェアサイクル、スクーター、超小型ＥＶとい

ったマルチモビリティを貸出し、返却できるポートを設置します。市民な

どの移動の利便性を向上させることで、回遊性の向上や駅周辺の交通渋滞

の解消とした課題解決につながるか検証してまいります。 

         また、１２月１４日には、実験の主体となりますさいたま市、ＥＮＥＯ

Ｓホールディングス、またＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔの３者で基本協定を締結

しました。利用者のニーズに応じまして、最適な移動手段を選択できるマ

ルチモビリティシェアリングの社会実装に向けた先進的な取組になると考

えております。 

         モビリティポートの発展形として、ＥＮＥＯＳとＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔ

が考えるモビリティステーションのイメージがこちらです。ソーラーパネ

ルで発電した電力を蓄電しまして、シェアモビリティへの給電、また災害

時の活用等を公民連携で検討してまいります。 

         また、シェア型マルチモビリティの実証実験に合わせて実施する内容に

ついても簡単に説明したいと思います。まず、ＳｉｎａｇｙＲｅｖｏ株式

会社の取組についてですが、新型マイクロ風車をモビリティポートに設置

して、シェアモビリティへ給電できるかを検証します。また、シェア型マ

ルチモビリティの実験に関連しては、いつどこにどのくらい人がいるかと

いう人流データとモビリティのデータを掛け合わせるという取組も行いま

す。これは、ヤフー株式会社と連携して取り組んでまいります。 

         続きまして、②ＭａａＳプラスの取組についてです。誰と一緒か、目的

は何か、どんな気分かをアプリ上で選択すると、今いる場所からお勧めの

ルートを提案する取組で、地域活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。こちらは、株式会社ＪＴＢと連携し、次年度以降の実証に向けて検

討を進めているところでます。 

         今年度の実証実験のまとめで、記者発表資料にも掲載したとおりです。

市民へのサービスや民間事業者から得られるデータをデータプラットフォ

ームに集約して、公民学連携の組織、さいたま市スマートシティ推進コン

ソーシアムが一体となって管理運営してまいります。 

         また、今年度から取り組むシェア型マルチモビリティの実証実験をはじ
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めとして様々な分野で実証実験を行いながら、データプラットフォームを

活用して新たな市民サービスを生み出し、全国の先行モデルとなるスマー

トシティを目指してまいりたいと思います。 

         私からは以上です。 

 

〇 埼玉新聞   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いたします。 

         では、幹事社からコロナの関連で何点か。昨日大野知事が営業の時短要

請を１月１１日まで延長する方針を説明しました。これについての受け止

めと、市としての事業者に対する支援などは検討されているかを教えてく

ださい。 

〇 市  長   まず、県が出した営業時間の時短の協力要請が延長されたことについて

の見解ですけれども、大宮区の飲食店等の事業者の皆様には大変なご負担

がかかるものと認識をしており、改めてご協力に感謝をしております。現

在感染状況も踏まえ、県は本部会議の決定によって延長を決めるというこ

とです。Ｇｏ Ｔｏ トラベルの一時停止や東京を含めた近隣都県の新規陽

性者が非常に増えているという状況を考えますと、感染拡大防止対策を引

き続き行っていく必要があると考えております。延長はやむを得ないもの

だと考えております。それから、事業者への支援については、今回は考え

ておりません。 

〇 埼玉新聞   事業者は、どれぐらい時短営業しているかというのは把握されているの

でしょうか。事業者、大宮区の飲食店などがどれぐらい時間を短縮してい

るかというのは把握されていますか。 

〇 市  長   現時点では把握しておりません。 

〇 埼玉新聞   あと、１月１１日までということですけれども、１月１１日のさいたま

市の成人式についての検討はされていますか。 

〇 市  長   現在成人式についても様々な角度から検討しているところですが、現時

点としては、開催する方向の中で準備を進めているところです。 

〇 埼玉新聞   市議会が最終日の１２月１８日に意見書を決議しましたけれども、高齢

者施設、障害者施設等の入所者や従事者に対する検査を実施して検査体制

を拡充すること、保健所が業務負荷になっているので、体制を強化するこ

とという決議が出ています。これの受け止めをお願いいたします。 

冒頭説明に関する質問 
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〇 市  長   １２月定例会におきまして、新型コロナウイルス感染症に対する検査体

制の拡充を求める決議というのが全会一致で可決をされたところです。昨

今の感染急拡大の状況から、決議書の内容については非常に重要な指摘で

あると受け止めております。高齢者施設の新規入所者を対象としたＰＣＲ

検査の補助事業を１２月１日から開始をして取組を進めているところです

が、これにとどまることなく、引き続きさらなる対応について今検討して

いるところです。関係機関との調整が整い次第、対策を速やかに打てるよ

う、鋭意必要な準備を進めているところです。 

         事業継続に資する新たな支援制度の創設に係る国への働きかけという部

分につきましては、これまでも政令指定都市市長会、また大都市介護保険

担当課長会議及び九都県市首脳会議におきまして、各種支援制度の創設等

について、国に要望、提言を行ってきたところです。今後も様々な機会を

捉えて国に働きかけを行っていきたいと思います。 

         そして、保健所体制の強化についてですが、新型コロナウイルスへの対

応について保健所は多くの業務を担っていることから、全庁的な応援体制

によって専門職や行政職職員を動員し、業務に当たっております。このほ

か厚生労働省を通じた専門職の派遣、あるいは会計年度任用職員の採用な

どによって人員の確保に努めてきたところです。さらに、１２月１８日付

の人事異動によって保健所職員を増員しました。今後も感染状況を注視し

て保健所職員の負担を軽減するとともに、適切かつ迅速な感染症対応が行

えるよう体制を整備していきたいと考えております。 

         以上です。 

〇 埼玉新聞   保健所の方が人事で増員されたのは把握していないのですけれども、ど

れぐらい増員されたんですか。 

〇 事務局    １２月１８日の人事異動では、１１人の増員ということです。 

〇 埼玉新聞   ＰＣＲ検査では、特に具体的な拡充というのは検討されていないという

ことですか。今は高齢者施設の新規入所ですけれども、障害者施設の新規

入所の方に対象を広げるとか、そういうことは考えていらっしゃらないの

ですか。 

〇 市  長   現時点では、やれることから実施をしようということで、まだ中身は今

精査をしているところですけれども、高齢者施設の従業員を対象とした検
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査等について、検討しているところです。 

〇 埼玉新聞   高齢者施設の従業員に検査をするということを検討しているということ

でよろしいですね。 

 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         ゼロカーボンシティについてお伺いします。宣言するのは簡単ですよね。

今さいたま市のＣＯ２排出量のデータをちょっと拝見いたしましたら、

２００９年から２０２０年に１人当たりの排出量を２３％マイナスすると

言っているのですが、２０１７年度で僅か３．９％しか減っておりません。

ゼロカーボンシティというものを目指すとして、実現させるためには、ま

ず反省から入らなければいけないと。何で減らなかったか。その減らなか

った要素を潰した上で大胆な施策を取らなければいけないと思っているの

ですけれども、その点について何が要因でこれだけ減らなかったと考えて

いますか。 

〇 事務局    減らなかった要因というのは様々あると思いますが、例えば排出係数が

ただいま当時よりも増加しているところも多々あると思いますけれども、

やはりこれからさらに技術革新ですとか、そういったところがますます進

歩していくということを見越しているところであります。そういった点で

は、まだ現時点では、太陽光パネルの普及ですとか、そういうところもあ

りましたけれども、さらに今後の技術革新、そういったところを取り込む

ようなところで、今後、ゼロカーボンシティを目指していくというような

ことで考えているところです。 

〇 朝日新聞   今の話は、要するにこれから技術革新に期待するという話で、全然答え

になっていないと思うのです。まず、なぜ減らなかったか。減るときに

２３％減らすというところには根拠があったと思います。その根拠に基づ

いて何がいけなかったのかということをきちんと説明できないと、ゼロカ

ーボン２０５０年といっても、多分恐らく計画宣言倒れになってしまいま

すので、そこをちゃんときちんとやらなければいけないことと、それから

技術革新に期待するというふうに言っているようでは、では技術革新でき

なかったら、２０５０年実質ゼロにできなかったら、じゃそれはいいのか

ということになりますので、そこをもっと大胆に何か、今日の施策も積み

議題１に関する質問 
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上げの一つではあると思いますが、恐らくこれでは０．何％減らすという

ぐらいにしかならないと思いますので、きちんと分析すべきだと思います

けれども、その辺市長はご自身で宣言するだけのちゃんと中身についてき

ちんと理解し、そして何かをしなければいけないということについて分か

っているのでしょうか。 

〇 市  長   今ご指摘のあったように、これまでのことを反省点も踏まえながら、新

しく今そういった計画をつくっております。２０５０年にゼロにしていく

ためにバックキャスティングということで、２０３０年までにはどういっ

た目標で、どういった施策を展開しながら具体的にそれを実現していくの

かということについて、今計画をちょうど策定しているところでして、そ

の中の一つが今日お示しをした施策ということになると思います。今後そ

うした単独の施策だけでは、ゼロカーボンシティという道はかなり遠いと

思っておりますので、総合的に、これはまた企業も含めて、あるいは市民

の皆さんも巻き込んでしっかりやっていかないと、当然実現できるもので

はないと思っていますので、そういった点も含めて対応していきたいと思

っております。 

〇 朝日新聞   非常に抽象的で、申し訳ないですけれども、さいたま市の特徴としまし

て、やはり工場などが大きいところがないわけですから、民生部門、住宅

とか、それから交通、そこに大きな排出源があると思うのです。だとした

ときに、発電所も持たないさいたま市の場合、じゃどういうふうに減らす

かというところ、まず排出係数によらない、排出係数に左右されないよう

な太陽光とか、そういうことを考えるのか、あるいは今もう東京が既に宣

言していますが、ガソリン車の禁止、交通政策上そうしたことも大事だと

思うのですけれども、そういったものにちゃんと踏み込まなきゃいけない

と思うのですが、その辺はきちんと施策上、今検討されているのでしょう

か。 

〇 市  長   さいたま市は、まさに今お話がありましたけれども、二酸化炭素の排出

量ということでは、家庭、特に民生部門の交通の部門が非常に他の都市と

比べて比率が高いという特徴があります。その中で、これまでも２００９年

以来、私たちはＥ―ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔということで、次世代

自動車の普及促進を図ろうということで、急速充電器をはじめとする充電
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器の充実のインフラネットワークをつくってきたり、あるいはサミットな

ども行いながら、様々な先進事例を共有しながら一緒に進んでいくという

取組をさせていただいたり、あるいはその意識啓発ということで、子供た

ちも含めた様々な場所での電気自動車、あるいは次世代自動車についての

理解を深めていくというような活動も進めながらやってきたところです。

今後もそういった視点をしっかり重視しながら、今も浦和美園地区でデジ

タルグリッドルーターの取組など、新しい地産地消のエネルギーのモデル

などにも取り組ませていただいていますし、これは様々なポリシーミック

スによって実現ができると思っております。また、さいたま市としての特

徴もあると思っておりますので、そういった特徴をしっかりと把握しなが

ら、また課題も意識しながら施策に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

 

〇 埼玉新聞   幹事社質問です。 

         ２点ありますけれども、新型コロナウイルスが世界中に影響を与えた

１年となりました。さいたま市のことも含めてですけれども、今年を振り

返って所感をお聞かせください。 

         もう一つは、次期総合振興計画の実施計画の素案の話です。基本計画に

ついては、継続審査になっていましたけれども、市議会が附帯決議を付し

て１２月定例会で可決しました。さらに、最終日に議長がその辺を認識す

るようにと改めて意見を述べていましたので、その点の所感をお聞かせく

ださい。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問に順次お答えします。 

         まず、１点目の新型コロナウイルスが世界中に影響を与えた１年となり

ましたけれども、今年を振り返っての所感ということについてお答えした

いと思います。 

         まず、日々新型コロナウイルス感染症対策のために医療の最前線で尽力

をされております医療従事者の皆様に対し、この場をお借りして心から敬

意を表し、感謝を申し上げたいと思います。また、市民や市内事業者の皆

様におかれましても、感染拡大防止のため、多大なご理解、ご協力に心か

幹事社質問： 

①今年を振り返り、所感をお聞かせください 

②策定した実施計画の素案の所感をお聞かせください 
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ら感謝を申し上げたいと思います。 

         今年は、新型コロナなしでは語れない年であります。５月に緊急事態宣

言が解除されて以降も、国内外で予断を許さない状況が続いており、その

影響は社会経済の広範囲に及ぶものとなりました。国は、経済の立て直し

と感染拡大防止の両立、いわゆるアクセルとブレーキを同時に踏む、難し

いかじ取りに追われた１年でもございました。 

         本市では、２月、私を本部長とするさいたま市新型コロナウイルス危機

対策本部を立ち上げ、以降、国・県等の関係機関と連携を密にして、４月

以降、今後予定されているものを含め総額約１，７９０億円規模の緊急対

策を講じるなど、市民の皆様の命や生活を守るための取組に全力を傾けて

まいりました。 

         具体的には、ＰＣＲ検査機器の充実等による検査・医療体制の強化や企

業への緊急融資、消費刺激策としてプレミアム付商品券の発行などです。

日々変わる状況に頭を悩ますこともありましたが、その時々で考え得る最

善の対応をさせていただきました。 

         また、市民の皆様への情報提供や感染拡大防止のお願い等を繰り返す中、

市民の皆様と市との信頼関係がいかに大切かを、改めて実感したところで

す。今後も引き続き感染拡大防止と経済の立て直しの両立にしっかりと対

応していきたいと考えております。 

         また、今年を振り返ってのことを少しお話しさせていただきたいと思い

ます。今年は、２月に岩槻人形博物館とにぎわい交流館いわつきが同日に

オープンをしました。開館して間もなくコロナの影響で休館を余儀なくさ

れましたが、１１月には来館者３万人を突破しました。２つの館の集積や

相乗効果を発揮して、岩槻の人形文化の発信拠点として、またにぎわい拠

点として、ますます親しまれるよう、ＰＲに努めてまいりたいと考えてお

ります。 

         また、４月には与野本町小学校の複合施設が開設しました。愛称は「い

ーよの」です。この施設は、市民の皆様の意見を取り入れつつ整備したも

ので、いわゆる公共施設マネジメントのシンボル的な施設の一つでもあり

ます。６月には同施設内に子育て支援センターも開設し、地域サロンもご

ざいますので、地域の方の交流の場としてますます活用いただきたいと思
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います。 

         また、１０月には東日本連携・創生フォーラムをオンラインにより本市

を含む１４市町で開催しました。各都市の連携による施策等を議論させて

いただいたところです。感染拡大防止と自治体連携による施策の両立につ

いて、今後も研究を進めてまいりたいと考えております。 

         同じく１０月には、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、３月

に開催予定でありました国際芸術祭をオンサイトで開催しました。ウィズ

コロナ時代にふさわしい新たな芸術の楽しみ方を、多くの方に体感をして

いただきました。 

         また、同じく１０月には、行政のデジタルトランスフォーメーションを

推進するために、私が本部長となりますさいたま市デジタルトランスフォ

ーメーション推進本部の設置を発表しました。これは、電子申請、手数料

納付のキャッシュレス化をはじめとする窓口のオンライン化等の検討を進

めることで、市民サービスの向上と市役所業務の効率化を図るものです。 

         コロナ禍で、短期間のうちに人々の生活が大きく変化しましたが、それ

らにしっかりと対応していくために、このデジタルトランスフォーメーシ

ョンは必要不可欠なものであると考えております。デジタルトランスフォ

ーメーションの推進に全庁を挙げて取り組んでいくとともに、庁内横断的

な検討を、スピード感を持って進め、具体的な成果につなげていきたいと

考えております。 

         また、１１月には令和３年から令和１２年までの１０年間を計画期間と

する新たな総合振興計画の基本計画を議会で議決いただきました。本市に

とって、人口がピークを迎える２０３０年までの運命の１０年が、本市の

未来を決する大変重要な期間です。この間に、人口減少の局面に入っても

成長を続けていくための基礎づくり、また未来につながる投資を着実に行

い、本市の持続可能な成長・発展につながる仕組みを築かなければならな

いと考えております。 

         本計画には、この運命の１０年になすべきことをしっかりと盛り込むと

ともに未来を見据えた将来都市像として「上質な生活都市」を新たに位置

づけるなど、２０２１年以降の新たなステージにふさわしい計画を策定す

ることができたと考えております。 
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         コロナの影響もあり大変な１年でありましたが、市民意識調査では本市

を住みやすいと感じる市民の割合は８６．３％と、過去最高を更新しまし

た。市民の皆様の期待に応えるためにも、また今後のさらなる成長発展に

向けて、この総合振興計画をしっかりと進めてまいりたいと考えておりま

す。 

         続きまして、幹事社質問の２つ目です。次期総合振興計画についての所

感ということで申し上げたいと思います。 

         総合振興計画の基本計画につきましては、今議会でご議決いただけたこ

とを、大変喜ばしく思っているところです。議決をいただきました基本計

画を受けて、そのアクションプランであります実施計画の策定を進めてお

り、今般の１２月定例会において素案を報告したところです。 

         新型コロナウイルス関連の取組につきましては、議会での議論も踏まえ

て十分な検討をした上で、素案全体で必要な位置づけを行いました。具体

的には、計画の取組の視点として、まず１つ目、感染症の拡大を防ぎ、生

命と健康を守ること。２つ目として、日常の暮らしを支え、経済活動を活

性化すること。３つ目として、新たな生活スタイルへの対応とコロナ後の

まちづくり。４つ目として、新しい時代に対応した行政運営とデジタルト

ランスフォーメーションの推進という４つの視点から、関連する事業を体

系的に位置づけております。 

         今後は、パブリック・コメントを行って市民の皆様のご意見等も十分い

ただきながら、年度内に最終的な実施計画を策定していきたいと考えてお

ります。 

         私からは以上です。 

〇 埼玉新聞   幹事社質問に関連で質問があれば、各社さんお願いいたします。 

         関連かどうかわからないですけれども、日本看護協会などが、看護師さ

んの離職が増えているという発表がありましたけれども、さいたま市立病

院ではそういった事例があるのでしょうか。 

〇 市  長   現時点では聞いておりませんが、担当が来ておりますので。 

〇 事務局    離職については、今現在把握はしておりませんし、ないと伺っておりま

す。 

以上です。 
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〇 埼玉新聞   では、ほかのそれ以外の質問をお願いいたします。 

         新しい市役所の本庁舎についてお伺いいたします。昨年の１２月に、３つ

の候補地が選ばれたということですけれども、これまで市長は今期中には

方向性を出したいということでしたけれども、この説明を改めてお願いい

たします。方向性というのはどういうことを指すのか、お願いいたします。 

〇 市  長   以前も議会で答弁させていただきましたとおり、任期中には方向性をお

示ししてまいりたいと考えております。 

         それは、検討を踏まえた報告をすると。もし本庁舎が移転するとすれば

具体的な場所等が、そういった方向性を示す一つの要件ということになる

と思いますけれども、それらを含めてこれまで検討してきたことを総合的

にまとめて、その方向性をお示しするということです。 

〇 埼玉新聞   この本庁舎が、今現在の場所から移転するかしないかも含めての方向性

なのでしょうか、それとも移転ありきの方向性を示すということなのでし

ょうか。 

〇 市  長   現在調査をしているものとしては、これまでの審議会での答申を踏まえ、

私たちなりにそれらも含めて、総合的に、具体的には３つの場所というよ

うなことも含めて検討してきているところです。 

         私たちが示す方向性としては、庁舎の移転等も含めて、するのかどうか、

あるいはするとすればどの場所なのか、そしてもし移転をするとすれば、

その跡地はどういうものとして活用されていくのかなどであろうと思って

おります。 

〇 埼玉新聞   先日の特別委員会では、跡地の話が資料として出ていますけれども、浦

和の、具体性が欠けると指摘が出ていました。これは、市庁舎移転の方向

性と同時に、現在の跡地についての利用の仕方についても、より具体的に

同時に明らかにするのでしょうか。 

〇 市  長   特別委員会で現庁舎の考え方について、多くの質問であったり、あるい

はご意見が出たということについては承知をしているところです。 

         現在この本庁舎がある場所は、旧浦和市時代から長年にわたって庁舎が

立地してきたという歴史も有しておりますので、この地域で暮らす方々に

とって、仮に本庁舎を移転整備するとした場合の現庁舎の在り方は、大変

その他：本庁舎整備検討状況について① 
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大きな関心事であると承知しております。 

         本庁舎の整備の候補地に関する検討を進めるとともに、仮に移転をした

場合の現庁舎の利活用について、私が本庁舎整備の方向性を示す際には、

地域、さらには市全体の発展につながる現庁舎地の在り方についても、併

せてお示しをしてまいりたいと考えております。 

         いずれにしましても、広く市民の皆さんのご理解をいただきながら、本

庁舎整備について検討してまいりたいと考えております。 

〇 埼玉新聞   審議会も数年かかってですけれども、この決定も随分時間がかかってい

る印象を受けるのですけれども、その点についてはいかがですか。 

〇 市  長   拙速に進めることはできません。非常に大事な問題であると思っており

ますので、しっかりと検討した上で方向性を示すということでやってきた

つもりです。いずれにしましても私の任期中、もう半年ぐらいという状況

ですので、その中でしっかりと方向性をお示ししたいと思います。 

 

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉です。 

         今年もあと少しとなりましたが、１年を振り返られて、市長の今年の漢

字を教えてください。 

〇 市  長   毎年新年の最初の（記者会見の）ときに、今年の漢字はということで発

言した漢字でいいますと、成功の「成」、成果の「成」、あるいは成績の「成」

という字を上げさせていただきました。 

         そういう意味では、先ほども少し申し上げましたけれども、新型コロナ

の問題が非常に多い年ではありましたけれども、これまで私たちが非常に

重視をしてきた「住みやすい」という目標指標、これが市民意識調査の中

で８６．３％、９０％には達しませんでしたけれども、過去最高の数値を

示したり、それぞれ幸福度ランキングでも１位になることができたり、一

定の成果を上げられたと思っておりますが、振り返って今年１年をどう評

価をするかというか、それを象徴するということで言うと、私自身は克服

の「克」という字かなと思っています。 

         先ほど来申し上げましたとおり、１月後半から２月以降ずっと新型コロ

ナの問題に、まさに向き合いながらこの１年間をやってまいりました。現

場で活躍されている医療従事者の皆様をはじめ、本当に市民の皆さん、事

その他：一年を振り返って今年の漢字について 
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業者の皆さんに大変なご苦労やご理解やご協力を賜りながら、この１年間

取り組んできました。この新型コロナウイルスをいかに克服するかという

のが、まさにこの１年のテーマになったと思います。それは、新しい生活

様式に自らを変えていかなければいけない、これは私自身もそうでありま

すし、行政としての市役所もそうでもありますし、また市民の皆さんひと

り一人にも、また市内の事業者の皆さんにもお願いしたところであります

ので、そういう意味で克服の「克」という字を、私としては、振り返ると、

そういった文字が当てはまるのかなと考えております。 

 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。 

         前半のほうの質問になるのですけれども、保健所の体制の強化というと

ころなのですが、今の時期に１８人を増員したという理由についてと、ど

ういう形で人を集めて、どういうところに充てるというような人事になっ

ているのか教えてください。 

〇 事務局    １８人ではなく、１８日付で１１人の増員となっています。ただ、この

後、これまで兼務として配置をしていただいていた方につきましては、

１２月３１日をもって兼務解除ということで、元の職場に帰任する予定に

なっています。 

         あと、兼務職員につきましては、今後も兼務のまま保健所業務を担って

いただいたり、あるいは元の派遣元のほうに帰任していただくことにつき

ましては、今後の検討となります。 

         以上でございます。 

〇 市  長   半分ぐらいが、兼務をそのままにしてあります。その上で増強している

のですけれども、半分の人たちは兼務を解除して戻っているという形にな

っています。ただ、具体的にどの場所からということがもし必要であれば、

後でそれは資料提供しますけれども。 

 

〇 朝日新聞   任期満了までということで、先ほどの清水市長も触れた市長選について

お伺いします。 

         今までコロナの対策ということで、それに邁進するということで、いつ

頃明確に進退を明らかにするという話も出ておりませんでしたけれども、

冒頭説明に関する質問 

その他：さいたま市長選挙について 
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例年清水市長は、再選時、３選時のときは、いずれも２月議会の直前に記

者会見を開いて表明しております。今回も、それぐらいを目途に進退をは

っきりさせるというおつもりなのか。 

         例えば、もし後進に道を譲るということでしたら、やはりそういう新人

の人たちの政策論争とか、そういうことも必要なので、早めなほうがいい

のかなというふうにも思いますけれども、今のところその辺り、いつ頃ま

でにとかいうことは何か考えていますでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、非常に新型コロナ感染が拡大している時期ですので、現時

点ではまだどうするかということについては考えに至っておりませんが、

いずれにしてもいろいろなご意見はあろうかと思いますが、適切な時期に

しっかりと表明をして、市民の皆さんにお伝えをしたいと思っております。 

〇 朝日新聞   今適切な時期というお話だったと思うのですけれども、ではその再選出

馬をされるとき、３選のとき、そのときも適切な時期と思ってその時期を

選ばれたと思うのですけれども、その頃はどういう理由で２月の頭、２月

議会の直前を選ばれたのでしょうか。 

〇 市  長   それぞれのときの社会情勢であったり、あるいは自分自身の思いであっ

たりということをまとめて発表する時期が、その時期だったということだ

と思います。 

         今回については、いろいろ新型コロナ等の状況もございますので、そう

いった状況も踏まえながら、適切な時期に発表することが望ましいと思っ

ております。 

〇 朝日新聞   もう一つだけ。私的な考えで言いますと、２月議会というのは当初予算

を審議するときでありますし、そういう意味では市長のこのときの１年間

の予算で、自分が何をしたいか、どういう政策を打ち出すかということを

議論していただくというタイミングでは、それはありかなと思うのですけ

れども、そういう意味でも今回も２月議会で、当初予算、コロナも含めた

当初予算の議論ということになると思うのですが、そういう意味ではその

直前というのはふさわしいように思いますけれども、それは一つの選択肢

として考えていいのでしょうか。 

〇 市  長   そういった考え方も一つあると思います。否定するものではありません。

ただ、その時期に必ずやるかということについては、まだ私自身の考えも
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固まっておりませんので、今後さらによく考えを深めていきたいと思いま

す。 

〇 埼玉新聞   市長選の関連ですけれども、今現状コロナで大変社会が不安定な状況の

中で、政令市１３２万人の市長選に、今のところ誰も出馬表明していない

という、ある意味異様な状態なのですけれども、それについて市長として

はどういう思いですか。 

〇 市  長   市長選まで半年ありますので、まだこれから出馬をしようという方々は

手を挙げて、それから様々な政策論争が行われてくるものだと理解してお

ります。 

         現時点で、そういった声が上がっていないということをもって、何かコ

メントをするということは特にございません。まだ早いとも遅いとも、何

とも言えないというところかなと思いますけれども。 

〇 埼玉新聞   いろいろな方に聞きますと、やっぱりこういう状況ですと、通例よりは

早く出馬表明をするんだったらしてほしいという声が上がっていますけれ

ども、それはどう思われますか。 

〇 市  長   それは出馬をされる候補者、候補予定者に対してということですか。 

〇 埼玉新聞   清水さんご自身に対してです。 

〇 市  長   今、何度かお答えをしてまいりましたが、今は新型コロナウイルス感染

症対策に全力を挙げているところでございますし、またもちろんその中で、

今後どうするのかということについても、やはり適切な時期に判断して、

皆さんに考え方、あるいはどういうことを今後していくのかということに

ついて、出馬をする場合には、そういった表明も当然適切な時期にする必

要があると考えております。 

         ただ、現時点として、まだいろいろ自分なりに考え、検討している最中

ですので、そういった考えがまとまった段階で、またそういった社会情勢

の部分もあろうかと思います。適切な時期に総合的に判断して、私自身は

自分の進路については発表したいと思います。 

 

〇 埼玉新聞   また繰り返しになってしまいますけれども、新庁舎の方向性を、これは

かなりの大きな問題であるし、市長選の大きな争点になるかもしれません。

その出馬表明、任期中ということですけれども、どれぐらいの時期に方向

その他：本庁舎整備検討状況について② 
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性を示されるのですか。 

〇 市  長   適切な時期に表明します。 

〇 埼玉新聞   適切な時期というのは、出馬表明と同じという意味ですか。 

〇 市  長   どういうタイミングになるか分かりませんけれども、任期中に方向性を

お示ししますと申し上げておりますので、任期中に方向性をお示ししたい

と思います。先ほど言った内容に基づいてお示ししたいと思います。 

〇 読売新聞   先ほどの市庁舎の話ですけれども、移転はそもそも２０年前から合併協

定書に書かれている話かと思うのですけれども、この２０年たってまだそ

の場所、改めてなんですけれども、移転するかどうかの方向性もちょっと

示すことができていないというのは、どこに市長の懸念といいますか、ど

こに問題意識があって、まだ決めかねているということなのでしょうか。 

〇 市  長   この庁舎問題については、合併をする際にも、やはり庁舎をどこに持っ

てくるかということについて様々な議論がなされて、そして合併協定書の

中には、明確な位置ということが決められない状況で、さいたま新都心に

立地することが望ましいという意見も踏まえて、少し緩やかなというか、

そういった形で合併協定書に示されたところであります。以来、それらに

ついて内部的に検討が進められ、私が市長に就任してからは外部の有識者

なども交えながら、正式に条例制定の審議会としてご議論をいただきなが

ら進めてきたという経過がございます。 

         そんな中で、政令指定都市になりましたので、本庁舎そのものの位置の

市民の皆さんにとっての利便性の問題については、大きく影響するもので

はないとは思いますが、ただ、やはり４つの市が合併をして、そして出来

上がってきた市でありますので、そういう意味では多くの市民の皆様にも

ご理解をいただく中で、決定をしていくことが望ましいだろうと思ってお

ります。その際に、やはりできるだけ慎重な審議をしようということで、

自治会をはじめとする市民の皆さんの方々にも多く参加をしていただいて、

審議会をかなり、皆さんからしても長いと思われるくらいしっかりとそこ

で議論を進めてきていただいて、答申をいただきました。それを受けて、

私たちとしても様々な角度から、しっかりその方向性を決めようというこ

とでやってきたところでもございます。 

         そういう意味では、非常に私たちにとっては、合併協定書のところで残
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された大変重要な問題の一つであるという認識を持っておりますので、多

くの皆さんにご理解をいただく中で方向性を示して、そしてご理解をいた

だけるようにしていきたいということで、慎重に進めてきたということで

す。 

〇 読売新聞   今、合併して２０年になりますけれども、大宮と浦和の地域間対立も指

摘されているかと思っているところかと思います。それについて、２０年

たって市長は解消されたというふうに受け止めていらっしゃるのでしょう

か。 

〇 市  長   基本的には、解消ができていると考えております。ただ、それぞれ旧市

の歴史も大変長くございます。そして、新しく合併した後、さいたま市と

しての歴史も既に２０年間、それぞれのいろいろな思いや、あるいは環境

や、それぞれの地域の歴史など違いはありますけれども、それぞれの地域

課題、あるいは市全体の課題をみんなで共有しながら取り組み、乗り越え

てきた２０年の歴史でもありますので、そういった中で、私はそういった

対立ということは、もはやないと思っております。 

〇 読売新聞   基本的にはということなのですけれども、やはり市民の方と接していら

っしゃる中で、まだしこりのようなものが残っているというふうに感じる

ような瞬間なり、エピソードなりあれば教えてください。 

〇 市  長   庁舎の場所については、いろいろな考え方を持っていらっしゃる方がい

るのも、また事実であります。ですので、対立ということはありませんけ

れども、それぞれ長年住んでいらっしゃるそれぞれの地域の中で感じてい

る思いというのは、あるのだろうと思っております。それはそれとして、

やはり私たちも受け止めなければいけないと思っておりますし、ただ、最

終的にはそういったそれぞれの思いを乗り越えて、さいたま市として、さ

いたま市はこの４つの市が合併をして２０年という、これまでも何度か申

し上げてきましたけれども、人間で言えば成人になったということになる

と思います。この成人を迎えるさいたま市が、文字通り一人の成人となっ

た市として、みんなで力を合わせてやっていくべき、そういったタイミン

グがちょうど来年２０周年ということであります。私も、その中で方向性

をお示しさせていただくということになると思います。多くの市民の皆さ

んの意見を聞きながら取り組んできているつもりです。 
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         ただ、１つ私たちが懸念をしているのは、庁舎の場所がどうあるかとい

うことではなくて、さいたま市全体のまちづくりがどうあるかということ

が最も重要なことでありまして、それぞれ旧市、あるいは今は１０区それ

ぞれの区の特性がありますから、それぞれの区の特性を生かしたまちづく

りを進めていくということが、さいたま市のこれからの発展につながると

いうことだろうと思っております。その中で、庁舎どこになっていくのか、

でも庁舎だけではなくて、それぞれの旧市が、あるいは１０区がどういう

まちづくりをしていくのかということが、併せてご理解をいただくという

ことが非常に重要なのではないかと考えております。 

〇 朝日新聞   庁舎がどこになるか、まちづくりとともにという話なのですけれども、

逆に言えば庁舎が決まらないからまちづくりも完結しないということにも

言えると思いますし、この話、私も市外から来ておりますので、大体そう

いう人たちに伺うと、市ができて２０年たって、そのとき市ができるとき

に庁舎をどこに置くか決めましょうねと言っていて、２０年たってもまだ

決まっていないのというと大体驚かれるし、何やっていたのという話にな

ると思います。 

         そのうちの市の１１年を清水市長の時代、まさしく成人と言われるなら、

９歳から２０歳までを清水市長が担当してきたという意味では、その間に

何も物事がきちっと最後まで答えが出ていないということについて責任は

感じていますか。要するに外の市からすると、普通は驚かれるわけです。

それに対して市長は何か、そう言われる筋合いはないという話なのか、責

任は感じるのか、その辺はどうですか。 

〇 市  長   そういった役割、あるいはそういった責任もあると感じておりますので、

この任期中に方向性を示すと、こう申し上げているところです。 

〇 朝日新聞   責任は感じているということなのですね。 

〇 市  長   ですから、私のこの任期中の中に方向性を示すのが私の役割であり、責

務であると思っております。 

〇 朝日新聞   それは、例えば５年前に出すということは難しかったということですか。 

〇 市  長   しっかりとした議論を深めていくことが必要であるということを考えて

おりましたので、その中でしっかりとした議論と経過も踏まえて、今回発

表していくということです。 
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〇 埼玉新聞   どうもありがとうございました。 

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１月５日、午前１１時から年頭会見を予定しており

ます。本日はありがとうございました。 

 

午後 ２時４２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。 

 


