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さいたま市長年頭記者会見 

令和３年１月５日（火曜日） 

午前１１時００分開会 

 

〇 進  行   定刻となりましたので、年頭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朝日新聞さん、進行をよろしくお願いい

たします。 

〇 朝日新聞   今月幹事社の朝日新聞です。今年もよろしくお願いいたします。 

         まず、市長のほうから年頭のご挨拶なり議題についてお話しください。 

 

〇 市  長   皆さん、明けましておめでとうございます。 

         皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお喜びを申し上げます。旧

年中は、市政各般にわたりご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいました。本年もよろしくお願いいたします。 

         この年末年始は、市民の皆さんには帰省や忘年会、新年会をできるだけ

控えていただき、我慢のお正月を過ごしていただきました。感染拡大防止

のため、市民の皆様、事業者の皆様、多大なご理解とご協力をいただいて

おりますことに改めて心から感謝を申し上げます。 

         まずはじめに、市民の皆様に大事なお知らせがあります。来週の月曜日、

１月１１日に開催を予定しておりました令和３年成人式ですが、県内、そ

してさいたま市内の昨年末からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大状

況や、市内医療体制の危機感、また１都３県への緊急事態宣言の週内の発

出に向けて検討しているという報道もある中、大変残念ではありますが、

さいたまスーパーアリーナにお集まりいただいての開催は行わず、オンラ

イン開催への変更という苦渋の決断をしました。 

         オンライン開催という形で、今、私たちができる最大限の新成人へ向け

てのお祝いとエールを送らせていただきたいと思っています。また、成人

式の後に同窓会などを予定されている皆様におかれましては、ぜひ時期を

変えて開催していただきますようお願いします。 

         これまで２部開催や万全の感染症対策など、開催に向けて準備を進めて

きただけに、このタイミングで開催方法を変えるというのは本当に断腸の
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思いであります。人生の中で、この成人式というのは、大変重いものがあ

ると感じており、私たちも、皆で集合しての開催をぜひやりたいという思

いで準備を進めてまいりましたが、本当に断腸の思いでいっぱいです。 

         新成人をはじめ保護者の皆様、また多くの市民の皆様にご迷惑をおかけ

することになりますが、ぜひともご理解、ご協力をいただきますようお願

いいたします。 

         さて、最新の感染状況についてからお話します。 

         １月３日時点で市内の検査で陽性が判明した方が累計で２，３０４名、

うち調査中を含む感染経路不明者が１，０１１名、同日現在の陽性率は

２７．５％となっており、依然として増加傾向が継続しています。市内居

住者の感染傾向につきましても、感染経路が判明している方の中では、家

庭内感染が最も多く、年代別では２０代から５０代が約７割を占める状況

が続いております。 

         ６０代から８０代の高齢者の感染も増加傾向にあり、重症化が懸念され

ていることから、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皆様にも、マスク着用

や手洗い、手指消毒の徹底など、大切な人の命を守るための行動を、今一

度お願いしたいと思います。 

         これまで、本市では、事態の長期化を見据えて、医療提供体制の維持や

検査体制・保健所の強化などを行い、約１，７９０億円の様々な緊急対策

を実施してまいりました。今後も、予測できない状況が続く中で、市民の

皆様の命や生活を守ることを最優先に、本市一丸となって新型コロナ対策

に取り組んでまいります。 

         市民の皆様、事業者の皆様には、これまで様々なご負担をおかけしてき

ているところでありますが、感染拡大防止のため、より一層のご協力をお

願い申し上げます。 

         一方で、コロナ禍においても、本市にとってうれしいニュースも数多く

ありました。昨年５月には、本市の総人口は１３２万人を突破しました。

最新の市民意識調査では、「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、民間調査の「政令指定都市幸福度ランキング」では

総合ランキング１位という高い評価をいただきました。 
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         また、昨日には日経グローカル「全国市区サステナブル度・ＳＤＧｓ先

進度調査」で本市の取組が評価され、初めて総合順位１位として紹介され

ました。日頃から、それぞれの立場でご尽力いただいております市民の皆

様や企業、関係団体の皆様に心から感謝を申し上げます。 

         また、浦和レッズレディースが、なでこしリーグにおきまして６年ぶり、

３度目のリーグ優勝を手にされ、市民の皆さんにも大きな感動と勇気を与

え、スポーツのまちづくりを進める本市の発展に大きな貢献をしていただ

いたことを称え、さいたま市長特別賞をお贈りしました。 

         そして、本市出身の宇宙飛行士、若田光一さんが、２０２２年に国際宇

宙ステーションに長期滞在することが決まったと発表されました。若田さ

んの宇宙飛行は５度目、国際宇宙ステーション長期滞在は３度目で、いず

れも日本人最多となります。レッズレディースや若田光一さんの活躍は、

コロナ禍にあって、私たちに夢や希望を広げる大きな追い風となり、大変

心強く思っています。 

         さて、迎えた新年、本市は誕生２０周年という記念すべき節目の年を迎

えました。そして、今年４月には新しい総合振興計画に基づくまちづくり

がスタートいたします。新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状

況の中、都市経営の面でも厳しい時代が到来しており、持続的な発展の基

盤づくりを進めることが喫緊の課題となります。 

         新たな総合振興計画では、本市の魅力を生かすこと、本市が直面する課

題に対応することの２つの視点から２つの重点戦略、１０の戦術を定め、

まちづくりを進めていくこととしております。 

         「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の時代に対応したデジタルトランスフォーメ

ーションの推進や「スマートシティ」の実現などによって、市民の皆様に

さらに住みやすいと感じていただける、そんなまちを、また市民や企業か

ら選ばれる都市を目指してまいりたいと考えております。 

         新たな将来都市像であります「上質な生活都市」、「東日本の中枢都市」

の実現のためには、市民の皆さんと思いを一つにして、事業者の皆さんの

多くの力を結集してまちづくりを進めていく必要があります。ぜひ皆さん

のご協力をお願いいたします。 

         また、今年７月に延期となりました「東京２０２０オリンピック・パラ
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リンピック競技大会」においては、本市はサッカーとバスケットボール競

技の開催会場であり、世界の目が注がれることとなります。開催時には、

新型コロナウイルス感染防止策を徹底した上で、観光、国際交流、スポー

ツ、文化芸術、教育等の振興を推進し、その成果を大会レガシーとして継

承するとともに、本市の魅力をアピールしてまいります。 

         そして、５月１日、本市は誕生２０周年を迎えます。人間でいう成人を

迎える大きな節目に当たり、これまでの本市の歩みを振り返るとともに、

市民の皆様や企業・団体、関係機関の皆様と行政が一体となって作り上げ

ていく、本市のさらなる発展へ向けた新たなスタートの年としてまいりた

いと考えています。 

         そこで、市誕生２０周年の気運を高め、広くアピールするキャッチフレ

ーズとロゴマークを作成いたしました。キャッチフレーズは「ありがとう

20周年 ともに未来へ」であります。 

         これは、全職員に応募を呼びかけた中から選ばれたものです。これまで

の本市の成長に尽力された先人の方々や本市を支えてくださった非常に多

くの市民の皆様、そして事業者の皆様への感謝、そしてこれからも市民の

皆様とともに未来をつくり上げていこうという思いを表現したものです。 

         ロゴマークについては、１０周年を機に公募で選ばれた既存の都市イメ

ージキャッチフレーズ「のびのびシティさいたま市」のロゴを基本とし、

さらに特別な１年となるよう、本市ＰＲキャラクター「つなが竜ヌゥ」の

横顔をモチーフとした「２０」の文字を加えたものです。 

         この都市イメージキャッチフレーズに込められた「みんなが、のびのび、

暮らせるまち。未来に向かって、伸びて伸びて、いくまち。」のイメージを

２０周年を契機としてさらに発信してまいりたいと考えています。 

         このキャッチフレーズ及びロゴマークは、主に令和３年度に使用するチ

ラシや封筒、ポスターなどで使用してまいります。行政だけでなく、多く

の市民、企業、団体の皆様にもお使いいただき、みんなで一体となって

２０周年を盛り上げていきたいと思っています。今後、市ホームページか

らダウンロードして使用していただけるよう、準備が整いましたら、改め

てお知らせします。 

         冒頭申し上げましたとおり、新型コロナウイルスは依然として予断を許
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さない状況です。この厳しい状況を乗り越えていくためには、市民の皆様、

事業者の皆様のご協力が不可欠です。 

         さいたま市誕生２０周年、新たな総合振興計画がスタートする年という

大きな節目の１年を素晴らしいものにしていくためにも、市民の皆様、事

業者の皆様の協力が不可欠です。今年も１年、皆様とともにさいたま市政

をさらに前に進めてまいりたいと思います。皆様のお力添えをお願い申し

上げます。 

         結びに、新年が皆様にとって幸多い１年になりますよう心から祈念し、

私の年頭の挨拶とさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

〇 朝日新聞   ありがとうございました。私どものほうの前もって質問を出させていた

だいていますけれども、その前に清水市長の今の発言について幾つかお伺

いいたします。 

         成人式の中止、オンライン開催のみということについてちょっとお聞き

したいんですけれども、緊急事態宣言が検討されるという状況にあります

が、今市長も言われたように、万全の準備を整えてきたということで、コ

ロナ対策をやってきたはずなのに、今になって中止するというのは、これ

は皆さんが会場での感染防止に不安があるということなのか、それともそ

うした多くの方を集めた集会がほかのイベントに対する悪影響を与えると

いう意味なのか、それとも同窓会など付随する若い人たちの集まりを助長

しかねないという心配なのか、何が中止という急遽変えたことになったん

ですか。宣言を検討するということを踏まえてだけの中止ですと全く意味

がない。意味がよく分からないんですけれども。 

〇 市  長   幹事社からのご質問にお答えしたいと思います。 

         まず、このタイミングで中止をした理由でございます。先ほどもお話し

ましたとおり、担当職員も含めて、この式典を何としてもやっていきたい

という強い思いもあり、感染対策を十分に施した上でその準備を進めてま

いりました。人生の中においても、成人式というものが大変大きな意味が

あるもの、重要なものだと私どもも感じておりますので、できるだけ一堂

に会してやれるように、そんな思いが強くあり、準備を進めてきたところ

年頭あいさつに関する質問 
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です。 

         しかしながら、昨年末からの感染拡大の状況、先ほども感染状況をお話

しましたが、ここ数日、ここ１週間は６０名を超える日が何日かございま

した。また、高齢者施設まで拡大し、増えつつあります。また、２０代か

ら５０代の方が多くの割合を占めるという状況下にあって、今市内の医療

体制についてもかなり多くの負担をかけている状況がございます。そうし

た中で、今回この開催をすることによって多くのリスクを誘発してしまう

ということも含めて総合的に考え、また緊急事態宣言が週内にも発出され

るという状況下にあることを総合的に判断して、オンライン開催という形

で実施することを決定しました。 

〇 朝日新聞   今の答えは、成人式をめぐる周りの状況についてお話しされているだけ

で、成人式そのものの不安、問題点について何の答えもいただいておりま

せん。ちなみに成人式は２部形式ということで、密を避けるために既にそ

ういう形を取って、距離を取るようにされていると思うのですけれども、

何人ぐらいの入場者を想定して準備を進めてきたんですか。 

〇 市  長   ２部構成で、対象者が１万３，０００人ぐらいですが、毎年７割を超え

るぐらいの参加者がございますので、大体１万人前後という想定の中で、

２部に分けることによって５，０００人をおおむね下回れるような状況を

意識した中で準備を進めてまいりました。 

〇 朝日新聞   そこに何か問題点があるんでしょうか。 

〇 市  長   その準備状況については、もちろん、これまでもおおむね５，０００人

ということも途中から出されたりしておりましたので、それ以内でできる

体制、それから体温を測る測定器の設置、手指消毒、あるいはマスクの着

用を原則とすることなど、またこれまで予定しておりました記念式典以外

のアトラクションなどの中止、極めて短時間でやるということなども含め

て体制を整えてきたところですけれども、やはり多くの若い皆さんが参加

をされると。２０歳代の方々の感染拡大が症状に表れない形でたくさんあ

るという状況もある。そして、同じ世代の皆さんが集まるということで、

これは通常であれば、多くの皆さんが同窓会や、あるいは顔見知りとお互

いに会って会話を交わしたり、様々な交流が行われるという状況になって

いくので、そういったことなどを総合的に考えて、やはりリスクをできる
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だけ避けていく、感染拡大を何としても抑えていくという思いで苦渋の決

断をさせていただいたということです。 

〇 朝日新聞   この件に関して、ほかの方で質問がある方はマイクを持ってどうぞお願

いします。 

〇 共同通信   共同通信です。 

         この今回急遽中止するということになって、周知はどういった形でやる

のかということと、あと記念品を頂いていたような気がするんですが、そ

れはどうされるのか。郵送されるのかどうするのか。 

〇 市  長   もう一度言いますけれども、中止ではありません。オンラインという形

での開催でございます。ただ、会場にはお越しいただかない形で行わせて

いただくということです。 

〇 事務局    ただいまのご質問の周知につきましては、この発表の後できるだけ多く

の媒体を使いまして、広報していきたいと思います。ご案内を差し上げた

方については、なるべく直接ご案内ができるような形で対応してまいりた

いと思っております。 

         それから、新成人の方につきましては約１万３，０００人の対象者の方

に、はがきを出しているのですが、この後その方たち全員にはがきを再度

送付することが難しいので、ホームページをはじめとして可能な限りの媒

体を使ってお知らせしてまいりたいと思います。 

         それから、２点目の記念品につきましては、さいたま市では従来お出し

していない状況です。 

〇日本経済新聞  基本的な確認になってしまうんですけれども、今回コロナで開催様式を

２部に見直すということでしたが、その２部に見直すほかに、例年とは開

催するに当たって違う点、例えば時間の短縮でしたら、どれくらい短くす

るのかとか、工夫していた点をちょっと確認させていただきたいんですけ

れども。 

〇 市  長   通常は、今までは１部で、成人全員と、一部の保護者の方々が参加して

行われていたのを２部形式にしていることが大きく違った点です。これま

では、式典のほかに、何人かのアーティストにも参加していただいて、ア

トラクションなどを行わせていただいておりました。そういったものが今

回はございません。 
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         それからあと、毎年終わった後に再会の広場も設置して、各区、学区ご

とに表示をして、非常に大きな会場ですので、皆さんが出会っていただけ

るような場も設定してきましたけれども、そういったことは一切今回はや

りません。（今回は、）オンラインですので、会場に基本的には来ていただ

かないということがものすごく大きな違いとなります。以上が大きな違う

点です。 

〇日本経済新聞  オンライン開催に今回変更されたかと思うんですけれども、その前には

一応コロナ対策をした上で開催するということで準備を進めていたかと思

います。その準備の内容として、先ほど市長がおっしゃったアトラクショ

ンをなくしたり、そういう対策を取られていたという理解でいいですか。 

〇 市  長   できるだけ短時間で終了しようということで、大体おおむね３０分ぐら

いを予定していました。通常ですと大体１時間余りの時間をやっておりま

した。もちろん再会の広場等も含めれば、もう少し長い時間になると思い

ます。１時間半ぐらいです。 

〇日本経済新聞  あと、今回オンライン開催に変更した理由の一つとして、成人式という

のは各地から、多くの方が全国から集まってくるような形になると思うん

ですけれども、そういう各地から集まってくるということも一つのリスク

として考えていらっしゃったのかどうか。 

〇 市  長   さいたま市の小中学校を卒業されて、今、市外に住まわれている方々も

たくさんいらっしゃって、そういう方々も出席したいという申入れもあり

ますので、そういった方々が参加されることも理由の一つではありますけ

れども、先ほど来申し上げているとおり、総合的に判断をしてということ

になります。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         成人式のことなのですけれども、オンライン開催になるということで、

当日は実際にアリーナで放送するというか、例えば清水市長が挨拶すると

か、そういうのがあると思うんですけれども、その会場自体はアリーナで

変わらないのかということと、あと例えば二十歳の誓いというんですか、

代表の方が１０人ぐらいしゃべったりすると思うんですが、そういうのと

かは予定されているのか、つまりオンラインの内容みたいなのがある程度

分かれば教えていただきたいのですが。 
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〇 事務局    当日の開催会場ですけれども、アリーナの現地での開催、または本庁舎

になるかは、今、詳細について詰めているところです。内容につきまして

は、予定していたものを、市長の挨拶ですとか、議長さんからの祝辞です

とか、二十歳の誓いもやっていただける予定です。 

〇 市  長   プログラム自体は、当初予定されたもの、開催することを前提に進めて

きた内容と変わっていないということです。 

〇 毎日新聞   あと、今回、オンライン開催ということで、もちろん同窓会など、そう

いうのは自粛していただきたいという思いがあると思うんですけれども、

着物の着付けとかいろいろ予約をしている方も結構多いと思うんです。そ

れで、例えばキャンセル料とか、その辺の多分金銭的な打撃というのが、

本人なのか、それとも美容院側とか着物業者側がかぶる形になるのか分か

りませんが、その辺についての補償とか何か支援をする考えがあるのかと

いうことをお聞きしたいんですが。 

〇 市  長   現時点においては、そういった補償をするという考えはございません。 

〇 毎日新聞   あと、同窓会などをやめてほしい、自粛してほしいということと関連す

るんですが、同窓会までいかなくても、例えばせっかくもう着物とか予約

していたから、着替えて、アリーナの前でみんなで集まってちょっと写真

撮ろうとか、アリーナまで行かなくても、学校のほうまで行って、学校の

近くまで行こうとか、なるべくそういう同窓会とかじゃなくても、やっぱ

りなるべく集まったりとかするのは自粛していただきたいという思いはあ

るんでしょうか。 

〇 市  長   これは、今回は大変申し訳ありませんけれども、できるだけそういった

ことについては時期をずらしてやっていただきたいと思っています。お願

いしたいと思っています。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         オンライン開催というのは生で配信するという形になるんでしょうか。 

〇 事務局    １回目につきましては、予定時刻となります１月１１日の１１時半から

ライブでの配信を行います。一部録画もありますけれども、ライブでの配

信を行います。その後は、次の日の１５時までユーチューブのほうから録

画を視聴できるようになっております。その後、市のホームページから視

聴いただけるように準備を進めております。 
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〇 東京新聞   今先ほどの質問でも出ましたけれども、結局現地でやらなかったとして

も、親しい人のおうちとかでパーティーみたいになってしまって、そこで

感染してしまったら元の木阿弥という感じだと思うんですけれども、その

辺を例えば市でやめてくださいとか呼びかけるとか、そういうことは積極

的にやっていくんでしょうか。 

〇 市  長   今この場でも申し上げましたけれども、これはできるだけというよりは、

ぜひほかの時期にずらしていただきたいと思っております。 

〇 時事通信   時事通信社です。 

         今回リアルでの開催をやめてオンラインへ変更されるということなんで

すが、ほかの自治体さんを見ていると、コロナの終息後に延期するという

ところも出ているんですけれども、今回さいたま市さんのほうは延期では

なく、オンラインへの変更というふうになった理由のほうを教えていただ

きたいです。 

〇 市  長   １つは、会場の確保の問題、それからいつこのコロナが終息するかとい

うことが必ずしも明確ではないということも踏まえて、そのような形にさ

せていただいております。 

〇 時事通信   今回集まれなかった新成人の方に対しての何か代替イベント、コロナ終

息後に何か考えているのかということも教えていただきたいです。 

〇 市  長   今年度内についてはなかなか難しいだろうと考えています。来年度以降

については、今後検討していくことになると思います。 

〇 朝日新聞   なければ、私からもう一つだけ。実際に市の担当部署内でリアルの開催

を中止するという検討に入ったのはいつからですか。つまり今回のような

開催の変更、２部形式にするというのはもう以前から表明されていました

けれども、今回その急遽オンラインに切り替えると、オンラインのみに切

り替えるという検討に入ったのはいつからですか。 

〇 市  長   具体的には新しく年が変わって、昨日から、そして菅総理の記者会見な

どを踏まえて、もちろんこれまでも感染状況が拡大した場合には変更の可

能性があるということを踏まえながら準備を進めてきておりますので、そ

の中で緊急事態宣言が週内に出される可能性が高いことなども認識し、か

つ、とにかく年末非常に感染者が拡大した、これは大変大きな要素である

と思いますし、併せて医療状況もかなり負担がかかってきている、そうい
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った３つの状況から考えてそのような決断を下したと。検討は、まさに昨

日からとなります。 

〇 朝日新聞   要するに状況が変わっていることは確かなんですけれども、別に年末の

ときにもう既に感染者は大分増えていましたけれども、そのときにはまだ

そこまでのオンラインのみというところの検討にまで入っていなくて、や

っぱり昨日の菅総理の記者会見などということで、昨日からということで

すね。 

〇 市  長   はい。 

〇 朝日新聞   つまり緊急事態宣言に絡んでということになるわけですね。 

〇 市  長   それも大きな要因の一つです。 

〇 共同通信   ユーチューブで配信するというのは、さいたま市のユーチューブチャン

ネルでライブ配信するということですよね。 

〇 事務局    ユーチューブについては、実行委員会のところから配信されます。 

市のホームページにリンクが貼ってあって、実行委員会のページに飛べる

ようになっています。 

 

 

 

 

 

〇 朝日新聞   この件はよろしいでしょうか。 

         では、なければ幹事社の代表質問に移らせていただきます。２つありま

す。１つは、来年度の予算編成についてです。間もなく市長査定もあると

いうことなんですけれども、２０２１年当初予算案について、国の予算も

そうですが、新型コロナウイルス対策で予算規模が膨らむことが想定され

ていますけれども、今時点でどのくらい増えそうな見込みでしょうか。一

方、収入については税収の減少なども予想されますが、これもどのくらい

と見込んでおりますでしょうか。さらには、そうした収支のアンバランス

の調整のために何か毎年度の通常予算の中で削減を決めた部分があるのか

どうかについてお聞かせ願います。 

         それから、もう一つは昨日の緊急事態宣言の発出検討に絡んでもお聞き

幹事社質問： 

①令和３年度当初予算案の予算規模や税収減収の見込

みなど 

②飲食店に対する時短要請に対する考えや補償につい

て 
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したことですけれども、飲食店について、今時短要請が続いていますけれ

ども、これについてさらに継続すべきとお考えですかということなんです

が、当面続くということだと思うのですけれども、市長にとってこれがど

のぐらい続くべきものなのか、それは飲食店にとってはまた相応の負担が

かかることにもなりますので、その辺りのバランスをどう考えていらっし

ゃるのかということです。また、大宮区の区内がことさら年末からずっと

そういった時短を要請されており、市内の中でもそうした格差などもある

かと思いますけれども、その辺の是正についてとか補償について何か考え

があれば教えてください。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問に順次お答えします。 

         まず、１点目です。令和３年度当初予算編成についてのご質問にお答え

します。所管局からの要求の段階において、令和３年度の歳出予算は、令

和２年度当初予算と比較して事業費ベースで約７００億円増加しておりま

す。一方で、市税収入については、新型コロナウイルス感染症に伴う影響

が懸念されており、減収額については、最終精査中ではございますけれど

も、１００億円近い減収となる見込みです。極めて厳しい財政状況にござ

いますので、既存事業全般にわたりまして、これまで以上にＰＤＣＡサイ

クルに基づく見直しと優先順位づけを行い、限られた財源を効率的、効果

的に活用することが、これまで以上に求められていると考えております。 

         現時点におきましては、具体的な見直し内容については精査中ですが、

詳細については明日から始まる市長査定の中で調整を行っていきたいと考

えております。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大防止策につきまし

ては引き続き最優先で対応する必要がございます。また、来年度はさいた

ま市誕生２０周年かつ次期総合振興計画の初年度でもございますので、計

画を円滑にスタートさせる予算を編成していく必要があると考えておりま

す。当市も要望しておりました地方創生臨時交付金の延長について、国の

三次補正予算でも措置される見込みですので、こうした財源等を有効に活

用しながら財源確保に努めるとともに、歳出削減も図ってまいりたいと考

えております。 

         続きまして、飲食店の時短要請についてというご質問にお答えします。

昨日、埼玉県が新型コロナウイルス等特別措置法に基づく飲食店等への営
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業時間の短縮要請を行いました。１月１１日までとなっておりました大宮

区等の営業時間短縮の要請につきましては、１月８日からの営業時間が

２０時までとなっております。また、新たに１月１２日から１月３１日ま

で、県内全ての飲食店を対象として営業時間を午前５時から午後８時まで、

酒類の提供を午後７時までとしております。この飲食店に対する営業時間

短縮の要請につきましては、緊急事態宣言を国に要望した１都３県で同様

の要請をしたと伺っております。 

         感染拡大防止は、少しでも早く手を打つべきと考えております。緊急事

態宣言に先立ち、これまでより強い協力要請を行うことは必要なことだと

考えております。大宮区をはじめ市内の飲食店等の事業者の皆様には大変

ご負担をかけることになり、大変心苦しく感じているところですが、現在

の感染拡大を食い止めるためにご理解いただきたいと思っております。 

         また、当初の大宮区に特に特化した、こうした時短要請などが行われる

ことによる地域格差についてのご質問ですが、このたびの埼玉県による新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲食店等への営業時間短縮要

請につきましては、可能な限り小さなエリアで営業時間の短縮を行うこと

によって、経済活動に対する影響を最小限に抑えると、過去に感染症のク

ラスターが発生した地域に限定されたものと伺っております。 

         新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかっていない現在、対象区

域内の飲食店等の事業者の皆様には、いましばらく感染拡大防止にご協力

をいただきますよう、ご理解を賜りたいと思っております。 

         本市としては、埼玉県からの協力金が増額される前の当初要請の、いわ

ゆる第１期、１２月４日から１７日について、１店舗当たり１４万円を埼

玉県の協力金に上乗せする形で事業者の負担軽減を図ってまいりました。

なお、営業時間短縮要請が延長された期間におきましては、埼玉県からの

協力金が増額されたこともあり、本市としてのさらなる上乗せ給付は考え

ておりませんが、今後の埼玉県による要請状況や支援内容、また本市にお

ける経済状況などを総合的に勘案しながら、引き続き必要な対策について

検討していきたいと考えております。 

         以上でございます。 

〇 朝日新聞   ありがとうございました。 



 
14 

         これらの質問に関しますさらなる質問がある方は、挙手をしてどうぞお

願いします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         令和３年度新年度予算の７００億円増額ということですけれども、この

内訳はどういったものが挙げられるんでしょうか。コロナの対策が大部分

なのか、２０周年も含めて、その辺を教えてください。 

〇 事務局    主に増えているものにつきまして、金額的なものは、はっきりまだござ

いませんけれども、扶助費、そういったものが非常に増えております。扶

助費を中心とした義務的経費、それとあとコロナ関連でいきますと、これ

もまだ要求段階のものですので、詳細なものではございませんけれども、

事業費ベースで約１５０億円前後増えているという認識です。 

〇 埼玉新聞   ２０周年とか、総振の予算についても優先的にということですけれども、

それはどれぐらいの。 

〇 市  長   まだ確定していないので、現時点では幾らぐらいと申し上げられません。 

〇 朝日新聞   ほかに、幹事社質問に関連した質問はありますでしょうか。 

         ないようですので、ほかの質問につきまして、同じく挙手をして質問あ

る方お願いします。 

 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         ２月下旬にもワクチンの接種が始まるという話が出ていますけれども、

市では接種についてどのような準備を行っているのでしょうか。また、市

長は自らで接種をされるお考えはあるのでしょうか。 

〇 市  長   新型コロナのワクチンの接種については、今、人員の増強と新たな組織

についても検討を進めているところです。これも早急に立ち上げるという

状況で、詳しく何日ということまでは、現時点ではまだ申し上げられませ

んけれども、今、人員の増強と新たな部署の設置ということで準備を進め

ております。 

         私自身の接種については、私自身ちょうど今５８歳です。優先順位の高

い年齢、該当する者には入っていないと思います。ですので、通常の流れ

の中で、受けるべきときに受けさせていただくことがよろしいと思います。 

幹事社質問①に関する質問 

その他：新型コロナワクチン接種について 
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〇 読売新聞   一部の報道でなんですけれども、１月１日段階で新たに人員を配置して、

コロナに備えた体制を整えるという話が出ていたと思うのですが、それに

ついてはいかがでしょうか。 

〇 市  長   多分、人事は一部もうやっていると思うんですけれども、組織はこれか

らまた、順次、人を増員することも今進めておりますので、そういったこ

とも含めて、もう少し時間がかかります。 

〇 読売新聞   早急にということなので、例えばここ週内にとか、どれぐらいのめどで

しょうか。 

〇 市  長   いつということは、現時点ではまだ申し上げられません。 

〇 読売新聞   接種の体制についてなんですけれども、検討自体はいつから始めるよう

になられたのかというところと、自主的にされたのか、国なりから体制を

整えるようにというような指示があったのかも教えていただければ。 

〇 事務局    ワクチンの接種体制については、一番大きな転機になったのが、１２月

１８日に国の説明会がございました。各都道府県、自治体に（説明が）ご

ざいましたので、ある程度詳しい内容が分かってまいりましたので、それ

以降の中で、体制の話とともに実務的な検討をしています。 

〇 読売新聞   その当初から、さらにワクチンの接種時期というのは２月下旬というこ

とで早まったのかと思うのですけれども、その体制づくりについてスピー

ドアップしたりとか、そういう準備はさせているんでしょうか。 

〇 市  長   まず第１弾は医療従事者なので、医療従事者は比較的準備がしやすい状

況だと思いますけれども、その後の高齢者を対象とした接種については、

かなり準備が必要だと思っておりますので、できるだけ早くその準備がで

きる体制に移行するように、人事、組織の（部署）には指示をしています。 

         具体的には、どの時期にということは、まだ明確には申し上げられませ

んけれども、昨年からその辺の準備を進めていまして、一部の人事異動は

行って、その準備もスタートしているところですけれども、６５歳以上だ

けで、以前もお話しましたけれども、３０万人を超える方々がいらっしゃ

いますので、そういった体制をつくるためには、かなり大規模な組織体制

と、あとそのための人員確保も含めて対応していかなければなりませんの

で、今、早急な準備を進めています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 
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         新しい組織については、保健所の内部につくるというのでよろしいのか

ということと、新しい１月１日付で人事異動というのは、具体的にどうい

った立場の方が、どういう立場で異動されたのかというのを教えてくださ

い。 

〇 市  長   詳細については、今、担当が来ておりませんので、後ほどお知らせしま

す。（会見後資料提供：新型コロナの業務に関する人事異動） 

 

〇日本経済新聞  話が戻ってしまうのですけれども、成人式オンライン開催にしたという

ことに関連して、成人式というのは冠婚葬祭の一つであって、市長もおっ

しゃっていたように非常に重要な節目であると思います。冠婚葬祭という

と、ほかにも例えば結婚式、葬式、法事など、特に結婚式等ですと５０人

以上が集まったりとか大人数が集まって、かつ飲食を伴うケースも多々あ

るかと思います。成人式というのは、市が開催に大きく関わっているので、

少し結婚式とか法事、葬祭というのはプライベートの部分もあるので、少

し違いはあるかと思うのですけれども、そういう大人数が集まって飲食も

伴って感染リスクがあるという、こういうものに対して、市長は市民にど

ういうふうに呼びかけていきたいのか、ちょっとお聞かせください。 

〇 市  長   非常に難しい質問ですけれども、今、結婚式をされても、籍を入れて一

定の期間後に式を挙げられる方、披露宴をやられる方もいらっしゃる、い

ろいろなパターンがございます。一概に言えないところはあると思います

けれども、例えばお葬式等についても、私どももお葬式等にも出席するこ

ともありますけれども、今、オンライン化もかなり進んでいて、その後の

飲食を提供される場面なども、ほとんど設定されていない中で運営されて

います。それぞれかなり多くの皆さんが、そういったものに既に配慮して

実施されていると考えておりますし、結婚式場などでも予約等についても、

ほとんどないようなお話も伺っておりますので、皆さんそういった配慮が

なされる中で行う努力をしていただいていると思っておりますので、現時

点では、そこについて改めて言及が必要かどうかについては、まだ個人と

して申し上げることはできないような感じを持っています。かなり自粛的

にやられている印象を現時点では持っております。特に親戚がかなり遠く

から皆さんいらっしゃるので、現実として、かなり皆さん自粛されていら

その他：新型コロナ禍における冠婚葬祭について 
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っしゃるのではないかと思います。 

〇日本経済新聞  追加で伺いたいんですけれども、今感染状況を見ると若者の感染がかな

り広がっていると、こういう式典が結婚式等行われる場合、結構延期に延

期を重ねる、中止をする場合にもキャンセル料がかかってしまうというこ

とで、開催に踏み切るというパターンもあるのかなと思うんですけれども、

そういうことに対して、市長はどういうふうなお考えがあるのかお聞かせ

ください。 

〇 市  長   新型コロナの感染拡大防止への協力については、本当に多くの皆さんに

ご協力いただいていて、本当にありがたい、また大変な中でご尽力、ご協

力いただいていることについては、改めて私たちからもお礼を申し上げな

くてはいけないと思っています。 

         そうした状況ではありますけれども、特にこれから県で、飲食について

は１か月間の期間を設定していますが、まずはこの１か月間の中で感染を

しっかりと抑えていくこと、市民生活が完全に今までどおりにはすぐには

ならないとは思いますけれども、やれるような状況につながってくる、経

済も回復していくことにつながってくると思います。そのためには、まず

一旦、これだけ今増えて拡大している状況を少しでも抑えていかなくては

いけないと思いますので、まずこの１か月間、ぜひ皆さんにはご協力いた

だいて、本当にご迷惑や、ご心労をかけることが多々あるかと思いますが、

ぜひみんなで協力して、これを乗り越えていきましょうとお話したいと思

っております。 

 

〇 東京新聞   今冠婚葬祭のお話が出ましたので、ちょっとお伺いしたいのですが、年

末でもないんですけれども、元大宮市長の新藤さんがお亡くなりになりま

したが、今のところ市長、あるいは市から公式に発表がされていないとい

うことで、どうしてこのようになっているのかと。先ほど市長は２０周年

を迎えて新しく前に進んでいくと、歴史も大事にするとおっしゃっていま

すが、もう大宮市がない以上、さいたま市が皆さんに発表しないと、市民

の方が悼むの機会も、お葬式に行くとか、そういうことではなくて、心の

中で思うとか、そういう機会も奪うことになると思うんですけれども、ど

のようなお考えでそのことになっているのか教えてください。 

その他：旧大宮市長の逝去について 
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〇 市  長   先般、最後の大宮市長を務められました新藤享弘旧大宮市長さんがご逝

去されました。本当に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心からご

冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

         まず、新藤さんのお亡くなりになられたということについては、私たち

も知った段階から遺族の皆さんとお話をさせていただいておりまして、そ

の中で遺族からのご要望として、まず当面は家族でそういった悼むという

ことをしていきたいので、公的な知らせについてはご遠慮願いたいという

お話がありました。 

         そして、これまでも名誉市民が亡くなられた場合でも、市から直接発表

するというよりは、それぞれのご家庭の中で判断されて発表していただい

ています。今後、新藤旧大宮市長につきましては、コロナが落ち着いた時

期に、お別れの会を開催したいというお考えをご遺族の方々も持っていら

っしゃるとお伺いしておりますので、その中で市民の皆さんに改めて、悼

んでいただく、お別れを言っていただく、そんな機会を設けるようになる

と思いますけれども、その辺については、今後、遺族の皆さんともご相談

させていただくことになると思います。 

〇 東京新聞   今、遺族の方のご要望というお話があったのですが、例えば名誉市民の

ほかの方は、商工会議所の方であったりとか衆議院議員の方もいらっしゃ

ったりとかしますけれども、そうすると別の機関に所属しているので、そ

ちらから発表があったりするわけです。新藤さんの場合はずっと大宮市職

員でしたから、大宮市が発表する必要があると思うんですけれども、それ

をさいたま市がやらないんだと、ご遺族は一般の方なので周知に限界もあ

るし、だからそこを調整するのがさいたま市の仕事なのではないかなと思

うんです。なぜそれを今回やらなかったのかということ。 

         それから、名誉市民も、市長であれば全員自動的になるわけではないと

お伺いしていますが、例えば新聞社ですと訃報というのを書きますので、

名誉市民になられたのでどういうご功績だったのですかと聞いたのですけ

れども、分かりませんと、資料も何も出てこなかったんですよね。だから、

そんなのだったらもう名誉市民やめちゃえばいいのではないかなと、私は

そのときはすごく思ったのですけれども、ちょっと名誉市民に対する扱い

が雑過ぎるんじゃないかと思うんですが、その辺りいかが思いますか。 
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〇 市  長   発表について、お亡くなりになられたのでしょうかという質問について

は、最低限のお答えをし、亡くなられたことについてのお知らせはしてき

たと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、ご遺族の意向として、

少しでもお知らせすると、かなり多くの方々が弔問されたり、お別れをし

たいという方々もいらっしゃるだろうという中で、準備が十分整わないと

いうようなことも含めて、当面はお知らせをしないでほしいというお考え

でありましたので、私たちとしては尊重させていただいたということです。 

         その中で、お問合せがあれば、旧大宮市長ご自身の功績については、公

的な部分で差し支えない範囲で私たちも答えていかなくてはいけないと思

いますので、それらについては、お問合せいただければ、お知らせさせて

いただきたいと思います。もしそういったことがなされなかったというこ

とであれば、それについては適切ではなかったと思います。それは、多分

ご遺族のご意向も考えてということだと思いますけれども。 

〇 東京新聞   逆に秘書課で駄目だったら、どこに聞けばいいんですかという話なんで

すけれども、ちょっとその話は置いておいて、前に与野市長の井原さんが

亡くなったときもこのような形でやらせていただいたと。前例がないので

発表はしませんというような言い方だったんですけれども、たかだかさい

たま市２０年しか歴史がないわけです。前例とか言っている場合じゃない

と思うんで、これは適切ではないと思ったら変える勇気も必要だと思うん

ですけど、その辺りはいかがですか。 

〇 市  長   ご遺族のご意向が、一番重要だと思っておりますので、適切なタイミン

グでご遺族の了解もいただいた上で発表するということは必要だと思いま

すので、今後それらの基準については検討していきたいと思います。 

〇 朝日新聞   では、私からも今の関係で質問させていただきます。 

         市長はご遺族の意向という話をしておりますけれども、では例えばそれ

が半永久的に伏せておいてほしいという話なのか、初七日までなのか、四

十九日までなのか、葬儀を終えるまでなのか、その辺について何か確認取

っていますか。というのは、私どもご遺族に直接ご連絡を差し上げました

けれども、そんなに拒まれる様子でもなかったのです。ということで言え

ば、やはり時期を見て、遺族の方も常識のあるお方のようでしたので、公

人という立場であったお父様についてお知らせすべきときはお知らせする



 
20 

というような姿勢であったと思うのです。そういう意味では、市は一体い

つまで伏せておくというような確認を取っていたのか、その辺きちっと情

報というものについての考え方として、しっかりと公開するという話につ

いて認識があったのか、そこを教えてほしいんですが。要するに、いつま

で伏せろと言われたんですか。 

〇 市  長   現時点では、私からはお話できませんので、それは後ほど確認した上で

お知らせします。（会見後資料提供：ご遺族への確認内容等） 

〇 朝日新聞   では、市長としてこういう公人の方が亡くなった、特に市の前身である

大宮の方であるということも含めて、こういう情報についてはしかるべき

ときにしっかりと公開すべきとお考えですか。 

〇 市  長   その情報という意味がどういう情報であるのかですけれども、もちろん

個人の功績、実績について、公的立場のあった方ですので、公的立場の中

での実績等についてはお知らせすることは必要だと思っております。 

〇 朝日新聞   功績ということよりも、亡くなったというまず事実、そこについて、そ

れはまず情報の第一だと思うんですけれども、そうしたものも市という公

的な立場からいえば、情報を積極的に多くの市民の方に知らせる必要があ

るというふうに考えているのか、それとも遺族の意向のほうが最優先され

るのか、その辺はどう考えていますか。 

〇 市  長   基本は、遺族の意向が第一であると思っております。ただ、公的な立場

にもあった方ですので、一定の後には、お知らせすることは当然必要で、

ただ、それを市がやるべきなのかどうかについては、これまで遺族の方々

が発表されていた状況がございますので、これまでの慣例にのっとって、

市から積極的にお出ししなかったということです。 

〇 朝日新聞   その出さなかったという意味についての情報の取扱いについておかしい

と思っているのですが、私どもは。我々は、常日頃情報というものは、ど

ういうふうに多くの方に共有されるべきかということを考えながら仕事を

しております。市のほうの中で、非常に情報というものがどういうものか、

情報を出すべきかどうかということについての非常に考え方が、ちょっと

多くの市民の方とはずれているような気がしますが、今のお話聞きますと、

ではもう市はあまり出すつもりはないというふうに聞こえたのですけれど

も、そういうことでよろしいですか。 
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〇 市  長   今までの慣例の中で、ご遺族がやはり自らお出しになるという形で行わ

れてきましたので、それをそのまま行ってきたと。そして、ご遺族の皆さ

んについては、新藤旧大宮市長については今回当面の間伏せてほしいとい

うご要望がありましたので、そのとおりさせていただいてきたということ

でございます。 

〇 朝日新聞   その慣例を改める考えはないのでしょうか。 

〇 市  長   皆さんのそういったお声も聞きましたので、今後どうしていくべきかと

いうことについては、検討していく必要はあるとは考えております。 

〇 朝日新聞   我々が指摘しないと、そういうふうに検討することができないというこ

と自体が問題だと思うんですけれども。 

〇 市  長   既に名誉市民という立場でございますが、もう一方で既に退任をされて

いる方でありますので、そういった中で、まだどういった扱いをしていく

かについては、しっかり一定の基準を設けて情報提供をする必要があると

思いますので、それについては内部で今後検討していきたいと考えており

ます。 

〇 朝日新聞   市長に最後聞きますが、市の入手した情報というのは誰のものだと思い

ますか。情報というのは、誰のためにあるものだと思いますか。市が取得

した情報について。 

〇 市  長   基本的には、市民の皆さんにお知らせするべきものは多いとは思います

けれども、ただ全て個人情報に関わるものまで含めて出せということでは

ないと思っております。個人情報と公的な情報は、しっかり区別をして出

すべきだと考えております。 

〇 朝日新聞   それは当然のことですが、個人情報ということを盾に情報を出さないと

いう姿勢が非常に多く見られておりますので、その点については改めて、

ぜひもっと考えていただきたいというふうに私のほうからは思っておりま

す。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         さいたま市２０周年、総振、新年度ということで市長がおっしゃってい

ましたので、改めて年末年始過ぎて、市長選についてお伺いしたいんです

けれども、年末年始いろいろ考えられて、お考えはその後どういうふうに

その他：今年のさいたま市長選挙について 
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変化されたでしょうか。 

〇 市  長   今まさに考えている最中です。適切な時期にお話ししたいと思います。 

〇 埼玉新聞   そうすると、１２月２３日の会見のときと変化はないということでよろ

しいですか。 

〇 市  長   最終的な結論は、まだ出していないということです。 

 

〇 朝日新聞   ほかにありますでしょうか。 

         では、最後に私からもう一問。今、成人式がこういう形で中止になるよ

うな、成人式レベルの開催も難しいという中で、今もう既に２００日を切

ったオリンピックが開けるというふうに市長は思っておりますでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、オリンピックを開催するために全力を挙げて、組織委員会、

東京都、開催する都市、国も含めて取り組んでいるところです。現時点で

判断するのは、まだその時期ではないと考えております。 

〇 朝日新聞   判断はできないとは思いますが、できると思うのか、思っているのか、

その辺についてです。 

〇 市  長   新型コロナウイルスの感染拡大を防いで、ぜひ実施してほしいと思って

おります。 

〇 朝日新聞   ほかに質問はありますか。 

         なければ、これで今日の記者会見は終わりたいと思います。 

〇 進  行   以上をもちまして市長年頭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２１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 ０時１４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。 

その他：オリンピック・パラリンピックについて 


