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さいたま市長定例記者会見 

令和３年１月２１日（木曜日） 

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。今日の記者会見につきまして、まず市長の

ほうから説明することがあるということなので、お願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         １月７日に緊急事態宣言が発出され、２週間が経過しました。市民や事

業者の皆様には、不要不急の外出の自粛や営業時間短縮にご協力いただき、

改めて感謝と御礼を申し上げたいと思います。 

         なお、テレワークや外出の自粛により、自宅で過ごす時間が増えること

による運動不足から、心身に悪影響を来す健康二次被害が懸念されていま

す。 適度に体を動かすことは自己免疫力を高め、ウイルス性感染症の予防

に役立つと言われています。健康二次被害の拡大を防ぐためにも、ご自宅

の中でもなるべく体を動かすことを意識していただきたいと思います。 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 

 

         議題の１つ目です。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８弾～」についてご説明します。 

         本市の新型コロナウイルス感染症関連について説明します。まず初めに、

新型コロナウイルスワクチンの接種事業についてです。 

         新型コロナウイルスワクチン接種は、今般の新型コロナウイルス感染症

の発生の状況に対応するため、国の指示の下、都道府県の協力により、全

市町村において予防接種を実施するものです。本市においても、国から示

されたスケジュールに沿って、全市民が１人２回のワクチン接種ができる

よう、スピード感を持って進めていきたいと思います。令和２年度及び３年

度について、現時点で進めていく事業内容はこのスライドのとおりですが、

市長発表：議題１「新型コロナと戦い、市民の命とく

らしを守り抜く～さいたま市緊急対策第８弾～」 
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委託につきましては、準備期間の設定が短いことから、１月１５日に専決

により予算措置を進めております。 

         続きまして、本市の最新の感染状況についてです。１月１９日時点です

が、市内の検査で陽性が判明した方が累計で３，５１５名、うち調査中を

含む感染経路不明者が１，５８６名、同日現在の陽性率は１７．４％とな

っております。 

         直近１週間の新規陽性者数は４９３名で、さらにその前の週におきまし

ては、１週間としては過去最多となる６０５名が確認されました。１２月

の後半以降、高齢者施設や病院でも複数感染が確認されており、また今年

に入ってからも南銀座地域で新たなクラスターが発生するなど、新規感染

者数が急増しております。医療提供体制も大変厳しい局面を迎えており、

これまで以上に強い危機感を持って対応する必要があります。 

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

ですが、１月１６日時点で療養中の方が合計で１，４８２名で、依然とし

て増加が続いています。また、１月に入りまして、７名の方がお亡くなり

になられています。お亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈り申し

上げます。 

         直近１か月の感染状況を見ると、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６割と最も多く、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います。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、あるいは軽症のケースが多

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。 

         １月７日に政府が埼玉県を含む１都３県に対して新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出しました。埼玉県は、措置事

項として、市民の皆様には、不要不急の外出や県境をまたぐ移動の自粛、

飲食店等の事業者の皆様には営業を短縮することを要請しています。 

         政府が公表しているデータから、緊急事態宣言前後の大宮駅周辺の人口

増減の状況がこちらですけれども、１５時、また２１時とも感染拡大前と

比べ人出が減少していることが分かります。 

         次のスライドは、大宮駅周辺の日ごとの人出を示したグラフですが、

１１月、１２月と比べ緊急事態宣言発出後は人出が減っていることが分か
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りますが、昨年４月の緊急事態宣言時と比べると減少の幅が小さくなって

います。現在の感染拡大を早期に収束させるためには、さらなる人出の減

少が必要です。市民の皆様お一人お一人が、今一度感染防止を強く意識し、

不要不急の外出自粛等にご協力いただきますようお願いいたします。 

         続きまして、さいたま市緊急対策第８弾について説明します。基本的な

考え方は、これまでもお示ししたとおり、「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」ために「さいたま市緊急対

策第８弾」を実施します。 

         今回は、「感染の再拡大に対応可能な検査・医療提供体制の整備」、「経済

活動の回復に向けた消費喚起策とウィズコロナ時代に対応した投資の促

進」、「感染拡大防止と新たな暮らしのスタイルの確立」などです。総額約

１２億８，０００万円の緊急対策を行い、これまでの第１弾から第８弾ま

で本市の緊急対策の合計額は約１，７９５億円となっています。厳しい感

染状況が続いておりますが、引き続き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。 

 

 

          

続きまして、議題２「さいたま市岩槻人形博物館開館一周年記念企画展

『天野家の雛祭り―人形が彩る商家の暮らし―』の開催について」は、皆

様にこの企画展について説明する予定でしたが、新型コロナウイルス感染

症の緊急事態宣言を受けまして、本企画展を延期することといたしました

ので、お伝えします。 

         緊急事態宣言が明けた後に状況を見ながら開幕したいと思っております。

開幕時期が決まりましたら改めて皆様に情報提供させていただきますが、

この機会に企画展の開催概要について説明します。 

         本企画展では、平成３０年に化粧水ヘチマコロンで知られます商家、天

野家から寄贈されました約６００件の人形資料のうち、日本橋の老舗人形

店・永徳斎であつらえた昭和初期の節句人形をはじめ、大正・昭和期の御

所人形やミニチュア玩具などを公開する予定です。 

         左の写真のように、天野家では雛祭りの時期になりますと、大きな段に

市長発表：議題２「さいたま市岩槻人形博物館 開館

一周年記念 企画展「天野家の雛祭り―人形が彩る商家

の暮らし―」の開催について」 
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びっしりと人形が飾られて、子供たちの成長を祝っていたということです。

天野家の人々に愛され、また現在まで大切に受け継いでこられた雛人形を

一堂に展示する予定です。 

         他の写真は、おめでたいモチーフでの愛らしい姿の「御所人形 春駒」、

小さく精巧に作られた「雛道具」、こういったものを展示していく予定です。

緊急事態宣言が明けた後には、「人形のまち岩槻」で商家の暮らしを彩った

人形、雛祭りの華やぎを楽しんでいただく機会を設けていきたいと考えて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

         私からの報告は以上です。 

〇 朝日新聞   ありがとうございました。 

         では、今の市長の説明について、ご質問のある方は手を挙げてお願いい

たします。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         １月１５日付の専決というのは、どの部分で２億６，０００万円と。 

〇 事務局    今回専決いたしましたのは、１つには接種券、クーポン券、これらの印

刷作成に係るもの、それから３月になると多くの方の電話がかかってくる、

また予約を取らなければいけないということがございますので、それに伴

うコールセンターの設置に係る経費、それから実際に接種を始めるときに

使用する予約システム、どこの会場が何人空いていて、そこに予約をした

いということを紙の台帳で管理するのも難しいことだと思っておりまして、

そういったことに関する予約システムに係る経費といったものがパッケー

ジになっております。 

〇 埼玉新聞   優先的なものということで、全体のワクチンの予算費用というのは新年

度予算に入るということですか。それで、額の目途とか、どれくらいかと

いうのは。 

〇 市  長   来年度予算も含めてということですか。 

〇 埼玉新聞   ワクチンに対して、今言えるのでしたら。 

〇 市  長   また１週間後ぐらいに来年度予算（の発表）がありますので、そのとき

でよろしければ一緒に発表させていただきます。 

〇 埼玉新聞   すみません。申し訳ないです。 

議題１に関する質問 
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〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         コロナの保健所の疫学調査ですとか自宅の健康観察というのがやはりか

なり逼迫していて、神奈川県ではできない状況になっているなど、各都道

府県や市町村もそういうような、政令指定都市とかもそういうところもあ

るというふうに聞いているんですが、さいたま市ではその辺の保健所の業

務の逼迫ぐあいですとか、かなりもう厳しくなってきたですとか、その辺

については今どういう状況だとお考えになっていますでしょうか。 

〇 市  長   さいたま市も疫学調査、それから自宅療養の方がたくさんいらっしゃい

ますので、そういう意味では非常に保健所での負担が重くなっているとい

う認識は私たちも持っておりまして、その中で今各区の保健師の方々に交

代で協力いただいたり、あるいは事務系の職員を一部配置して、その対応

に当たっているという状況です。 

〇 毎日新聞   今のところは、もうやめざるを得ないというところではないということ

でよろしいでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、実施を何とかできているという状況ですけれども、逼迫し

た状況にはあると思います。 

 

〇 埼玉新聞   人形博物館なんですけれども、オープンのときにもコロナの関係で休館

になりましたけれども、今回も展示企画展が延期するというのを改めてち

ょっと受け止めを市長からお願いします。 

〇 市  長   本当に残念という思いでいっぱいです。ちょうど去年の今ぐらいだった

でしょうか、人形博物館がオープンして、出足もメディアの皆さんのご協

力もあって、いろいろ報道していただいたこともあって、開館以来多くの

皆さんにお越しいただいておりましたが、残念ながらその後新型コロナウ

イルスの感染が拡大してきたということで一旦休館させていただいたり、

その後についても、オープンをしていても、皆さんの来館については、か

なり自制的な思いも働いてしまっているという状況です。 

         今回も、天野家からご寄贈いただいた人形資料、これも人形博物館にと

っては大変大きなコレクションですので、それをこの１周年記念というこ

とと併せて開催したいという思いで、担当者、あるいは関係者の皆さんに

大変ご尽力いただいてきましたが、残念ながら緊急事態宣言が発令されま

議題２に関する質問 
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して、感染拡大がいまだ続いているという状況下ですので、その企画展に

ついて少し延期させていただくと。改めて別の機会にやらせていただくこ

とになりました。大変残念ですが、ぜひ次の機会に見ていただけるように

したいと思います。 

 

〇日刊工業新聞  日刊工業新聞と申します。 

         コロナウイルスのワクチン対策室に話が戻るのですが、それに関連しま

して２つございます。１つは、コールセンターの開設についてなのですけ

れども、この開設時期の目途は立っていらっしゃるか、それがいつ頃にな

りそうかということが１点と、もう一点が人員、人の人数、たしか９人だ

と思うのですけれども、それに今の時点で変更があるかどうかなどについ

てお伺いできればと思います。 

〇 市  長   職員の話ですかね。 

〇日刊工業新聞  そうです。 

〇 事務局    コールセンターの開設日程ですが、３月下旬から高齢者を対象とした接

種が始まります。その予約の関係と、あと接種券を発送しますので、それ

に対応するため、３月１日にはコールセンターを設立することを一つの目

標にしております。少なくとも３月上旬にはと思っております。 

〇 市  長   準備期間が１か月間ぐらいかかるだろうという見込みをしております。

コールセンターの研修もあるし、そのためのシステム改修、（接種券等を）

発送するという準備もかなりありますので、その中で進めているというこ

とです。 

         それから、（新型コロナウイルスワクチン対策室の人員）については、現

時点では９人ですけれども、また状況を見て必要な場合には増やしていく

ことも当然やっていきたいと思います。 

 

 

〇 朝日新聞   ほかに質問ありますでしょうか。なければ、事前にお知らせしておりま

した幹事社の質問のほうに移らせていただきたいと思います。 

         私のほうから、幹事社質問としまして、こういう内容でお聞きいたしま

す。市長３期目の任期も最終盤に差しかかりました。市長は、３期目に臨

議題１に関する質問 

幹事社質問：市長３期目のマニフェストの達成状況、

成果、課題について 
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む選挙に当たって、マニフェスト、公約を掲げています。その各項目につ

いて、どれだけ達成できたのでしょうか。あるいは、進行中、手つかずと

いった政策もあるかもしれません。抽象的ではなく、具体的に成果や課題

についてお聞きしたいと思います。短時間で説明するのは難しいとも思い

ますので、詳しいことや補足部分は書面で示していただければというふう

に思います。よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、幹事社の質問にお答えします。 

         まず、私の３期目の選挙公約につきましては、行政計画として「しあわ

せ倍増プラン２０１７」、また「さいたま市成長加速化戦略」として取りま

とめております。どれだけ達成できたのかというご質問ですが、令和元年

度の実績としては、新型コロナウイルス感染症等の影響により達成率の判

定が困難なものを除いて、しあわせ倍増プランの約９割、また成長加速化

戦略について約７割が目標を達成しております。 

         また、令和２年度の達成状況は、現在年度途中であり算定中ですけれど

も、新型コロナウイルス感染症の影響により達成率の判定が困難なものを

除いて、しあわせ倍増プランの約９割、成長加速化戦略の約７割がおおむ

ね順調であると見込んでおります。 

         続きまして、成果や課題について、現時点での主なものについてお答え

します。まず、しあわせ倍増プランですが、その主な成果としては、子供

のしあわせ倍増分野におきましては、教育支援の拡充に向けて、令和元年

度に奨学金返済支援制度を創設いたしました。 

         また、家族のしあわせ倍増分野では、子供、家族を取り巻く課題に総合

的に取り組み、子育て支援機能を支援する子ども家庭総合センター「あい

ぱれっと」を（平成）３０年４月に開設しました。 

         また、多様な保育ニーズに応えるため、子育て支援型幼稚園の認定制度

を開始し、令和２年８月末時点で３７園を認定しました。そのほか、多世

代交流会食は令和元年度において延べ５，２９５人が利用されました。 

         高齢者のしあわせ倍増分野では、高齢者の健康や社会参加の機会を増や

すシルバーポイント事業の登録者数が平成２８年度末の２万８，３８５人

から令和元年度末までに約４万９，０００人にまで達しました。また、令

和元年９月には中高年齢層の市民の皆様にボランティアや就労等に関する
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情報提供を行うセカンドライフ支援センター「り・とらいふ」を開設いた

しました。 

         障害者のしあわせ倍増分野では、就労の難しい障害者の働く機会の拡大

に向けて、本市とソーシャルファーム事業に関する協定を締結した企業が

運営する「わーくはぴねす農園さいたま岩槻」が令和元年１１月に全面開

園し、８０人を超える方が働いていらっしゃいます。 

         健幸倍増分野では、「スマートウエルネスさいたま」を推進し、平成２８年

９月に開始した健康マイレージ事業の参加者数は、令和２年１２月末まで

に約２万７，０００人に達しました。 

         また、医療体制の整備として、平成３０年にはＪＣＨＯさいたま北部医

療センター新病院、また令和元年１２月にはさいたま市立病院新病院を開

院いたしました。 

         文化・芸術による豊かさ倍増分野では、岩槻の人形文化の発信拠点とし

て令和２年２月に「岩槻人形博物館」を開館し、隣接地には「にぎわい交

流館いわつき」も同時にオープンしました。人形博物館は、昨年１１月で

来館者３万人を突破しました。 

         市民・子どもの安心安全倍増分野では、平成２７年度に策定した「さい

たま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づきまして、自転

車通行環境の整備に力を入れ、令和２年１２月末までに約１４２キロの整

備が完了しております。 

         また、多くの人の目で子供を見守る「学校安全ネットワーク」のさらな

る拡充として、平成２９年度に新たに取り入れた「ながら見守りボランテ

ィア」の登録者数は、令和元年度末までの２年間で約２，９００人に達し

ました。 

         さらに、事故やけがを予防する取組でありますセーフ・コミュニティー

について、令和元年１１月に政令指定都市で初めて市全域で国際認証を取

得しました。 

         暮らしやすさと絆の倍増分野では、身近な生活環境を改善する取組の一

つとして、「きれいなトイレ・バリアフリートイレの登録制度」を令和元年

度に創設し、多くの方が利用できる、きれいで便利なトイレの普及を進め

ております。 
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         主な課題としては、増え続ける保育需要に対し、多様な保育施設の整備

拡充を積極的に進め、約２万４，０００人まで定員数を増やしてまいりま

したが、令和２年１０月１日時点の本市における保育所等利用待機児童数

は６３７人となっており、引き続き認可保育所等の整備をはじめ多様な保

育の受皿確保に尽力してまいります。 

         次に、しあわせ倍増プランの中の「高品質経営プログラム」についてで

すが、主な成果としては、「見える改革」として、市民目線に立った行政運

営を図るため、情報公開制度の拡充や行政のＰＤＣＡサイクルを回す際の

それぞれの場面において市民参画を進めてまいりました。 

         「生む改革」におきましては、事業の見直しによるコスト削減や積極的

な自主財源の確保などに取り組んだ結果、平成２９年度から令和元年度ま

でで約３２７億円の財政的効果を生み出しました。 

         「人の改革」では、職員の意識改革、職場風土の改革に取り組み、一職

員一改善提案制度の拡充によりまして、毎年１万５，０００件を超える改

善がなされてまいりました。働きがいのある職員の割合も平成２２年度の

６４％に対して令和２年度には７３．１％となりました。 

         課題として、平成２７年度からさいたま市を「住みやすい」と感じる人

の割合を２０２０年までに９０％以上とする「ＣＳ９０運動」を全庁を挙

げて取り組んでまいりましたが、目標の年であります昨年の結果は過去最

高を記録したものの、８６．３％でした。新たにデジタル化の推進などの

取組も加え、２０３０年を目標とする「ＣＳ９０＋（プラス）」運動を全市

的に推進してまいります。 

         続きまして、「成長加速化戦略」についてです。主な成果についてですが、

東日本の中枢都市づくりの推進、東日本広域経済圏構想分野では、大宮駅

の機能の高度化や駅周辺のまちづくりなどを推進する「大宮駅グランドセ

ントラルステーション化構想」を平成３０年度に策定したほか、氷川緑道

西通り線や大宮区役所の複合施設の移転建て替えなどの整備を進めてまい

りました。 

         また、東日本連携拠点を核としたビジネス交流の推進に向け、平成３１年

１月にオープンした東日本連携センター「まるまるひがしにほん」では昨

年９月に来場者１００万人を突破しました。 
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         スポーツNO.1都市戦略分野では、本市の強みでありますスポーツの振興

に伴う地域経済活性化に向けた取組として、平成３０年度に一般社団法人

さいたまスポーツコミッションを設立しました。 

         農業及び食を活用した観光産業戦略分野では、農商工連携によりまして、

紅赤やくわい、ヨーロッパ野菜等の地場産農産物を活用した加工品開発や

販売支援を行ってまいりました。 

         グローバル企業の育成支援・企業誘致の拡充と国際展開支援分野では、

平成２３年度から継続しているドイツ・バイエルン州との経済連携が土台

となりまして、令和元年１１月にバイエルン州ニュルンベルク市と経済連

携に関する覚書を締結しました。 

         最後に、グローバル時代の国際教育文化都市分野では、平成２８年度よ

り「グローバル・スタディ」を全小中学校に展開して、平成３１年度の「全

国学力・学習状況調査」の中学校英語では全政令指定都市の中で１位の成

績を収めることができました。平成３１年４月には埼玉県内初の中等教育

学校であります大宮国際中等教育学校を開校し、国際的な視野を持つ生徒

の育成を図っております。 

         課題としては、地下鉄７号線の延伸や大宮駅グランドセントラルステー

ション化構想をはじめとする、東日本の中枢都市としての本市のグランド

デザインに係る重要なプロジェクトを着実に推進していくことが課題です。 

         その他の成果につきましては、資料がまとまり次第、皆様のお手元に配

付させていただきますので、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。 

         そうしますと、補足的にあと細かいことについては後日書面なりで、文

書で配っていただくような準備も進められているということでよろしいで

しょうか。 

〇 市  長   はい。その辺は計画に基づいてやっていますので、きちんと項目ごとに

分かりやすくお示ししたいと思います。 

 

〇 朝日新聞   今の幹事社質問につきまして、まずちょっと私からお伺いしたいんです

けれども、進捗状況がコロナによって７割とか９割とか、そういうところ

でストップしているところもあるということなんですけれども、もう少し

幹事社質問に関する質問 
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その７割ということであれば、残り３割って何なんだというところを、項

目でも結構ですので、教えていただきたいと思います。 

〇 市  長   かなり多い部分で言うと、ハードに関わるインフラ整備であるとかまち

づくりの分野では、若干地権者との合意形成などの問題もあって、少しそ

ういったところが遅れているという傾向があろうかと思います。その辺の

具体的な数値も後ほど対応させていただければと思います。 

〇 朝日新聞   そのハードというのは、例えば道路なのか、建物なのか、施設なのか、

何でしょうか。 

〇 市  長   両方です。道路というケースもございますし、あとまちづくりの計画、

ハードを造る前の計画づくりに当たりましても、やはり地権者及び市民の

皆さんとの合意形成、あるいは説明といったプロセスがどうしても必要に

なりますので、多少予定より時間がかかっているという傾向はあろうかと

思います。 

〇 朝日新聞   幹事社の今の質問に対して、ほかの社でお聞きになられる方がいらっし

ゃいましたら、手を挙げてマイクでお願いします。 

         特にありませんか。なければ、私のほうから再びちょっと質問させてい

ただきたいと思います。今日バイデン大統領が就任いたしまして、その報

道官が早速記者会見場で申し上げたのは、記者会見場に真実と透明性を取

り戻すと、そういうふうなお話をしていたのをテレビで放映されておりま

した。真実と透明性という観点から、私からお伺いさせていただきます。 

         今日の幹事社質問につきまして、昨日広報課のほうから文言について削

除するということのお願いが電話でよこされました。実際には、最後の書

面で示してほしいという、そういうところについて削除してほしいと言わ

れまして、意味がよく分からなかったんですけれども、まずお聞きしたい

のは、これは市長からの指示によるものなのでしょうか。 

〇 市  長   そのお話については、共有はさせていただいております。 

〇 朝日新聞   共有するということは、市長もそういう要請を幹事社にするということ

について承知していたということですね。 

〇 市  長   要請というか、ご相談をさせていただくと伺っておりますので、絶対こ

うしてもらわないとだめだよとか、そういう類いのものではないと。ご相

談をしてみるというお話だったように思っております。 
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〇 朝日新聞   それは、市長の了解ということは、なぜそこを削除することをお願いし

なければならなかったのか、説明してください。 

〇 市  長   記者会見の場というのは今透明性と真実の場というお話がございました。

そして、様々な取材の機会はあろうかと思いますが、こうして私自身が出

席をさせていただき、記者の皆さんから直接質問を受け、それについてで

きる限り私が答え、また自分でできないときには、細かいところについて

は所管が答えるという形式でやらせていただいておりますので、できるだ

けそういった機会を大切にしたいということで、そこで十分でない場合に

は、当然書面で補足的な部分を提出させていただいたり、資料として、数

字として提供することについては、これまでもやってきたところですし、

これからもやっていくところですが、この記者会見の場をそういった直接

お互いに意見といいますか、質問を承ってお答えをできる、そういった機

会として大切にしたいということから（相談したと）私は理解しておりま

す。 

〇 朝日新聞   従来も記者会見で、当然その場で伝え切れないことについて後で書面と

いうことはちょくちょくあることで、何ら変則的な質問でもなかったとい

うふうに私は自身も幹事社として思っておりますし、当然全てを書面で示

せというふうに言っているわけではなくて、まずはこの言葉で記者会見で

お話いただくということを第一としてここに書かせていただいているのに

にもかかわらず、その文言が不適切であるかのようなお願いということに

ついては非常に理解に苦しむのですけれども、今でも市長はそういう考え

ですか。 

〇 市  長   これは、先ほど申し上げましたけれども、ご相談させていただいて、あ

えて書かなくても、そういう対応を私どももさせていただく予定であった

というニュアンスも込められたものだったと理解しています。 

〇 朝日新聞   お願いという話で承っていたとすれば、私が断った時点で、それで分か

りましたというふうになればいいのにもかかわらず、昨日一度電話があっ

て、私がお断りしましたら、もう一度その上司から電話がありまして、私

が何度も説明して、撤回できないということになると、それについて了解

しましたという一言もなく、執拗に私に削除を要請されました。これにつ

きまして、先ほどそうではなかったというような説明を広報課から受けま
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したけれども、とても受け止めた側としては、一度ならず二度も電話をか

けてきて削除を要請するというのは、ご相談ですではなくて強い要請とい

うふうに受け止めました。ですので、市長の言っているようなお願いとは

全く性質の違うものだというふうに私は感じております。 

         それともう一つ、私がそれについて非常に不満というか、憤りを感じて

おったのですけれども、それについてどうして私が憤りを感じたのかとい

うことも、先ほどもお聞きしましたら、全く理解されておりませんでした。

何か私が質問した幹事社質問を広報課が削ることで記者のプライドが傷つ

けられたような、そういうふうな言い方をされましたけれども、私が申し

上げたいのは、表現、思想の自由を損なうということです。しかも、これ

に関して私が断って、それに対して執拗に削除を要求するということは、

これは要するにひとえに私のほうの不利益という問題ではなくて、私、削

除することによる市長なり市のほうに利益を得る、あるいは不都合な部分

を消すという意図が見え隠れしております。つまり利益誘導に基づく幹事

社質問の削除というふうに私は解釈しております。それは、まさに私ども

の表現や思想の自由を奪い、利益誘導のための記者会見というふうに、私

は解釈しておりますので、その点について、思想の自由、私はそういう意

味での精神的苦痛、表現の自由を奪われかねなかった、口封じとされかね

なかったという点で非常に憤っております。この点について、市長はそう

いう意図があったかなかったかにせよ、こういう要請があったことが適切

であったか不適切だったか、もう一度お答えいただけますか。 

〇 市  長   どのような言い方をしているかについては、十分承知はしておりません

が、先ほど来申し上げているとおり、通常、補足の部分については書面で

あるとか、後ほど数字についてはお答えするというようなやり方でやられ

ておりますので、あえて書かなくてもよろしいのではないかというような、

ご相談というつもりでお話をしたと理解しています。この記者会見は、お

互いの合意のもとに進めていくべきものだと思っております。私たちの一

方的な思いだけで進められるものでもないし、逆に皆様からのものを私た

ちも、全部やり方や、（会見）時間など、全て受けられないときも当然ござ

いますので、それはお互いに理解し合って、できるだけいい形で進めてい

くことために、協議をし、合意をしていくことがベースにあると思ってお
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りますので、強い要請とか、そういったニュアンスではないと考えていま

す。 

〇 朝日新聞   ２度も執拗に要求があったことに対して、相談というふうに言えるでし

ょうか。 

〇 市  長   回数で執拗であったかどうかという判断は、ちょっと難しいかもしれま

せん。１回では十分にその意を伝えられなかったということでもう一回お

話をしたということはあり得る話だと思いますが、それぞれ受け取り方が

あろうかと思いますので、私たちはいつも記者会見等については、幹事社、

あるいは記者の皆さんと相談をしながら、お互いに理解していただけるよ

うな状況の中でルールを決めたり、やり方を決めたり、（会見）時間などを、

ある一定の中で理解し合って進めさせてきていただいているつもりです。

その努力は今後も続けていくつもりですし、一方的にこうじゃなければ駄

目だとか、ああじゃなければいけないとかということで、これまでも申し

たことはないつもりでおります。 

〇 朝日新聞   自由な発言に対する圧力と感じているんですけれども、受け止め側とし

て。表現の自由を奪われたというふうに私は感じたのですけれども。 

〇 市  長   そういうふうに今回の件で感じた部分があるとすれば、対応が必ずしも

適切ではなかったと思います。 

〇 朝日新聞   市長は、表現の自由や思想の自由というのは大事だと思っていますか。 

〇 市  長   もちろんです。 

〇 朝日新聞   それであれば、合意形成というであれ、誹謗中傷や虚偽の事実に基づい

た質問ではないこういった問題、発言について、たった一文で数秒で終わ

るものについて、あえて削る必要があるでしょうか。記者会見というのは、

自由な質問のやり取りの場であり、その内容がある程度稚拙であったり、

少しずれていても、そういうのは許容範囲だと私は思いますので、その許

容範囲の中でこのような質問をさせていただくということが、なぜそこま

で相談される必要がある内容なのかということについて疑問を思うのです

けれども。 

〇 市  長   お互いに相談や協議をして、その中で合意ができなければ、それは合意

が成立をしないということだろうと思いますので、その中で話をそれぞれ

する機会を、こちら側も気がついたことをお話しさせていただきたいと思



 
15

っておりますし、記者さん側からもそういったお話をしていただいて、よ

りいい記者会見にしていくということは、これからも必要なことだと思っ

ていますし、その際にこちら側は言いたいことを言ってはいけないと、こ

ういうことでどうでしょうかということも言えないとなると、協議は成り

立たなくなるのではないかと思います。ですから、それはお互いそれぞれ

の意見や考え方、あるいは立場、そういったものはいろいろあろうかと思

いますけれども、その中で合意できるものはする、できないものはしない

中で対応していくということになると思います。 

〇 朝日新聞   質問内容への介入というのは協議としてありですか。 

〇 市  長   質問の内容というよりは、対応する形式であると私は理解しました。 

〇 朝日新聞   形式であっても、その形式がおかしいという、そこはどういうことで言

い切れるのでしょうか。 

〇 市  長   形式について、相談し合うということはできないのでしょうか。 

〇 朝日新聞   相談ではなかったです。明らかに１人目の方から相談を受けて、そのと

きになぜかという理由についても、記者会見の場で文書というようなこと

と言われて、それは別に話をすることを私のほうが禁じているわけではな

くて、記者会見がまずあって、それで足りない部分と言っているだけであ

ってということで説明し、お断りしたところ、再度それでも削ってもらえ

ないかというふうに、さらに上の人が出てきたということは、これは明ら

かに質問を市や市長のほうが都合のいいように誘導しようという意図が見

えました。私、そういうものについて屈するつもりは全くありませんし、

そういう意味では今回の要請、相談であれ要請、削ってもらえませんかと

いう要請です。これについての発言を撤回していただきたいと思うんです

けれども。 

〇 市  長   ご案内のように、私たちの解釈では、質問の答え方の部分に話が及んで

いるので、その部分についてはあえて書いていただかなくても、これまで

もやってきていることですから、いいのではないかということでご相談を

させていただいたと、１人目の方については、今言ったように十分理由が

分からず理解できなかったということで、その後、その理由も含めてお話

をということで２回目の方がお話をしたということではないんでしょうか。

具体的な質問そのものの中身をねじ曲げようということでは全くありませ
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ん。あるいはそれを削除してくれということではないと理解しています。

これは、記者会見のやり方の部分ではないかと、私は理解しました。 

〇 朝日新聞   やり方であっても、そこは非常に重要なところで、では答えないという

ような話になってしまってはいけませんので、私はこの問題を別にこの今

回の質問にだけ取り上げるということではなくて、記者会見の在り方とし

て非常にそうした事前の通告文に対して、そうした形式であっても、そう

いうお願いをしてくるということ自体があまりよろしくない。ましてや、

別にそんなにそれが大きな市政運営や市政の偏った意見を述べる場ではな

いわけですから、そういう意味では、そこについて何度も要請されるとい

うことは、非常にやはり圧力と感じております。精神的に苦痛を感じまし

た。 

         ですので、改めて申し上げますけれども、撤回をお願いしたいと思いま

す。もうこういうようなことで、こういうばかばかしいことで、そんなお

願いをすること自体が意味がないと思いますので、撤回してください。 

〇 市  長   もう一点確認させていただきたいんですけれども、私たちからは、記者

会見のやり方とか、答える方法とか、そういったものについて皆さんと協

議させていただいたり、そういう方向でお願いしますという相談はしては

いけないということでしょうか。 

〇 朝日新聞   相談ではなくて、削っていただけませんかと、言わないでいただけませ

んかというお願いです。相談ではなかったです。相談であれば、私が断っ

た時点でそれが了解される、すぐに了解されるはずのものが、電話で何度

も何度も私のほうが断っても、聞いてくださいと、どうしても駄目ですか

という話を何度も何度も聞かれていて、とても相談とは思えないでした。

もともとそれに広報課の方々は、それが思想とか表現とか、そういうもの

の自由に対して、どういう影響を与えるかということについても全く理解

いただけなかったのですけれども、市長公室にある広報課がこのような知

る権利とか、そういった問題について、ここまで認識が浅いということに

ついて、非常にそれは市の広報体制としていかがなものかというふうにも

思いますけれども。 

〇 市  長   質問の中身について、そういったことがあるということになれば、それ

は問題であるということについては分かりますけれども、やり方とか提供
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の仕方とか、その辺というのはお互いに協議させていただいて、その合意

の中でやらせていただく、私たちからもその辺はご意見を言わせていただ

いたり、お願いさせていただいたり、ご相談させていただくということが

あってはいけないものなのでしょうか。 

〇 朝日新聞   だから、相談ではなかったですということです。非常に圧力のあるよう

な形で、しかも広報監という広報のかなり幹部の方から、こうしてもらえ

ないかということを何度もお願いされるというのは、相談ではなくて圧力

です。形式であっても、そうした形をしないでほしいという、記者会見の

質問の仕方として、こういう質問はしないでほしいという、そういう要求

ですから、非常にそれは危惧しております。ですので、私が申し上げてい

るのは、このようなお願いというのは撤回していただきたいということで

す。 

〇 市  長   お願いを撤回するということですか。こういうやり方でお願いできない

ですかということを撤回しなくちゃいけないということですか。お願いし

たこと自体は、合意をしたり強制をするということではないつもりでおり

ますけれども。 

〇 朝日新聞   しかし、その発言をするということについての発言について…… 

〇 市  長   こちら側は何も言ってはいけないということですか。 

〇 朝日新聞   いや、事前の通告文に書いてある文章について、それが例えば市長に対

する誹謗中傷であったり、間違った虚偽の内容であったら、それは修正す

ることはやぶさかではありませんけれども、ただ単に補足として文書でと

いうお願いするだけのことに対して、何度もそういうふうな、形式であっ

ても、お願いをされているということについて、それは非常に我々に対し

て、今後こういうことについて市の介入、あるいは市の都合のいいように

誘導されるというおそれを抱いておりますので、そういう意味でのこうい

うお願いは撤回していただきたいと思います。 

〇 市  長   なかなか擦れ違ってしまうところですけれども、質問の中身についてで

はなくて、お答えの返し方の方法ということについてお願いをしたつもり

です。こちらの都合も当然ありますので、お話をさせていただいたりとい

う機会を、それさえもしてはいけないということでしょうか。 

〇 朝日新聞   いつまでたっても分からないということでありましたら、私どものほう
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でも、今後そうした相談に来ても受け付けることのないということでお含

みおきいただきたいと思います。 

         終わります。 

         別の質問があったら、どうぞ手を挙げてください。 

 

 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         昨年の年末年始以降、さいたま市内では高齢者の施設や病院で１０人以

上の感染が確認されている中で、感染の拡大の可能性がないということで、

クラスターとしての認定をせずに施設名の公表もしていないという事例が

数件あります。クラスターの認定や施設名の公表の在り方について、市長

はどうあるべきなのか教えていただければと思います。 

〇 市  長   クラスターの認定と公表の仕方ということですね。クラスターの認定、

それから公表の仕方については、国、県からある程度方向性といいますか、

ガイドラインのようなものを示されていますので、基本的にはそれに基づ

いて対応していると理解しております。 

〇 読売新聞   市長としては、どのようにあるべきだというふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   基本はできるだけお知らせをすることと思いますが、公表することによ

る影響はたくさんありますので、当然感染が拡大することが想定される場

合には、これは公表するべきだと考えていますけれども、それぞれケース

によってガイドライン等が定められていますので、それに沿って公表すべ

きものはするということだと思っています。 

〇 読売新聞   先ほど国や県からのガイドラインに基づいてというお話があったのです

けれども、恐らく市長もご存じかと思うんですが、戸田中央総合病院のケ

ースでは、１１月２７日に初めて感染が確認されていたにもかかわらず、

県が公表したのが１２月２３日で、３１人の感染が確認された段階でした。

現在、それこそ国内最大規模のクラスターと発展しています。そのことも

踏まえて、改めてどのように公表、クラスターの認定だったり、公表の在

り方があるべきなのか、お聞かせいただければと思います。 

〇 市  長   そういった広がるリスクをどう捉えるかというところも重要なことだと

思います。できるだけそのリスクを広めに考えながら対応していくべきだ

その他：新型コロナウイルス感染症のクラスター認定

や公表のあり方について 
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と思っております。その部分については、それぞれ個々にケースがちょっ

と違うと思いますので、その個々のケースによって判断されるものだろう

と思いますが、極力公表すべきもの、広がる可能性がある場合には公表す

べきものだと考えております。 

〇 読売新聞   県のほうではなのですけれども、６９人の感染が既に拡大されている医

療機関でも、その医療機関側の同意が得られていないという理由で公表し

ていないケースもあります。そのようなケースについては、どのように受

け止められますでしょうか。 

〇 市  長   個々の状況によって、全てに当てはまるとは当然言えないと思っていま

すので、誤解のないようにお願いしたいと思いますけれども、クラスター

の定義としては、感染がさらに拡大するものについてと規定されていると、

何度かそういう場面があったと理解しています。ですので、対象となる方々

全て例えば検査が終わっていて、ほかには検査するべき対象がいないとか、

そういったケースは（クラスター）に入らないのかもしれませんけれども、

そういったリスクをどう見るかというところなんだろうと思います。いず

れにしても、名前を公表するという部分で言うと、感染拡大を防ぐという

一方で、公表されることによっての当然デメリットや影響もいろいろあろ

うかと思いますので、そういったことも加味しながら、基本的にはガイド

ラインに沿いながら適切に対応していくべきものだと理解しています。 

〇 読売新聞   一部の自治体ではなのですけれども、条例を定めて、５人以上の感染が

確認された場合については、早期にクラスターと判定して公表、施設名の

発表と施設名の公表をしているところもあるようです。そこの自治体の意

図としては、そのリスクを極力減らし、公表していくことで減らしていく

という考え方のようなんですけれども、そういった条例などの制定の考え

方について、市長は検討されていくお考えがあるのでしょうか。 

〇 市  長   一定のルールや基準を明確にしていくことはすごく重要だと思っており

ますが、今私たちとしては、県や国からのガイドラインのようなものによ

って、（施設名の公表）をやっているつもりですけれども、それを上回る形

の条例をつくることについては、いろいろな法律的な見解もあろうかと思

います。その中で、ただ、できるだけ基準は明確に示した上で、お知らせ

していくことが必要だと思いますので、それは（公表）する側もされる側
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にも理解してもらって、実施していくということは必要だと思いますので、

そのためにはできるだけ（公表基準）をクリアにして、お互いに理解の下

に公表していければと思います。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         感染状況で、自宅療養の方が１，２４１人と相当多いんですけれども、

他県では自宅療養中に急変して亡くなった事例もありますけれども、さい

たま市内ではないのかというのを確認と、自宅療養に対してどのように今

は対応されているのかを教えてください。 

〇 事務局    自宅療養中でお亡くなりになったケースがあるかどうかということです

が、自宅療養中で、ただ、非常に重篤な基礎疾患があったので、コロナで

亡くなったかどうかは定かではないのですが、そういったケースが１例ご

ざいました。 

         公表の在り方なんですが、基本的にご遺族の意向を尊重するということ

でやっておりまして、死亡場所などにつきましてご遺族の同意が得られた

範囲で公表するということでやらせていただいています。 

〇 埼玉新聞   お一人いらっしゃったのですね。では、それは後でもう一回取材させて

いただきます。 

         自宅療養１，２４１人に対する対応というのは。 

〇 事務局    自宅療養１，２４１人と出ておりますけれども、これ重症で入院をする

かどうかということを今調整しているという方ばかりではありませんで、

大体１０人から２０人程度の方が毎日入院の調整にかかっていくというこ

とです。それ以外の方については軽症であって、少なくとも治療のための

入院が必要ということではないものだと認識しております。 

 

〇 埼玉新聞   別件ですけれども、今救急搬送が大変厳しい状況だということで、ほか

の消防庁の発表にもありましたけれども、さいたま市の場合は前週より

３．４５倍という数字が出ていますけれども、これに対する市としての対

応というのを教えてください。 

〇 市  長   私たちも搬送までの時間が非常にかかっていることについては、大きな

その他：新型コロナウイルス感染者のうち自宅療養者

への対応について 

その他：救急搬送体制について 
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課題だと思っております。受け入れる病床の受皿の部分が、かなり要素と

しては大きいと思っております。できるだけ速やかに入院できる体制、入

院が必要な方に入院ができる体制がつくられることが望ましいと思ってお

りますので、今後は消防局、あるいはこの医療の調整を直接行っているの

は県になりますので、県との調整などを含めて、受皿の問題も含めて協議

していきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   市独自で何らかの施策をするという考えは、今のところないということ

ですか。 

〇 市  長   現状としては、連絡の仕方云々ということも、今さいたま市としては保

健所で受けて、県につないで調整していただくと。埼玉県の中では、病院

の入院の調整については埼玉県が一括して行っているという状況ですので、

どうしても調整の部分については県のほうの役割に負うところが大きいと

思っております。 

         また、受皿を増やすことについても、今後いろいろな医療機関にも働き

かけをしていきたいと思っておりますが、やはりコロナの陽性患者を受け

入れてくれる受皿としての病院、病床を増やすことが非常に重要だと思い

ますので、そうした病院を増やせるように、市としてもできる限りの努力

はしていきたいと思います。 

 

 

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉と申します。 

         冒頭でもお話しされてたんですけれども、改めてお伺いします。緊急事

態宣言の発令から今日で２週間ということで、市内の感染状況ですとか駅

の人出の増減等も市長から示されましたけれども、改めてこの２週間たっ

ての効果といいますか、状況というのをどのように受け止めているのかと

いうのを伺えますでしょうか。 

〇 市  長   現状においては、まだ緊急事態宣言が出されて、その状況に変化がある

かということで考えますと、必ずしも感染者が減ってきたということは言

えない状況にあると思います。（宣言発出が）１０日ちょっと前だと思いま

すので、そろそろいろいろな効果が出始めてもいい頃だろうと思っており

ます。ただ、やはり感染者が引き続き増え続けている、あるいは高止まり

その他：緊急事態宣言発出から２週間経過した現状に

ついて 
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していることについては、私たちも非常に危機感を持っていますので、今

後さらに市民の皆さんへの呼びかけを含めて、私たちができる対策につい

ても、再度検討、検証しながら対応していきたいと考えています。 

         また、市民の皆さんにも、あるいは事業者の皆さんにも、それぞれの立

場でご協力をお願いしないと、陽性患者を抑えることはできないと思って

おりますので、引き続きご理解を求めていきたいと思っております。 

〇テレビ埼玉   主要駅などの人出の状況というのはどのように御覧になっていますか。 

〇 市  長   先ほどもお話をしましたが、緊急事態宣言前と比べれば減少傾向にはあ

りますが、しかし、前回、第１波のときの緊急事態宣言と比べると、減り

方が少ないと思っています。やはり第１波のときに緊急事態宣言になり、

かなりの動きを一斉に止めるという状況がありましたので、その後かなり

大幅に減ってきたという状況が生まれたと思いますけれども、現状として

は、まだそこまで減少しているとは言えないと思っております。そういっ

たことも踏まえて、さいたま市としては今も消防局が、夜間、消防車で不

要不急の外出自粛の呼びかけを行ったり、昼間は各区役所が（防犯パトロ

ール車で）不要不急の外出をしないようにお願いしています。回数をさら

に増やしたり、あるいは市の利用施設などについても、さらに休止や、あ

るいは一部制限をさらに拡大していくことなども含めて、今後検討してい

きたいと思っています。 

         こういった動き（をすることで）、人の流れを少なくしていくことが、陽

性者を少なくしていくためには必要だと思っておりますので、引き続き皆

さんに協力を呼びかけながら、しっかりと取り組みたいと思います。 

 

〇 毎日新聞   毎日新聞といいます。よろしくお願いします。 

         多選自粛条例なんですが、現在行われている川越市長選でも、多選自粛

条例廃案にされた現職が今選挙戦戦われている最中でありますが、ちょう

ど同じ頃、清水市長も多選自粛条例をマニフェストに掲げ初当選されて、

残念ながら議会で否決されましたが、私、市長就任１年の取材をしていま

して、そのとき市長は再提案すると、とても意欲を示されてたんですが、

そこから今３期目もそろそろ終わりそうな時期、３期１２年が終わる時期

ですが、この再提案するとなると次の議会がラストチャンスなのかなと思

その他：多選自粛条例について 
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うんですが、その考えはあるんでしょうか。 

〇 市  長   多選自粛条例を出すかどうかという質問ですが、現在多選自粛条例を議

会に提出する気持ちはございません。 

〇 毎日新聞   その理由は。 

〇 市  長   これまでも、記者会見等で何度かお話をしてきましたが、議会で議論い

ただいて、残念ながら当時否決になりました。私自身もその当時の議会で

の議論や、自分自身の思いなども含めていろいろ考えてきたところですけ

れども、私自身が与えられている期間というのは、選挙で当選させていた

だいた１期４年間だけです。それ以降は、その都度有権者の皆さんに、政

策や思い、あるいは市政の運営状況などをご判断いただいて、１期、１期

でご判断いただくものだと考えて、それ以降は対応してきています。です

ので、今回（多選自粛条例）を出すという予定はございません。 

〇 毎日新聞   今までも、議会だ何だで説明されてきたと思うんですが、多選の弊害と

いうのはもうそんなに、個々人によってちゃんとやれば弊害はないという

お考えなんでしょうか。 

〇 市  長   人であったり組織によって、それは変わってくるものだと思います。 

         それは、もちろん本人がそれを分からないというケースもあるのかもし

れませんが、それは最終的には有権者の皆さんがご判断するなり、あるい

は本人が出処進退を考える中で判断していくべきものだと考えております。 

〇 毎日新聞   意欲満々だった初当選の、そのときのご自分にもし今アドバイスすると

したら、どんなアドバイスがあるんでしょうか。 

〇 市  長   当時の状況としては、多選についての弊害が、社会全体としても大きく

問われていた時代であったと思っております。そうした中で、そういった

提案をさせていただきました。 

         ただ、この多選の自粛、あるいは禁止ということについては、当時は私

は自分の任期だけのことに対応できる条例として提出しました。ほかの

方々には該当しないという前提の条例として提出したわけですけれども、

そういう意味では当時の状況や、あるいは自分だけはこういうふうにする

みたいな思いで当時はやっていたと理解しています。ただ、こういった問

題は、地方自治制度、あるいは民主主義等々、様々な視点から十分にご議

論いただいた上で決定していくべきものでもあろうと思っておりますので、
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その中で判断をしていくべきだと、そういうアドバイスでしょうか。 

〇 毎日新聞   多選自粛条例と言えば、上田前知事が若げの至りだったという名言を残

されたことありましたけれども、市長としてもそういう若かったなという

思いなんですかね。 

〇 市  長   もちろん若かったのは事実でありますけれども、そのときのいろんな状

況に少し流されていたところはあったのではないかと思います。 

〇 毎日新聞   ちなみに３期１２年で、もちろん議会でも指摘あったと思いますが、自

分で辞めればいいじゃないかとあったと思うんですが、３期１２年で一番

当初訴えられて、そのまま３期１２年で辞めると格好いいなと思うんです

が、どうされるんですか。 

〇 市  長   今後しかるべきタイミングで、また改めてお話をさせていただきたいと

思っています。 

 

〇 朝日新聞   ほかに質問はありますでしょうか。 

         なければ、ちょっともう一度私のほうから質問させていただきます。先

ほどの質問の内容につきまして、質問の内容を変更を求めているわけでは

なくて、形式なんだという話で、私は何か引っかかるなというふうに思っ

ていたのですけれども、形式であっても、それはどういうことになるかと

いいますと、例えば私が今文書での補充とかお願いしますという部分を言

わないで、清水市長が後ほど書面で返しますというふうに言えば、清水市

長は非常に丁寧に質問するなというような印象受けますし、私がこの書面

でお願いしますと言ったときに、それでそのときに書面が用意されていな

ければ、ああ、後からかというようなこともあります。いわゆる印象操作

という面では、形式と言えども、その発言というのは、質問内容というの

は、やはりそこには表現の自由であり、思想の自由、考え方の自由、やっ

ぱりそういうところに、細部に神は宿るではないですけれども、あるわけ

です。ですから、形式とはいえ、それがそういう形式について変更を求め

るということは、やはりよろしくないというふうにも思うんですけれども、

要は印象操作ということで、いろんなことが質問の中で少しでも欠けるこ

とによって、人の受け止め方というのは変わってきますので、そういう面

でも、あまりそういうことは慎むべきだと思いますけれども、いかがでし

その他：市長記者会見について 
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ょうか。 

〇 市  長   そうすると、今後幹事社の方々、あるいは記者の皆さんから言われたら、

それを１００％実行しないといけないということなんでしょうか。 

〇 朝日新聞   それこそ記者会見を見た方の印象であって、記者の要求が横暴であると

いうふうなことで市長がそれを拒否されれば、それは市長のほうに利があ

るというふうに判断されるかもしれませんし、記者側の質問に対してきち

んと答えられなければ、市長のほうにそれは問題とか、まだ不十分なとこ

ろがあるというふうに思うわけでして、そこについて何らか判断するのは

多くの市民であるので、そこについて、それこそ先ほど言ったようなプラ

イバシーの侵害であったり、そういうことであれば、それは非常に問題だ

とは思いますけれども、あくまでそういう意味での自由な発言というのは

保障されるべきだと思います。 

〇 市  長   私は、記者会見というのは、取材する側、される側、それぞれが情報を

広く市民の皆さんに知っていただくために、お互いが協力し合って、理解

し合って努力をしていくべきものだと思います。もちろんそれぞれの思い

や考え方があるかもしれないけれども、そういったときには、多少事前に

いろいろなお話をさせていただいて、それで合意をしたり、あるいはルー

ルをつくったりという前提の中で、１００点満点ではないかもしれないけ

れども、その中で理解し合って成り立っているのが、この記者会見ではな

いかと私は思っています。 

         その中で、その方法論、答え方というところも含めて、こちらも強制を

しているわけではありませんし、ご相談という形でやらせていただいたこ

とすら、それもおかしいということになると、皆さんから言われたこと全

て何でも受け入れなくてはいけないのかというふうな捉え方になってしま

いますので、そこは記者クラブの中でもご議論いただければと思いますし、

私たちもできる限り記者の皆さんが取材しやすい環境や、知りたいことを

お伝えできるような環境は整えていきたいと思いますが、お互いに歩み寄

りながら、協力していくということが必要なのではないか。 

         私たちの理解では、（質問）内容について何かを申し上げたというよりは、

その（回答）方法のところについて少しこういうふうに変えて、（質問に回

答しない）ということではありませんで、そこの部分はあえて書かなくて
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もというような思いでお話をされたと思っていますので、その中で意見の

やり取りをすることもおかしいということは、どうなのだろうかなと思う

のです。お互いにそれは協議をして、２回協議をして２回意見を言ったら、

もうそれで強制ということではないと思うのです。ですから、協議という

のは複数回やるということも当然あると思いますし、その辺はぜひ前向き

にご理解をいただければと思います。 

〇 朝日新聞   今の市長の発言、非常に引っかかるんですね。協力し合って合意形成と

いうのですけれども、私がルールに逸脱したような質問をしたかのような、

それこそ印象を受けますし、何か記者の質問に全部答えなければいけない

のですかという、まるで市長が被害者であるかのような、そういうような

印象を、またそういうふうに捉えるような物の言い方というのは、まるで

記者が加害者で市長が被害者のような、そのような印象を受けるので、非

常にそこは遺憾です。 

         ましてや、何か先ほど協力し合ってというような言い方をしていますけ

れども、記者会見というのは緊張の場です。丁々発止でやり合う上で、何

かまるで記者クラブと市のなれ合いのような、そのような問題発言は避け

ていただきたいと思います。 

〇 市  長   協力という意味をちょっと誤解されていると思いますが、例えば、議会

は議会運営委員会というのが開かれて、今回の議案はこういう形で、こう

いうやり方でやりましょうと、その中で意見を闘わせることまでコントロ

ールさせるわけではないですが、そのルールとかやり方みたいなことは大

筋で合意をしたり、あるいはこれはこうしてください、ああしてください

ということも議論されて議会は行われているということなんで、それはや

り方の部分だから、やはり一定のルールの下にやらないと成り立たないの

で、そういうルールの中でやりましょうという意味の協力ということです。

質問（の内容）だとか、そういうところに協力をしてくれと言っているこ

とでは全くありません。 

〇 朝日新聞   だから、私がルールを逸脱しているか、あるいはルールを踏み外しかね

ないので、軌道修正を求めるというような、そういうふうな。 

〇 市  長   そんなことは一言も言っていないではないですか。ただ、言ったことが

全部聞き入れなければいけないということになると。 
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〇 朝日新聞   聞き入れなきゃいけないと言っているんじゃなくて、我々は質問する立

場ですから、それを拒否したって別に構いませんよ。 

   私たちが申し上げているのは、私たちの質問の中に、形式であろうが内

容であろうが、それは私たちがボールを投げるわけですから、それをどう

いうふうに受け止めるかは皆さんの自由ですけれども、ボールの投げ方を

こういうふうにしてくださいというふうに言うということは、おかしいと

思います。 

〇 市  長   これボールの投げ方じゃないんです、答え方ですよね。ボールを投げる

のは。 

〇 朝日新聞   質問を、だから私がするのがボールの投げ方ですよね。そのボールの投

げ方に対して、こういう投げ方はしないでほしいのですということですよ

ね。 

〇 市  長   普通は、質問の中にこういった文章というのは、今までは入ってきたこ

とはなかったわけです。ただ、当然十分なお答えができない、あるいはも

っと聞きたいけれども、その資料や、あるいは数字が分からないというケ

ースは、補足の資料としてお渡しするということは、これまでもずっとや

ってきたことですので、あえてここに質問事項として書かれなくても、対

応してきたつもりですし、対応するつもりではいるわけなのです。 

〇 朝日新聞   だから、書いたっていいじゃないですかという話です。何で書いてあっ

たことを、わざわざ削除することまでしなきゃいけないのか。書いていな

かったら、別に書いていなかったで済む話ですけれども、書いてあったと

して、それが何でそんなに削除を相談されるほどのものかということです。

それをだから印象操作といって先ほど申し上げたように、形式であれ、そ

こが書いてあることと書いていないことで、受け止めた側の市長の姿勢に

対して、これを聞いている方々、中継を聞いている方々、記者会見読んだ

方々の印象が変わる可能性がありますので、そういう意味では私たちの一

言一言にちゃんときちんと尊重していただかないと、みだりにそういうこ

とを言いますと、それはやっぱり表現の自由というものに対するかかわり

になってくると思いますので、気をつけていただきたいというふうに思い

ます。 

         よろしいですか。では、これで質問を終わります。 
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         では、今日は記者会見終わります。 

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１月２９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 ２時５６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。 

 


