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さいたま市長定例記者会見 

令和３年１月２９日（金曜日） 

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日本経済新聞社さん、進行をよろしくお

願いいたします。 

〇日本経済新聞  今回の幹事社を務めます日経新聞と申します。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の記者会見の内容につきまして、市長からご説明をお願

いいたします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         １月２５日、さいたま市名誉市民で初代さいたま市長、相川宗一様がご

逝去されました。また、昨年１２月１９日には、さいたま市名誉市民で元

大宮市長、新藤享弘様がご逝去されました。今日のさいたま市の礎を築か

れたお二人の功績は多大なものであります。改めて衷心より感謝と敬意を

表し、心からご冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

         さて、新型コロナウイルスに関しまして、１月７日に緊急事態宣言が発

出され、３週間が経過しました。本市の新規陽性者数も、緊急事態宣言が

発令された１月の第２週に比べれば減少してきておりますが、依然として

多い状況が続いています。 

         市民の皆様には、更なるご不便をおかけすることとなりますが、一日で

も早く感染拡大を食い止めるため、引き続き感染防止策の徹底にご協力を

いただきますようにお願いいたします。 

         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。 

 

         最新の本市の感染状況ですが、１月２７日時点です。市内の検査で陽性

が判明した方が累計で３，８７６名、うち調査中を含む感染経路不明者が

１，７３５名となっております。同日現在の陽性率は８．７％となってお

ります。 

         直近１週間の新規陽性者数につきましては３７４名です。１月２週目に

冒頭説明：本市の新型コロナウイルス感染症の状況 



 
2 

過去最多の陽性者数が確認された後、２週連続で減少しております。しか

しながら、新規陽性者数はいまだに高い水準にあり、医療提供体制も大変

厳しい局面にありますので、緊急事態宣言下の中、引き続き強い危機感を

持って感染防止対策に取り組んでまいりたいと思います。 

         次に、市内居住者の感染傾向について説明します。 

         市内在住の状況ですが、１月２３日時点です。療養中の方が１，５３７名、

依然として増加が続いております。また、１月に入り１６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６５％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。家庭内感染の

割合は昨年末に約５割でしたが、徐々に増加してきております。緊急事態

宣言下の中、皆様におかれましては、不要不急の外出を自粛していただき、

おうちで過ごす時間が増えていることと思いますが、家庭におかれまして

も、マスクを着用するなど、可能な限り感染防止に努めていただきますよ

うに、ご協力をお願いしたいと思います。 

         本市では、新規陽性者数はやや減少傾向にありますが、分科会が示すス

テージ４の指標に近い、高い水準となっております。また、療養者のうち

自宅療養中の方が１月２３日時点で１，３１１名と多く、保健所による健

康観察を行っているものの、非常に心配な状況です。 

         このようなことから、１月２２日に本市の対策本部員会議を開催して、

２月７日まで原則、屋内市民利用施設の休館ですとか、あるいは市主催等

のイベント等の中止または延期を決定しました。人との接触機会を減らし、

不要不急の外出自粛を徹底するなど、市民の皆様の行動変容につながるよ

うに、さらに取組が必要だと判断し、実施したものです。 

         市民の皆様一人ひとりの行動が感染拡大の収束へ向かう力になると思い

ます。一日でも早く緊急事態宣言が解除されるように、市民の皆様には引

き続き昼夜を問わず不要不急の外出自粛や感染予防対策の徹底をお願い申

し上げます。 
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         続きまして、議題１、令和３年さいたま市議会２月定例会提案議案につ

いて説明します。 

         令和３年さいたま市議会２月定例会を２月２日に開会します。議案数は

合計で６５件となります。主な内訳ですが、専決処分報告議案２件、予算

議案３４件、条例議案１４件、一般議案１件、道路議案２件、そして人事

議案が１２件となっております。 

         続きまして、予算議案について説明します。令和３年度当初予算案のキ

ャッチフレーズは、「難局を乗り越え、さいたま市の新時代へ前進するため

の予算」と名づけました。新たな総合振興計画の計画初年度として、「上質

な生活都市」、「東日本の中枢都市」を目指すための重点戦略事業や分野別

事業等を着実に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による

難局を乗り越え、さいたま市の新時代へ前進するための予算として、次の

３つを予算の柱としたところです。 

         この３つの柱はこちらです。まず、１つ目ですが、「新型コロナウイルス

感染症と自然災害への対策」、そして２つ目の柱は、「さいたま市誕生２０周

年を契機に新たな未来を拓く取組」、そして３つ目の柱が「新しい時代に対

応した行政運営とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進」で

す。 

         続きまして、予算の規模です。まず、一般会計ですが、新型コロナウイ

ルス感染症関連事業、中小企業融資貸付金、社会保障関連経費である扶助

費等の増により、前年度と比べて８．７％増の６，１１７億８，０００万

円を計上しております。 

         それから、特別会計は、国民健康保険事業特別会計など１４の会計を合

わせて、前年度と比べて０．７％増の３，１８８億８，６００万円を計上

しています。 

         それから次に、企業会計は、下水道事業会計など３つの会計を合わせて、

前年度と比べて１．１％の減で、１，２４９億６，３２６万７，０００円

を計上しています。 

         これを全部合わせますと、合計で前年度と比べて５．０％増の１兆

市長発表：議題１「さいたま市議会２月定例会提出議

案について」 

を開始します 
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５５６億２，９２６万７，０００円です。一般会計、そして全会計総額と

ともに過去最大の予算規模となっております。 

         また、新型コロナウイルス感染症対策等につきましては、国の動向を注

視し、今後も機動的かつ弾力的に対応してまいりたいと考えております。

なお、国の令和２年度補正予算等に対応した予算を想定しているところで

す。 

         次に、３つの柱について説明したいと思います。 

         まず、新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策についてです。新

型コロナウイルス感染症への対策は、令和２年度に引き続き新型コロナウ

イルス感染症に係る検査を着実に実施するとともに、医療機関への支援を

行い、医療提供体制を確保するほか、市民に対するワクチン接種体制を整

備し、速やかに予防接種を実施するなど、感染症対策を迅速に進めるとい

うものです。予算額は合計で１１３億１０７万７，０００円です。 

         自然災害への対策ですが、これは近年の豪雨災害を踏まえた河川や排水

路の改修などの治水対策を推進するとともに、災害情報を確実かつ迅速に

伝達できるように情報伝達手段の多様化を図るほか、災害時の避難所機能

の強化を図るために、学校体育館への空調機の設置を推進してまいります。

予算総額としては６９億９，６８２万１，０００円です。 

         次に、さいたま市誕生２０周年を契機に新たな未来を拓く取組につきま

しては、令和３年度はさいたま市誕生２０週年を迎えるとともに、新たな

総合振興計画の計画初年度となり、さいたま市が新たな一歩を踏み出すこ

とになるものです。 

         この２０周年という節目の年を契機に、市民に対する市への愛着と誇り

の醸成を図るとともに、新たな総合振興計画の推進に当たり、ＳＤＧｓ、

スマートシティという視点を持って各分野の施策を実施することで、本市

が育んできた魅力や地域資源を更に生かして、未来に引き継ぐための持続

可能な都市づくりを進めていくための予算です。予算額は合計で２億

４，７８６万７，０００円です。 

         また、開催が延期された東京２０２０大会について、大会の成功に向け

て取り組むとともに、そのことを契機として、国内外に本市の魅力を発信

していくための予算として合計で３億６，７９９万６，０００円を計上し
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ております。 

         続きまして、新しい時代に対応した行政運営とＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）の推進についてですが、今後のポストコロナ時代を見

据え、行政分野における制度・業務・手続などを、デジタルを前提とした

ものに抜本的に見直すデジタルファーストな行政運営への転換を図り、行

政手続の原則オンライン化、テレワークの推進、データの利活用による政

策形成、ＡＩ、ＲＰＡ等、新たな技術を活用した業務効率化などに取り組

むことで、市民サービスの向上や行政の生産性の向上を図ってまいります。 

         また、コロナ禍における顕在化した市内企業のデジタル化の遅れやビジ

ネスモデルの変革に対応するため、中小企業に対してＡＩ、ＩｏＴなどの

実装支援や新技術分野に対する人材育成支援など、企業のコーポレートト

ランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションを推進する

取組を実施してまいります。予算総額としては、合計で１２億４，２３０万

４，０００円を計上しております。 

         次に、新たな総合振興計画関連事業について重点戦略別に紹介したいと

思います。「さいたま」の５つの魅力を生かして、成長発展する戦略であり

ます重点戦略１関連について説明します。 

         まず、戦術１ですが、先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の

創造では、見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進ほか３事業となり、

予算額は合計で２億６，２７５万５，０００円です。 

         また、戦術２、一人ひとりが“健幸”を実感できるスマートウエルネス

シティの創造では、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進ほか

１事業となり、予算額は合計で１億８，７２０万６，０００円となってお

ります。 

         次に、戦術３です。笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造では、

さいたまスポーツシューレの活用推進ほか２事業となり、予算額は合計で

４，２５４万１，０００円となります。 

         戦術４、子どもたちの未来を拓く日本一の教育都市の創造では、ＩＣＴ

を活用した学びの改革ほか４事業となり、予算額は合計で１０億

１，６７３万３，０００円となります。 

         次に、戦術５です。ヒト・モノ・情報を呼び込み、東日本の未来を創る
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対流拠点都市の創造では、大宮駅グランドセントラルステーション化構想

の推進ほか３事業となり、予算額は合計で３億４，２８０万７，０００円

となります。 

         次に、未来に引き継ぐための持続可能なまちづくりを進める戦略であり

ます重点戦略２の関連について説明します。 

         まず、戦術１です。子どもから高齢者まで、あらゆる世代が輝けるまち

づくりでは、保育需要の受け皿及び保育人材の確保ほか６事業となり、予

算額は合計で５２億７，６８７万２，０００円となります。 

         次に、戦術２、激動する新時代に未来技術で躍動する地域産業づくりで

は、中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援ほか２事業と

なり、予算額は合計で３億３，６９９万７，０００円となります。 

         次に、戦術３、災害に強く、市民と共につくる安全・安心なまちづくり

では、治水対策施設の整備推進ほか３事業となり、予算額は合計で１５億

５，０９９万７，０００円となります。 

         戦術４です。環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現では、

食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進ほか３事業となり、予算額

は合計で１８億３，５４１万７，０００円となります。 

         戦術５、絆で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりでは、ノ

ーマライゼーションの更なる普及・啓発ほか２事業となり、予算額は合計

で３億６，９３１万７，０００円です。 

         次に、質の高い都市経営の実現では、さいたま市ＣＳ９０＋（プラス）

運動の推進ほか４事業となり、予算額は合計で１，８６７万３，０００円

となります。 

         次に、主な条例議案について説明します。さいたま市民の日条例の制定

です。この条例ですが、魅力ある本市を将来にわたって創っていくことを

期する日として、さいたま市民の日を設けるために、新たに条例を制定す

るものです。 

         さいたま市の市制が施行された日であります５月１日をさいたま市民の

日として制定します。市は、条例の趣旨にふさわしい取組をしてまいりま

す。さいたま市民の日には、市の設置した一定の公の施設の使用料等を免

除します。 
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令和３年に迎えるさいたま市誕生２０周年でさいたま市民の日を定め、

平成１３年にさいたま市制がスタートした５月１日を市への愛着と誇りの

醸成を図る１日としていきたいと思います。 

         最後に、もう一つの主な条例議案について説明します。さいたま市犯罪

被害者等支援条例の制定です。この議案は、市民の誰もが安心して暮らす

ことができる地域社会の実現を図ることを目的として、犯罪被害者等の支

援に関する基本理念や、市、市民等、事業者の責務を規定するとともに、

犯罪被害者等の支援に対する施策を策定するため、新たに条例を制定する

ものです。 

         犯罪等の被害に遭い、様々な問題に直面する市民の方とそのご家族の相

談に応じ、支援を行っていくことにより、権利利益の保護、また被害の軽

減及び回復を図っていきたいと考えております。 

 

 

         続きまして、議題２、マンション等を建設する際に保育施設等の整備を

促進しますについて説明します。 

         まず、この施策を実施する背景ですが、１点目はマンション建設地の周

辺という限られた地域における急激な保育需要の増加への対応です。マン

ション、とりわけファミリー向けに規模の大きなマンションが建設された

場合、周辺にある既存の保育施設では対応し切れないおそれがあることか

ら、その対応策を講じる必要があると考えております。 

         また、２点目は従来から実施してきた対策が思うような効果を上げてい

ないということです。従来から３００戸以上のマンションを建設する際に

は、保育施設の設置について市との協議を行うこととし、必要に応じて施

設の設置を要請してまいりましたが、これまでのところ平成２３年と平成

２５年に竣工した２つのマンションにおいて、市認定保育施設であるナー

サリールームが併設されるにとどまっている状況です。 

         こうしたことを踏まえ、令和３年４月１日から一定の規模以上のマンシ

ョンを建設する際に実施している市との事前協議を強化するとともに、保

育施設の併設に対してインセンティブを付与することで、マンション等を

建設する際の保育施設等の整備を促進してまいりたいと考えております。 

市長発表：議題２「マンション等を建設する際に保育

施設等の整備を促進します」 
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         次に、マンション等を建設する際の保育施設等の整備促進策について具

体的な内容を説明します。 

         まず、１点目ですが、一定規模以上のマンションを建設する際に実施し

ている事前協議の強化です。事前協議を実施して、保育施設等の設置を要

請することは従来どおりですけれども、協議対象を現在の３００戸以上と

いうところから１００戸以上と引き下げることで、事前協議の機会を増や

し、必要に応じて保育施設の併設を要請してまいりたいと考えております。 

         また、本市の方針である多様な保育の受け皿確保に資するように、設置

を要請する施設に、働きながら幼稚園を利用できるようにするための仕組

みの一つとして、来年度から新たに整備を計画しております送迎保育ステ

ーションなども付け加えさせていただいております。 

         整備促進策の２点目ですけれども、これは総合設計制度というものを活

用した、マンション等の建設において保育施設等を併設した場合に容積率

の割増しを行う措置の導入です。 

         総合設計制度は、一定規模以上の敷地で、敷地内に公開空地と呼ばれる

一定の歩行者等が自由に通行や利用できるスペースを一定割合以上設ける

ことなどによって、よりよい市街地環境の整備改善に資すると認められた

場合に、容積率の制限などを緩和するというものです。 

         これまでマンションへの保育施設等の併設は、マンション住民が保育施

設を利用しやすくするメリットがある一方で、販売できるマンションの戸

数が減ってしまうというデメリットもございました。容積率の割増しを行

う対象に保育施設等や園庭を加えることで、そのようなデメリットを和ら

げて、保育施設を併設するインセンティブになるものと考えております。

これらの取組によって、マンション等を建設する際に保育施設等の整備を

促進し、待機児童の解消を図ってまいりたいと考えております。 

 

 

 

〇日本経済新聞  ありがとうございます。通常ですと質疑応答に入るのですけれども、今

回幹事社質問がコロナと予算に関するものですので、引き続き幹事社質問

を続けさせていただければと思います。 

幹事社質問： 

①新年度予算でアフターコロナを見据えた重点項目等 

②自宅療養者の増加や保健所の負担増加に対する対応 
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         まず、１つ目なのですけれども、新年度予算についてです。ウィズコロ

ナやアフターコロナを見据えて、特に重点的に取り組みたい項目について

教えてください。また、２０２１年度は総合振興計画の初年度かつさいた

ま市が誕生してから２０周年の節目の年です。ご説明いただいた中でも、

特に重きを置いた点、個別項目について教えてください。 

         ２つ目がコロナ対応についてです。現在自宅療養者が増加傾向にありま

す。自宅療養者の病状の急変に備えて、強化したい対策はありますか。ま

た、保健所での健康観察業務の負担も増していると思いますが、限られた

人員の中でどのように対応に当たりたいか、お願いいたします。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問に順次お答えします。 

         まず、１点目は新年度予算についての質問からお答えしたいと思います。

先ほど説明をしました令和３年度当初予算における３つの柱のうちウィズ

コロナやアフターコロナを見据えた取組としては、まず１つ目の柱である

「新型コロナウイルス感染症と自然災害への対策」のうちの新型コロナウ

イルス感染症対策と、３つ目の柱である「新しい時代に対応した行政運営

とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進」の２点となります。 

         新型コロナウイルス感染症対策としては、令和２年度に引き続き新型コ

ロナウイルス感染症に係る検査を着実に実施するとともに、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止及び個人の重症化を防ぐため、全市民を対象に予

防接種を実施するほか、新型コロナウイルス感染症患者等のための病床確

保、また患者受入れを行った医療機関に対し補助金を交付するなど、感染

症対策を迅速に進めてまいります。 

         また、新しい時代に対応した行政運営とＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）の推進としては、納税者のさらなる利便性の向上と接触機会

の低減を目的として、新たに市税のスマートフォンアプリを利用したキャ

ッシュレス決済の導入でありますとか、またケースワーク業務における訪

問先での調査等に活用するタブレット端末の全区導入などを行うことで市

民サービスや行政の生産性の向上を図ってまいります。 

         また、児童生徒に１人１台端末が整備されたことを受け、新たに全ての

中学校にプロジェクタを整備し、これまでの対面授業とデジタルのベスト

ミックスを図りながら、個別最適な学びと協働的な学びを推進するなど、
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教育におけるデジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。 

         さらに、コロナによって顕在化した市内企業のデジタル化の遅れ、また

ビジネスモデルの変革に対応していくために、中小企業に対して経営基盤

の強化、また事業継続力の向上と総合的な支援を行うために、コーポレー

トトランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションの推進

による生産性と付加価値向上支援を実施してまいります。 

         来年度は、総合振興計画の初年度、かつさいたま市誕生２０周年、そう

いった節目の年でもございます。２つ目の柱であるさいたま市誕生２０周

年を契機に、新たな未来を拓く取組の事業を重視したところです。 

         この事業としては、さいたま市の発展を内外にアピールするとともに、

今後一層の発展を誓うために２０周年記念式典を開催するほか、さいたま

市誕生２０周年事業として、本市の魅力や発展をＳＮＳ等の様々な媒体で

市内外に発信するとともに、花で装飾したフラワーウォールを市民と協働

で設置することで、市への愛着、また誇りを醸成し、あわせて新たに制定

する予定の市民の日、市民憲章の普及に向けたパネル作成等の取組を実施

してまいります。 

         また、ＳＤＧｓの主な取組として、電力の地産地消等のエネルギー利活

用スキームを構築するとともに、都市間連携の取組を推進するほか、東日

本連携・創生フォーラムを開催するとともに、東日本地域の商材の販路拡

大やビジネス交流を進めていくことで、東日本全体の地域を活性化させて

いきたいと考えております。 

         またあわせて、福祉の複合的な課題を抱える市民等に対応していくため

に、４区におきまして相談支援包括化推進員を配置して、福祉丸ごと相談

センターを設置してまいります。 

         また、スマートシティの取組としては、「公民＋（プラス）学」の連携協

力の下に新たな生活支援サービスを提供するとともに、コミュニティ形成

を促進しながらスマートシティさいたまモデルを推進するほか、大宮駅・

さいたま新都心周辺地区等におきましてシェア型マルチモビリティの実証

実験を実施するなど、ＩＣＴをまちづくりに取り入れるスマートシティの

取組を推進してまいります。 

         また、その他として、中高生の部活動にＩＴを活用し、データ理論に基
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づく個別最適なトレーニングや指導法を実践することで、生徒が主体的な

活動を通して、競技力のみならず新たな価値を創造する力を育むスマート

部活動さいたまモデルを構築してまいります。 

         また、国のＧＩＧＡスクール構想の下、児童生徒１人１台端末が整備さ

れたことを受け、経済的理由で就学困難な就学援助世帯に対して、家庭で

のオンライン学習にかかる通信費の支援を新たに実施します。 

         さらに、駅周辺などの利便性の高い地域から周辺の幼稚園に児童を送迎

する拠点となります送迎保育ステーションを新たに整備します。またあわ

せて、幼児教育・保育の無償化後も多額の負担が残ります私立幼稚園の入

園初年度の保護者負担を軽減するため、新たに入園料の一部を補助します。 

         続きまして、幹事社質問の２つ目、コロナ対応、自宅療養の増加、健康

観察業務の負担増についての質問にお答えします。 

         自宅療養者につきましては、感染者数の急増に伴い大幅に増加をして、

１月２７日時点では１，１３３名。先ほど（冒頭説明において）２３日で

１，３００名を超える数字を言いましたが、２７日時点では１，１３３名

となっています。この急増に対しての抜本的な対策としては、現在の非常

事態宣言の趣旨を踏まえ、感染予防と不要不急の外出自粛の徹底により、

新規感染者数を可能な限り減少させていくことが最も重要と考えておりま

す。 

         また、自宅療養者の安全の確保に対して、これまで自宅療養者の病状の

変化をいち早く察知するために、患者への初回調査の聞き取りにおいて必

要であると判断した方には、血中酸素飽和度等を測定しますパルスオキシ

メーターの配布を行い、対応してきたところですが、しかしながら自宅療

養者の増加傾向が継続しております。 

         全国的にも陽性者が自宅での症状悪化でお亡くなりになる事例も増えて

きていることから、１月２２日の新型コロナウイルス危機対策本部員会議

におきまして、健康観察によって療養者の状況を把握し適切な対応を行う

よう指示を行い、このパルスオキシメーターを自宅療養者のいる世帯全戸

に配布をすることとして、翌２３日から順次対応しているところです。今

後も、病状の急変にも対応できるように、パルスオキシメーターの必要数

の確保、また活用を含め、引き続き自宅療養者の健康観察の充実を図って
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いきたいと思います。 

         次に、保健所での健康観察業務の負担増に関する限られた人員の中での

対応という質問にお答えします。保健所における健康観察業務等について

は、感染者数の増加に伴い業務量が大幅に増加をしております。同様に感

染が拡大している他の自治体におきましては、業務負担に応じた調査内容

の見直しによる対応も行われていると聞いております。 

         一方、本市としては、現行の健康観察業務のレベルを維持するために、

全庁的な支援体制や業務フローの効率化を図っております。保健所は今年

度当初から１月２０日時点で計４０名の職員を増員しております。これま

で行ってきた保健所外からの保健師の支援に加え、さらに１月９日からは

保健福祉局内の応援体制により３名、１月２５日からは全庁的な応援体制

により７名の職員を新たに配置しました。これらの職員は、これまで保健

師が担当しておりました健康観察業務のうち、記録の整理やデータの入力

作業等を行うほか、新型コロナウイルスに関する問合せ等にも対応してお

ります。また、業務委託によって、毎日約１０名の健康観察業務の一部に

従事をお願いしているところです。 

         今後も感染者の発生状況に合わせた柔軟な応援体制によって、保健所の

業務負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。感染拡大により予

断を許さない状況ですが、自宅療養者の健康観察の充実や保健所の負担軽

減を全庁的な体制として行うことで、患者となった市民やそのご家族の支

援につなげていきたいと考えております。 

         以上です。 

 

〇日本経済新聞  ありがとうございます。予算のほうで１つ確認といいますか、お伺いし

たいのですけれども、歳入面を見ますと、コロナの影響で所得が減って市

税が減収している一方で、歳出のほうを見ますと、コロナ対応の費用も増

しているかと思います。現在の市の財政状況を改めてどういうふうに見て

いらっしゃるのか教えてください。 

〇 市  長   さいたま市全体の財政状況ということですが、今、お話もありましたけ

れども、一般会計におきましては、令和３年度と２年度と比較をして約

４９１億円、８．７％の増加になります。予算規模が増えた理由としては、

冒頭説明・議題・幹事社質問に関する質問 
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まず第１には新型コロナの影響によって市税収入が減少するものの、国庫、

また県支出金等によって全体として増加をしたものです。 

         また、歳出におきましては、新型コロナウイルス感染症関連事業、中小

企業融資貸付金、社会保障関係経費の増によって、全体として増加しまし

た。財政状況としては、これまでさいたま市は一貫して人口増が続いてお

ります。しかしながら、あと１０年ほどで人口減少に入るという状況の中

で、２０３０年以後も成長発展が見込まれるようにしていくための投資で

あったり、準備を進めていくということで、待機児童対策、あるいは急速

に進む高齢化への対応、また公共施設の老朽化への対応などを行っていく

ということで取り組んできています。 

         要求段階でも、収入、支出不足額が約３１０億円と大変厳しい状況とな

り、財源の確保が非常に大きな課題となりました。その中で私たちとして

も、市民目線、コスト意識の視点に立ち返って、全庁を挙げて事業の必要

性、有効性を検証して、大胆な見直しや創意工夫によります経費削減等を

通じて財源の捻出を図り、地方交付税等の地方財政措置を最大限活用しま

して、その結果、財政調整基金については昨年並みぐらいに何とか残高を

維持して、来年度に向けての予算が編成することができたと思っておりま

す。市税収入が減るという状況の中で国、あるいは県からの収入で対応し

つつ、歳出についても厳しい視点でこれを調整してやってきたということ

です。 

         当面の間、中長期的にいっても厳しい財政状況は続く状況ですが、その

中で新型コロナの影響ということもございまして大変厳しい状況ではあり

ますが、引き続き優先順位をつけていくことであったり、厳しいコスト意

識を持ちながら、しっかりと歳入を生み出し、歳出を削るという取組を引

き続きやっていきたいと思います。 

〇日本経済新聞  コロナのほうで、先ほど自宅療養者に対してパルスオキシメーターを全

戸に配布するというお話がありましたけれども、現状、今幾つぐらい確保

できていて、これからは何個ほど確保していくご予定があるのかお願いし

ます。 

〇 市  長   パルスオキシメーターの現状の確保台数ですが、これまでに埼玉県から

９００台の貸与を受けております。１月２７日にも５００台の追加貸与を
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受けたので、現在１，４００台の台数の確保をしておりまして、現状とし

てはこの台数で足りるという状況で、全戸にパルスオキシメーターを配布

させていただいているところです。 

〇日本経済新聞  各社さん、お願いします。 

〇 産経新聞   産経新聞です。 

         ちょっと予算とは離れるのですけれども、昨日、県内で新型コロナウイ

ルスの変異株に感染した方が３人発表されました。それで、県のほうは変

異株のスクリーニング検査などを今週から実施していると発表がありまし

たけれども、さいたま市でも変異株への対応というのは何か行っていらっ

しゃるのでしょうか。 

〇 市  長   昨日、埼玉県内でこの変異株が３例確認されたということについては承

知をしております。変異株であっても基本的な感染予防策は、従来と同様

に３密の回避、またマスクの着用、手洗いなどをしっかり行うことが基本

であるとお伺いしておりますので、そういったことを進めていくと。また、

具体的な様々な調査については、県あるいは国のほうで実施をされている

ものだと認識をしております。 

〇 産経新聞   市独自では、現状何かということではないわけですね。 

〇 市  長   はい。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         予算についてなんですけれども、一応総括としてさいたま市の新時代へ

前進するための予算ということなのですけれども、これは具体的にはどう

いうことを実現したい予算だというふうに言えるのでしょうか、教えてく

ださい。 

〇 市  長   先ほども申し上げた、テーマとしては「難局を乗り越えて」というのが

ついておりますけれども、まずは新型コロナウイルスにしっかりと対応し

ていくということが第一です。それから、２点目は、ほかに２つの柱を申

し上げましたけれども、来年は新しい総合振興計画がスタートする年にな

ります。そこでの目標は、東日本の中枢都市をつくっていくことと上質な

生活都市をつくっていくことが最大の目標です。それに向けた予算になり

ます。 

         ただ、その中で新型コロナの中で様々なことを、私たちは気づかせてい
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ただきました。それは、デジタル化をこれまで以上に進めていかなければ

いけないということなど、その中でコロナ対策そのものだけではなくて、

やらなければいけないことが明確になりましたので、そういったことも併

せて進めて上質な生活都市、また東日本の中枢都市をしっかりと実現して

いくことを目的とした予算ということです。 

〇 読売新聞   上質な生活都市というのは、具体的にはどういったイメージなのでしょ

うか。 

〇 市  長   先ほど説明の中でも、戦略、戦術等々で申し上げました。あの柱がまさ

に目指すべき方向性と私たちは考えていますけれども、それぞれ重点戦略

として２つ掲げています。１つ目は（さいたま市の魅力を活かした成長・

発展）に資する取組になります。重点戦略２が（人口減少や少子高齢化な

どの課題に対応していくための取組）ということで掲げています。（この

２つの重点戦略を通じて、上質な生活都市と東日本の中枢都市を目指しま

す）。その中でも掲げていますが、１つが子供から高齢者まであらゆる世代

が輝けるまちというのが一つの大きな目標です。そして、激動する新時代

に未来技術で躍動する地域産業づくりというのが２つ目、災害に強く市民

とともにつくる安心安全なまちづくりを進めていこうというのが３つ目、

そして４つ目が環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現です。

そして、５つ目が絆で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくりと

いうことです。（例えば、）それが上質な生活都市のイメージということで

す。 

〇 読売新聞   あと、マンション等の建設に関する整備促進についてなのですけれども、

こういった取組というのは珍しいのでしょうか。県内でも実施実績はある

のでしょうか、教えてください。 

〇 市  長   他市の取組状況ということですが、本市のようにマンションを建設する

際の保育施設等の整備に関する協議を強化していくことと、総合設計制度

を活用したマンション等の建設において容積率を割り増しする、２つの制

度を併せて実施している都市は、本市を除いて政令指定都市では６市実施

をしていると聞いております。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。よろしくお願いします。 

         新年度予算でコロナが大変な重要なテーマだと思いますけれども、コロ
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ナの経済関係ですか、というのは、これは国の三次補正が決まった後、検

討しているということですか、それとも今回の新年度予算では、市の独自

では特にないということですか。 

〇 市  長   先ほど少し申し上げましたが、コロナ対応には、中長期的な対応と短期

的な対応とがあろうかと思っておりますが、当初予算では主に中長期的な

対応の部分を中心に予算計上させていただいております。そして、三次補

正の準備が国のほうで検討されて、つい先日可決をされたと聞いておりま

すけれども、それを受けて併せて補正予算をまた早急に対応していくとい

うことを前提として組ませていただいたということになります。 

〇 埼玉新聞   その補正では、何か今のところ考えていらっしゃる経済対策とかいうの

はございますか。 

〇 事務局    昨日、国会のほうを通った関係がございますので、これから全庁照会を

かけながら、そういった経済対策についても検討してまいりたいと思いま

す。 

〇 埼玉新聞   総合振興計画も始まって、上質な生活都市と東日本の中枢都市を目指す

ということなんですけれども、ポストコロナ、ウィズコロナの時代にちょ

っと私は東日本の中枢都市を目指すというのは、なかなか今はちょっと違

和感を感じるんですけれども、中長期的にはそうなのかもしれないですけ

れども、コロナに対応して今の考えはいかがでしょうか、どうされるんで

しょうか。 

〇 市  長   もちろんコロナ対応というのを最重点的に取り組んできておりますし、

金額ベースでもそういった予算計上させていただいていると思っています

が、ただ総合振興計画がスタートする年であり、中長期的な目標というこ

とも、いわゆる運命の１０年という言い方をしております。この１０年間

である程度道筋をつけていかなければいけないと思っておりますので、そ

の中で必要となる予算については計上をさせていただいているということ

です。 

〇 埼玉新聞   １０年、もしかしたらコロナで１０年苦しむかもしれませんけれども、

そういう予想というのはついているのでしょうか。 

〇 市  長   今後、新型コロナがどのぐらいの期間続くかということについては、こ

れはまだ誰も分からないところだろうと思っていますし、ただ、新型コロ
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ナの感染症が一定期間で課題を解決することになったとしても、経済の停

滞が続いてしまうというような状況もあったり、あるいは新たな感染症が

出てくるということも想定をされております。そういったことも想定しな

がら、長期的な視点で中長期的な対応、準備をしっかりと進めていく必要

があります。 

         しかも、私たちは基礎自治体でありますから、市民の皆さんの生活に非

常に密着している部分でありますので、そういった私たちが身近な自治体

としてやるべきところの予算を計上させていただいているということです。 

〇 埼玉新聞   それはもちろんそうなのですけれども、それは先ほど私言いましたけれ

ども、東日本の中枢都市を目指すということが、今コロナ時代に合うのか

ということを確認しているのです。 

〇 市  長   ウィズコロナとポストコロナということがあると思いますが、ウィズコ

ロナ、ポストコロナも含めて必要なことだと考えております。 

         特にアフターコロナの部分について言えば、コロナ時代というのはどち

らのことを指しているのか分かりませんけれども、ウィズコロナ、そして

アフターコロナの時代も含めて、特に都市づくり、あるいはインフラの整

備といったことについては、単年度ですぐできるものではありません。そ

して、一定の出せる金額というのは、年度ごとに考えると極めて限られた

ものになりますので、そういったところについてはやはり中長期的な視点

を持って、進めていく必要があると考えております。 

〇 産経新聞   産経新聞です。 

         今の質問に関連して、今年は新型コロナウイルスの感染状況というのは、

ワクチンの接種が近づいているとは言えまだ見えないということで、清水

市長にとっても異例の予算編成だったと思います。この先行きの見えない

状況の中で、今回の予算案を見ると五輪関係の予算も組み込まれています

けれども、見えない状況の中での予算編成という、この難しさというのは

市長としてどういうふうにお考えだったのでしょうか。 

〇 市  長   通常の予算編成ということの中でも、昨今は非常に厳しい財政状況の中

にございます。その中で、かなり優先順位をつけながら、私たちとしては

予算編成をしてきたつもりです。 

         その中で、今回コロナという状況の中で、これまで以上に国の支援など
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があるとしても、逆に今市税収入が１００億円近く落ち込むという状況の

中で対応しなければいけないということで、非常に私たちも頭を悩ませて

きたところです。ただ、例えばオリンピックの問題について言えば、オリ

ンピックを開催するという方向で準備が進められております。私たちは開

催地の一つでありますので、それを成功させていくためにしっかりと対応

していく必要があるということで、この辺はさせていただいております。 

         もちろん今年はいろいろな意味で、コロナの影響があらゆる事業に影響

を与える可能性がございますので、そういったことも十分に踏まえた形で

優先順位をつけ、そしてまたそれぞれの事業を行う上でも、そういった配

慮が十分なされた上での予算編成にさせていただいたところです。 

〇日刊工業新聞  日刊工業新聞社です。 

         当初予算編成の案のほうで、経済産業分野あると思うのですけれども、

この分野の中でとりわけ力を入れたい事業と、その理由についてお伺いで

きればと思います。お願いします。 

〇 市  長   先ほども少しお話をさせていただきましたけれども、１つは、今回新型

コロナウイルスの影響で飲食サービス業をはじめ、さいたま市にとっては

産業の割合の高い業種がかなりダメージを受けております。そんな中で、

私たちがウィズコロナ、そしてアフターコロナということを考えた中でも、

中小企業をもっとデジタル化を進めて接触機会を減らしていくとか、ある

いは経営効率を上げていく、あるいは生産性を高めていくための努力を、

ここでさらに強化をしておく必要があるだろうということで、中小企業の

コーポレートトランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーシ

ョンを進めようということで、特に中小企業向けの支援を拡充しようとい

うことで取り組んでいることが、まず私たちとしては大きなものの一つだ

と考えています。 

〇 朝日新聞   お聞きします。 

         まず、保育園です。今日の保育施設の整備促進のためのマンションとの

協議の話なのですけれども、まず、今までもずっと待機児童問題というの

がずっと続いてきた中で、以前の制度というのは平成２１年から、要は

１０年以上やってきて２件という、要するに全く意味をなしてなかった。

この間、全くそういう意味での、マンションがこれだけ建つ中で、ほかの
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市でもやっていると言われているような、こういった総合設計制度が導入

されなかったのは何ででしょうか、逆に言えば。 

〇 市  長   ご質問にお答えをしたいと思います。 

         １０年間取り組んできまして、もちろん当初は３００戸以上ということ

でお話をし、要請をし、そのうち２件はナーサリーという市が独自に認可

している施設はできたわけでありますけれども、やはりその中で、設置を

義務づけるものではありませんから、なかなかこれがうまくできなかった

という状況がございます。 

         その中で、ここ数年はどうすればそういった施設に、保育施設等を造っ

ていただけるのか、特に近年非常にマンションが増えてまいりましたので、

その中で検討してきて、そして今回このように新たな制度、事前協議を強

化するということと、さらにそれを誘導していくために、総合設計制度で

インセンティブを与えるという取組をやろうということになったというと

ころです。 

〇 朝日新聞   市長、それ答えになっていないですよね。今さっきの説明を繰り返して

いるだけで、何で今までここまで、これだけ待機児童問題がさいたま市の

大きな課題だといって、待機児童をゼロにすると言っているのに今までや

ってこなかったのかという、今まで何でこういうことを思いつかなかった

のかということを聞いているのに、同じ説明、こうやって、こうやって、

こうやって今回至りましたと言われたって、それ答えになっていませんよ。

どうして遅れたのかということです。 

〇 市  長   中身を検討してきたということです。認可保育所は、ご案内のとおりそ

のマンションの子供たちだけしか入れられないというものではございませ

ん。ですから、マンション側にとってのメリットをつけるだけで、それが

実現するのかどうかということも含めて、他市の事例なども含めて状況は

見ていたというところもあったと思います。 

         その中で、とにかく非常に待機児童が増えてきましたので、ちょうど４年

前は、さいたま市は一旦待機児童ゼロになりましたので、それ以後また増

えてきたということがありますので、継続してやってきたということであ

ります。 

〇 事務局    若干補足させていただきます。 
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         総合設計制度を活用した保育所整備の活用につきましては、国土交通省

のほうから平成２９年に自治体向けに通知をされまして、そのような形も

推奨されたといったところを踏まえまして、本日に至っている次第でござ

います。 

〇 朝日新聞   国交省が、要するに平成２９年度からということでお話をされたという

ことですね。市長、そういうことだそうです。 

         それから、今回の予算についてお聞きします。非常に財政状況厳しいと

いう説明もありましたけれども、市長が就任してから経常収支比率がずっ

と悪くなってきているんです。お分かりになりますよね。 

         市長は、これから１０年が人口のピークを迎えて、それから少子高齢化

という話ですけれども、扶助費が増えていくのはしようがないとしても、

ずっと市長の在任中に、そういう意味では経常収支比率が上がってきて、

財政の硬直化というのがどんどん進んできて、手を縛られているという状

況がどんどん、どんどん進んでいるわけです。これで少子高齢化に突っ込

んでいったらどうなるのか。政令指定都市で、市長が就任する頃は政令指

定都市の中でも経常収支比率上位だったんですよ、よかったんですよ。今、

十何位という下位です。要するに市長が就任してから、さいたま市の財政

は悪くなったというふうに感じられるのですけれども、その辺についてど

う感じますか。 

〇 市  長   経常収支の中身はご案内のことかと思いますけれども、扶助費を含めて、

いわゆる民生費と言われる部分が非常に増えていると。特に子育て支援に

関する経費、それから高齢者に関する経費、また障害者に関する経費など、

これは国の制度の改正なども含めて増えてきています。それで、さいたま

市としても、しあわせを実感できる都市をつくろうということで、それ以

外の項目はほとんど増加をせず、横ばいないし減少している中で、この民

生費をある程度の福祉というものの充実も図りながら、対応してきたとい

うことです。 

         ただ、経常収支比率については、これはさいたま市だけの問題ではなく

て、全体として非常に増えているという傾向はあろうかと思いますけれど

も、その中で私たちとしては、そういった市民の皆さんの民生的なサービ

スの部分を比較的重視をしてきたので、そういう結果となっていると言え
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ると思っています。 

〇 朝日新聞   さいたま市だけの問題ではないことは自覚しておりますけれども、政令

市の中で非常に順位が落ちているという、要するにだんだん比較的ほかの

自治体に比べてよくなくなっているという部分と、それから民生費の充実

は分かるのですけれども、今後一層そういうところに経費がかかるという

意味では、これをどう改善していくおつもりでしょうか。 

〇 市  長   これからについては、特に少子化、高齢化への対応ということが非常に

重要な視点になりますけれども、持続可能な福祉制度に当然少しずつ変化

させていかなければいけないと思っていますし、あと行政だけでできるサ

ービスの提供というのは限りがあろうかと思っていますので、市民の皆さ

ん、事業者の皆さんと連携をしながら、そういったより効率的、効果的な

サービスに少しずつ転換をしていくということも併せてやっていく必要が

あると考えています。 

〇 朝日新聞   分かりました。次に移ります。 

         今回の予算に、庁舎移転に関する予算は幾らか入っているのでしょうか。 

〇 市  長   入っておりません。 

〇 朝日新聞   市長は、今の在任期間中にある程度道筋をつけるというような発言をし

ておられました。ということは、それに向けて新年度に何かをアクション

を起こすという意味合いでも、何らかの予算がつくかというふうに我々も

思っていたんですけれども、ゼロというのはどういう意味なのでしょうか。 

〇 市  長   私は、方向性をお示ししますと申し上げました。 

         方向性をお示ししながら、議会でのご議論なども踏まえて、その後に段

階的に予算をつけていくということになっていくと思います。 

〇 朝日新聞   そうすると、在任期間中に方向性を示した後、新年度はそのボールを議

会に投げて議会で話をしてもらって、執行部としてはその間じっと待って

いると、こういうことですか。 

〇 市  長   そういうことではありませんが、１つは議会のご議論なども当然必要で、

私たちが勝手にどんどん進めていくということでもございませんので、方

向性を受けて議会の中でご議論をいただき、そして先に進めていくという

プロセスをしっかり私たちとしては取っていきたいというわけです。 

〇 朝日新聞   次、執行部がやるとしたら、何やることになりますか。 
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〇 市  長   当然調査費、方向性ですから、それを具現化していくためには基本構想

をつくったり、いろいろなプロセスがまだ必要です。そういったプロセス

を着実に踏んでいくということです。 

〇 朝日新聞   つまり新年度には、基本構想とか調査費とか、そういうものを使ったそ

ういう調査なり構想づくりというのはないということですね。 

〇 市  長   当初予算にはないということです。 

〇 朝日新聞   そうすると、来たるべき６月、９月とか、そのときには例えば議会の議

論を踏まえて補正でつけるという可能性があるということですか。 

〇 市  長   可能性としてはあろうと思います。 

〇 朝日新聞   議会からは、この予算案の内示を見て何の予算もついていないことに、

これどうやって前へ進めるのだという疑問の声も上がっていますが。 

〇 市  長   先ほど言ったとおりでございます。 

〇 朝日新聞   方向性を示すと、そういうことですか。 

〇 市  長   そうです。 

〇 朝日新聞   次に、今回の新規事業をいろいろ見ていた中で、大変こぢんまりした新

規事業が多い中で、１つだけハードではなくてソフトで目についたのが、

幼稚園の入園料の補助なんですけれども、これだけ何か１億を超える大型

予算になっていまして、別にそれ自体はほかの都市でもやっているんです

けれども、コロナで非常に逼迫して非常に予算のやりくりがしんどい中で、

何でこのタイミングで幼稚園の入園料補助というのをつけたのでしょうか。 

〇 市  長   さいたま市は、これまでも幼稚園に入園される方が、ほかの都市と比べ

ると非常に多い市でありました。６割、あるいは７割近い方が、いわゆる

未就学の子供たちについては幼稚園に通っている方々でありました。 

         最近は、保育所、認可保育所へのニーズが高くなってきている中であり

ますけれども、どうしても、国の制度の幼保無償化ということが始まって

いる中でありますが、その中でどうしても金額的な差額が一つのハードル

になっているということでありまして、それでその差額を、これによって

ゼロになるわけではありませんけれども、少しでも下げることによって、

いわゆる待機児童の減少にもつなげていけるのではないか、そしてまた幼

稚園という選択肢を持とうかどうか迷っている方々に対しても、そういっ

た選択の一つとして考えていただける要素になるのではないかと思ってお
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ります。 

         さいたま市は、これまでもこの待機児童、子育て支援をする上で、それ

ぞれのご家庭の教育方針であったり、あるいは経済環境であったり、様々

な環境の中で多様な保育、多様な選択肢を持てる市になろうということで

認可保育所も一生懸命整備をしてきましたけれども、それだけではなくて

幼稚園、あるいはナーサリー、それぞれ特徴があって充実した活動をして

いただいておりますので、そういった中で今回は幼稚園というところに、

この差額、入園料というところが大きなハードルになっていますので、こ

れを少し下げることによって、保育園をみんなが希望するというのを少し

でも歯止めをかけていって、その選択肢として検討がしてもらえるように

ということでやった制度であります。 

         これと、もう一つ併せてやっているのが、この送迎保育ステーションで

す。送迎保育ステーションの整備も幼稚園と、それから小規模保育所とを

連動させながらやっていくということです。 

〇 朝日新聞   要するに、無償化で入園のハードルは下がったはずだと思うんです、一

旦それで。さらに入園料を補助するということになれば、ますます幼稚園

に入りやすいという、環境整備整えるというのは分かるんですけれども、

それにしてもこの大変なときに、この新年度にこういう予算をつけるとい

うことが、なかなかちょっとほかの市でこの新年度につけるところがほか

にあるか分かりませんけれども、どうも今年度という、この新年度という

タイミングが何で急に、例えば来年でもよかったような気もするのですけ

れども、どうして今年なのでしょうか。 

〇 市  長   昨年度といいますか、今年度というか、待機児童が全国１位になったと

いうことを受けて、私たちとしては待機児童ゼロを目指して今年度やって

きたわけでして、その中で保育所の整備もやっておりますが、そういった

ものを多角的にやっていく中で、待機児童をゼロにしようということでや

ってきている取組でございます。 

〇 朝日新聞   市長選があるためのばらまきではないですか。 

〇 市  長   全く違います。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。お願いします。 

         予算の３つの柱の１つ目のコロナの関連なんですけれども、ここで上げ
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ていただいているところが、大半が去年から引き続いて行われているもの

で、ちょっと新規というふうには、実質的にはそういうものではないと思

うのですが、今回の当初予算のコロナ対策については、やはり去年行って

きたものを着実に実施するという姿勢を示したという理解でよろしいので

しょうか。 

〇 市  長   基本的には、そういう考え方です。それプラス、ワクチンの接種という

ことと、２つということになります。 

〇 ＮＨＫ    もう一点、こちらで病床の確保や患者の受け入れを行った医療機関等へ

の補助とあるのですが、これは陽性患者さんのことだと思うのですが、今

問題になっている陰性確認後、回復まで時間かかる方の後方支援病院の確

保というところについての補助については、何かご検討というのはされて

いらっしゃるのでしょうか。 

〇 市  長   現状として、いろいろな方法について検討しています。 

         特に非常に医療の逼迫状況がございますので、ただ、現状としてはまだ

来年度の当初予算には組み込んでおりません。 

〇 ＮＨＫ    あともう一点、犯罪被害者等の支援条例の件でお伺いします。 

         懇話会の中では委員の方々から、そもそもほかの自治体では、もう既に

条例はとっくに制定しているというようなところが多くて、さいたま市は

後発だというようなご意見がありました。今回４月、多分恐らくスタート

すると思うのですけれども、条例の制定時期が遅かったというふうにお考

えなのか、この時期が適切だったかどうかお考えをお伺いしたいというの

が１点と、あとは懇話会での委員からも、やっぱり後発だからこそ内容は、

ほかの自治体よりも充実すべきだというようなご意見が多数出されていま

した。実際今回出ている内容というのは、きちんと充実したものになって

いるというふうに市長自身はお考えなのか、お聞かせください。 

〇 市  長   提案する、制定するタイミングについては、決して早かったということ

は言えないと思っています。 

         ただ、その分今お話のあったとおり、できるだけ充実した形で政策をつ

くっていこうということで条例案をつくながら、もう一方でどういった政

策をやるかというところも、併せて一緒に詰めてきたところであります。 

〇 ＮＨＫ    どういった部分が充実しているというふうにお考えでしょうか。 
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〇 事務局    先行の政令市等、今回参考にさせていただいて、内容的にはほぼ同じよ

うな状況の内容にはなっておりますので、その辺大変充実させていただい

たということを、私たちのほうは考えております。 

         また、今後に関しては、その辺を十分踏まえながら直すところは直して

いくという形になってくると思います。 

         以上でございます。 

〇日本経済新聞  それでは、そのほかに質問がある方はお願いします。 

         どうもありがとうございました。以上をもちまして本日の記者からの質

問を終了させていただきます。 

〇 進  行   以上をもちまして市長定例記者会見を終了させていただきます。 

         なお、次回の開催は３月４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４４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。 

 


