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さいたま市長定例記者会見 

令和３年３月２５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共同通信社さん、進行をよろしくお願い

いたします。 

〇 共同通信   ３月の幹事社を務めます共同通信と申します。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

いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         ３月８日、ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング２０２１関東版において、

大宮が４位、浦和が８位、さいたま新都心が１５位にランクインされまし

た。昨年の浦和１０位、さいたま新都心１９位からさらに順位が上がり、

誇りに思います。 

         さらに分析しますと、「夫婦＋子ども」世帯では、大宮４位、浦和５位、

さいたま新都心７位という結果でした。子育て中の方からのご支持をいた

だいたことは、本市の教育施策や「子育て楽しいさいたま市」等を評価い

ただいてのことと感じています。 

         本市は、今年５月１日、誕生２０周年の節目を迎えます。今後も市内外

の皆様や企業の皆さんから選ばれる都市となるためにも、さいたま市とい

えば「日本一、住みやすいところ」といった都市イメージが全国に広がる

よう、上質な生活都市の実現に向けて邁進してまいります。 

         さて、新型コロナウイルス感染症について、埼玉県を含む１都３県の緊

急事態宣言が３月２１日で解除されました。しかしながら、本市を含む埼

玉県は新規陽性者数や療養者数が完全に下がりきっていない状況です。春

を迎えるこの時期、例年であれば様々な行事が行われるところですが、こ

れまでの皆様の努力を無駄にしないためにも、飲食を伴う花見、謝恩会、

歓送迎会などはお控えいただき、引き続き感染防止策の徹底にご協力いた

だきますようお願いいたします。 
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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。 

         最新の本市の感染状況については、３月２３日時点で市内の検査で陽性

が判明した方が累計で４，９６３名、うち調査中を含む感染経路不明者が

２，２１７名、同日現在の陽性率は５．４％となっています。直近１週間

の新規陽性者数は１３２名です。 

         週別の集計を見ますと、１月中旬以降、減少が継続していましたが、２月

下旬に下げ止まり、この３週間で見ますと、微増から横ばいという状況で

す。感染の効果的な予防や再拡大の予兆をつかむため、引き続き高齢者や

障害者の入所施設、病院等へのＰＣＲ検査を行うなど、しっかりと感染防

止対策に取り組んでまいります。 

         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、３月２０日時点で療養中の方が合計３０１名です。１週前の

３２５名に比べ微減となっています。また、３月はこれまでに９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

り申し上げます。 

         直近１か月の感染状況を見ますと、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約６割と最も多い状況です。年齢別で

は、２０歳代が最多となっており、次いで３０代から５０代の社会・経済

活動の活発な方の割合が高い状況になっています。 

         緊急事態宣言は３月２１日で解除となりましたが、すでに新規感染者の

発生については増加の動きも見られる状況です。市民や事業者の皆様のこ

れまでの努力を無駄にしないためにも、感染を再拡大させないという強い

危機感を持って防止対策に取り組んでまいりますので、皆様におかれまし

ても、３密の回避、マスクの着用、せきエチケット、手洗い、うがいなど、

引き続き基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いいたしま

す。 

         また、例年であれば、この時期は卒業、入学、入社、花見など様々な恒

例行事が催されます。これまでにもお伝えしてまいりましたが、皆様にお

かれましては、行事に伴う宴会等についてはお控えいただき、感染防止対

冒頭説明：本市の新型コロナウイルス感染症の状況及

びワクチン接種について 
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策にご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

         次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業について説明します。まず、

本市におけるワクチンの供給見通しですが、４月中に高齢者用ワクチン約

１，５００人分が届くことになります。しかしながら、本市在住の６５歳

以上の方は約３０万人おられますので、この供給量は非常に限定的な量だ

と考えています。このため、高齢者の中でも特に感染リスクが高いと考え

られる高齢者施設の入所者・入居者を対象として、施設での接種から実施

してまいります。 

         ４月５日の週に届く２箱のワクチンについては、４月１２日以降に接種

する予定です。４月２６日の週に届くワクチンについても、高齢者施設の

入所者・入居者に優先的に接種する予定です。それ以降も当面は高齢者施

設の入所者・入居者を優先して実施していきます。その後、ワクチンの供

給状況がはっきりしましたら、ご高齢の方から段階的に接種券を送付しま

す。市内約２７０の医療機関での個別接種を開始する予定でございます。 

         続きまして、高齢者等の接種場所について説明します。接種方法につい

ては３つございます。まず高齢者施設で、施設入所者・入居者を対象に施

設で接種を行います。次に、個別接種につきましては、現時点で約２７０か

所の市内の病院及び診療所等で接種ができるよう調整を進めています。 

         最後に、集団接種会場ですが、現在予定している集団接種会場は、こち

らの表のとおりですが、ワクチンの供給状況を見ながら、当初は高齢者向

けの接種として６月か７月以降から開始することを現時点では想定してい

ます。１０区の区役所をはじめとする公共施設のほか、４つの民間施設等、

イオン大宮西店、芝浦工業大学大宮キャンパス、ロイヤルパインズホテル

浦和、浦和競馬場にもご協力をいただいて集団接種を実施する予定です。 

         ４つの民間施設の皆様には、夏の暑さが厳しい季節の接種を勘案して、

施設利用が可能な日程でご協力いただく予定です。この４つの事業者及び

施設管理者の方には、この場をお借りしまして、改めてご協力をいただく

予定となったことに対して御礼を申し上げます。各会場の開設日程等が決

定しましたら、ホームページや申込みのウェブ等を通じて、市民の方々に

公表していきます。 

         なお、各集団接種会場の場所や日程等については、今後のワクチンの供
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給状況により変更となる場合もありますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。引き続き、国や埼玉県からワクチンに関する各種情報収集

を行いつつ、市民の皆様に安全に、そして円滑に接種いただけるよう鋭意

準備を進めてまいります。 

         次に、ワクチン接種から話題は変わりますが、コロナ禍により家計が急

変し、生理用品が購入できない、また買ってもらえない子どもたちを支援

するため、全ての市立学校に生理用品等の購入予算を配当し、学校保健室

に生理用品の備蓄を増強して、必要とする子どもたちに配布できるように

します。全ての市立学校において今月末までに配備を完了する予定です。

学校保健室に生理用品を備蓄し、プライバシーに十分配慮しながら、必要

とする子供たちに無償配布します。 

         また同様に、コロナ禍により家計が急変し、生理用品を購入できない市

民の方を支援するため、各区役所において用品を準備しまして、必要とす

る方に配布できるようにします。４月５日から各区役所の保健センター及

び福祉課において無償配布を実施いたします。 

         本件は、市議会議員の有志からも緊急要望を受けております。これらの

取組をきっかけとして、さらにきめ細やかな相談に努めてまいります。 

          

 

続きまして、議題１です。大宮ＧＣＳプラン２０２０の策定について報

告します。 

         本プランは、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」を実現化

し、東日本の玄関口である大宮のまちづくりを推進するためのものです。

策定にあたりましては、大宮グランドセントラルステーション推進会議や

各部会等で議論を重ね、パブリック・コメントを実施しながら取りまとめ

を行ったものです。 

         まず、大宮ＧＣＳプラン２０２０の位置づけですが、「大宮駅グランドセ

ントラルステーション化構想」は、大宮の果たすべき役割を踏まえた整備

の方針、また整備方針を踏まえた具体的な取組内容について取りまとめを

行っています。大宮ＧＣＳプラン２０２０については、構想を具体化し、

実現可能なものにしていくための計画として位置づけています。 

市長発表：議題１「大宮ＧＣＳプラン２０２０を策定

しました」 

を開始します 



 
5 

         「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」の対象エリアのうち、駅、駅周辺交通

基盤及び駅周辺街区からなるターミナル街区を概ねの対象エリアとしてい

ます。ターミナル街区のうち、基盤整備が遅れている東口が中心です。 

         大宮ＧＣＳプラン２０２０は、大宮ＧＣＳプラン２０２０の方向性、ま

ちづくりガイドライン案、個別整備計画の３つのパートで構成されていま

す。「まちづくりガイドライン」につきましても、社会情勢を踏まえ、適宜

見直しを図ります。「個別整備計画」は、テーマ別検討等によって深度化・

実現化を図ります。 

         次に、大宮ＧＣＳプラン２０２０の方向性についてです。「まちづくりの

前提となる視点」として、大宮の特性やまちづくりの課題を整理した上で、

「大宮のまちづくり戦略」として「社会基盤」「環境」「経済」の３つの分

野で戦略を立てています。 

         「まちの将来像」は、大宮の将来の姿について、街なかでの人の活動や、

氷川神社・氷川参道といった地域資源と大宮駅とのつながりに着目をして

描いています。 

         次に、まちづくりガイドライン案についてです。ガイドラインの目的と

しては、各種基盤整備や民間開発を実施する際のルール、公共貢献による

容積率の緩和など、都市計画の運用の指針とすることです。 

         ガイドラインの中では、都市空間形成の目標として６つの目標を定めて

います。その目標の下に２４の整備の指針と４５の方策を掲げています。 

         回遊性に関する方策として、「ロの字ネットワークの形成」と「交流広場

の整備」を掲げています。ロの字ネットワークは、新東西通路や南北通路

を整備することで、駅と街とのアクセス性の向上や賑わいの連続性を図り

ます。 

         交流広場は、まちと駅、まちと人とをつなぐ新たな基盤である「（仮称）

アーバン・パレット」を構成する要素となっています。地域の夏祭りやス

ポーツイベントでのパブリックビューイング等に活用できる空間として位

置づけています。 

         大宮駅東口の交通広場としては、現在駅前広場として利用している面積

より大きい面積が必要となり、周辺街区の権利者の協力なしには整備がで

きません。さらに、人の歩行や滞留する空間も確保していく必要があるこ
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とから、交流広場の中で官民連携によって適切な規模を確保していきたい

と考えています。 

         交流広場の６，０００㎡の規模感としては、現在の東口駅前広場のロー

タリー部分が約５，５００㎡で、そういった規模をイメージしています。 

         次に、景観に関する方策です。これは、「視点場の計画」や「シンボル性

の高い都市軸の整備」、「大宮らしい路地空間の承継」を掲げています。鉄

道路線を一望できる視点場の整備やまちの象徴となる都市軸の整備、また

大宮を象徴するシンボル性の高いランドマークを創出していくことを位置

づけています。 

         具体的にどのようなランドマークとしていくかは、次年度以降、周辺の

建築計画の検討の進捗と合わせて検討を進めてまいります。街路幅員や店

舗等の用途制限により、大宮らしい路地空間の承継を位置づけてまいりま

す。 

         次に、個別整備計画についてです。個別整備計画は、構想実現案、駅改

良計画、道路整備計画、交通需要マネジメントの４つの計画から成ってい

ます。構想実現案は、交流広場、地下車路ネットワークについてです。ま

た、駅改良計画は新東西通路、ロの字ネットワーク、東武大宮駅改良につ

いて記載しています。 

         また、道路整備計画は中山道の地下バイパス化、大宮岩槻線の４車線化

について、交通需要マネジメント計画は地域全体に関する駐車場地域ルー

ル等についてです。 

         このほか、各民間開発街区においてまちづくりの検討が進んでおり、こ

れらの個別計画は民間まちづくりと連携しながら実現化を図ります。 

         今後のスケジュール案について紹介します。今後は、コロナなどのプラ

ンに現在欠けている視点について有識者から提言を受けつつ、個別プロジ

ェクトチームにて引き続き個別整備計画の深度化・実現化を検討していき、

関係者との合意形成の図られたものから説明会等をはじめとする都市計画

関係の手続に着手したいと思います。 

         最後に、実証実験の開始についてお知らせします。緊急事態宣言により

開始を延期していました「シェア型マルチモビリティ」の実証実験を３月

２３日火曜日から開始しています。大宮駅・さいたま新都心周辺地区を対
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象に、民間主体で複数のモビリティを選んでシェアするサービスを提供し、

移動の利便性向上を目指す取組です。 

         ３月２６日金曜日と２７日土曜日には、さいたま新都心バスターミナル

において、これらのモビリティの試乗会を実施します。新型コロナウイル

ス感染症への対策に十分留意して実施するので、興味のある方は事前登録

の上、ぜひご参加いただきたいと思います。 

         私からは以上です。 

 

 

 

 

 

 

〇 共同通信   それでは、今月の幹事社質問が先ほどの市長の説明と関連しているとい

うことで、先に行わせていただきます。 

         １点目、先ほどおっしゃったように、さいたま市内の感染者も微増傾向

にあります。各地でリバウンドが懸念されているんですけれども、さいた

ま市でさらなる感染防止対策が検討されていれば教えてください。 

         ２点目、これから本格的に春を迎え、お花見のシーズンになります。飲

食を伴う花見による感染拡大も懸念されていますが、さいたま市でも幾つ

かお花見の名所があると思うのですが、都内とかでは一部立入禁止のエリ

アを設けるなど対策をされていますが、さいたま市ではそういった具体的

な何か対策を検討されているのかお伺いします。 

〇 市  長   幹事社質問にお答えします。 

         ３月２１日をもって緊急事態宣言が解除されましたが、冒頭で説明した

とおり、新規陽性者数は本市を含む埼玉県全体において増加の動きも見ら

れる状況にあり、感染の再拡大が懸念されています。再拡大を防ぐため、

何度もお伝えしていますが、市民の皆様には引き続きマスクの着用や手洗

い、アルコール消毒、換気、３密の回避など、これまで行ってきた基本的

な感染対策の徹底をお願いします。 

         また、今回の宣言解除に伴い、国からは再拡大防止のための様々な対応

幹事社質問： 

①新型コロナウイルスに対する市のさらなる感染防

止策と市民への呼びかけ 

②市内の花見の名所となっている公園の封鎖や一部

エリアの立ち入り禁止など具体的な対策ための取組 
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が示されています。特に本市におきましては、クラスターの発生が見られ

る高齢者施設等での感染防止が重要と考えており、高齢者や障害者の入所

施設で実施しているＰＣＲ検査について、より多くの方に検査を受けてい

ただけるよう、改めて施設に呼びかけを行っています。 

         また、高齢者入所・入居系施設で感染者が発生した施設に対して、感染

対策の動画のＤⅤＤ、感染対策チェックシートの配布を行うとともに、来

年度においては、市内の介護保険事業所に向けた集団指導の場を利用した

講習会等で感染症対策の周知を行います。 

         変異株への対応としては、健康科学研究センターで行う行政検査につい

ては、１月29日から全ての新規陽性患者について変異株の疑いがあるかど

うかを調べるスクリーニング検査を行っており、国立感染症研究所に検体

を送付して変異株かどうか確認する体制をつくっています。今後民間の検

査機関等の検体も含め、十分の変異株の検査が行えるよう検討を行ってい

きます。 

         さらに、今後の感染予防の決め手となるワクチン接種については、４月

５日の週に最初のワクチンが届く予定となっており、高齢者については県

内で最も早い４月の中旬より、高齢者施設から順次接種を実施します。そ

の後もワクチンの確保ができ次第、個別接種についても速やかに接種がで

きるよう準備を進めてまいります。 

         今後とも、ワクチン接種を含め、引き続き市報やホームページ、またＳ

ＮＳを活用した情報発信を通じた感染防止策の呼びかけを行っていきます。

市民の皆様には、改めてご協力をお願い申し上げます。 

         続きまして、２つ目のご質問、花見の時期を迎えた具体的な対策の検討

についてお答えします。 

         市内の桜は満開となり、今まさに見頃を迎えています。市内には花見が

楽しめる公園等が幾つもありますが、例年どおりの飲食を伴う花見を行う

と感染リスクが高まります。本市では、市民の皆様に飲食を伴う花見を控

えていただくため、市ホームページへの注意喚起の掲載文、また公園内に

宴会の自粛をお願いする看板を掲示しています。 

         加えて、３月２０、２１日から既に開始していますが、桜の花の見頃を

迎える２７、２８日頃まで、感染防止対策が行われているかを把握するた
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めに、指定管理者によるパトロールを実施します。桜を観賞することや公

園の利用を禁止するものではありませんので、ご近所の公園などを散歩し

ながら御覧になるなどの楽しみ方をしていただきたいと思いますが、飲食

を伴う花見はお控えいただくようお願いします。今年も大変ご不便をおか

けいたしますが、再度の感染拡大を防止するためにも、ご理解・ご協力を

お願いします。 

         以上です。 

 

〇 共同通信   加えて１点質問なんですが、先ほど生理用品の無償配布の話があったん

ですが、それは何校に対して。豊島区では防災備蓄用のナプキンを約２万

個配布するということなんですけれども、さいたま市は何校に対して幾つ

配布するのか、また新年度の予算でということなのでしょうか。 

〇 事務局    市内１６８校全ての学校に配布する予定です。物の配布ということでは

なくて、各学校に２万円配当しまして、それで生理用品等を購入するとい

うことです。予算については、今年度予算で執行します。 

〇 共同通信   各社さんから市長からの説明について何か質問はありますでしょうか。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         花見の関係については、パトロールされるということですけれども、何

らかの注意というか、飲食はやめてくださいと呼びかけるのか、それとも

パトロールだけになるのでしょうか。 

〇 市  長   （飲食を伴う）花見をしている場合には、お控えくださいというような

お声掛けをしています。 

 

〇 埼玉新聞   ワクチン接種の話ですけれども、集団接種会場は１７か所でよろしいで

すか。１８か所ですか。 

〇 事務局    各区役所で実施いたしますが、南区役所のところが老人福祉センターと

２つ書いてあるのですが、これで１か所と考えていただきまして、今確定

しているのが合計で１８か所になります。 

〇 埼玉新聞   スケジュールなのですけれども、４月５日に来る分は４月１７日以降・・・ 

〇 市  長   翌週から早いタイミングで打っていくことになります。 

その他：生理用品の無償配布について 

幹事社質問に関する質問 

その他：ワクチン接種について 
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〇 埼玉新聞   ４月２６日の分も翌々週になるんでしょうか。 

〇 市  長   基本的には（ワクチンを）いただいた週の翌週の中でできるだけ早くス

タートできるように準備をしています。 

〇 埼玉新聞   一般の方の先ほど６月か７月という表現だったんですけれども、ワクチ

ンの供給量も影響がありますけれども、どれくらいというふうに目途を示

していて、接種券の送付はいつ頃というふうに見ているんでしょうか。 

〇 市  長   ５月の段階でどのぐらいの（ワクチン）数がさいたま市に来るかという

ことがまだはっきりしていません。それがはっきりした段階で、できれば

高齢者施設の施設接種と、個別接種もできるだけ早いタイミングで始めた

いと考えています。いずれにしても、数が確定した段階でお知らせし、ス

タートの時期を判断していきます。ですので、６月よりはもう少し早くや

りたいけれども、（ワクチン）数が見込めてこないと予約も受けづらくなり

ますので、そういったことを見据えながら、分かった時点ですぐ対応がで

きるような準備を進めています。 

〇 埼玉新聞   あと、接種券は以前は３月下旬に発送するというお話だったのですけれ

ども、いつ頃の発送になるのでしょうか。 

〇 市  長   これも（ワクチン）数がある程度見えた段階で発送させていただくと。

券が届いてもいつから予約ができるかが分からないとかえって不安を与え

ることになりますので、その辺りの見通しが立った段階で、重症リスクの

高い高齢者の方々から随時送って、予約を受け付け、接種していきたいと

思います。 

〇 朝日新聞   今のワクチン接種のことでちょっと分からないんですけれども、ここに

書いてある文言を読みますと、段階的に接種券を送付しとあるのですけれ

ども、今市長言われたように重症リスクの高い人から接種券を配付する、

そういう意味なのか、それとも例えば年齢で区切って、８０歳以上を先に

するとか、そういう順番の話なのか、この段階的という意味がよく分から

ないというのと、それから個別接種を開始して、その後集団接種を開始す

るという、この２段階方式、これもよく分からない。なぜそういう一斉に

受けられる仕組みを整えないのか。人によっては集団接種で受けたいとい

う人もいらっしゃると思うんですけれども、これはどういう意味なのか、

ちょっと分かりませんが。 
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〇 市  長   まず、段階的にということについて言います。これも（ワクチン）数に

よってきますので、年齢で細かくは分割しませんけれども、多少大きく分

類して、さいたま市の場合（高齢者が）３０万人以上いますので、その方

に一斉に送るというよりは、リスクの高いところから送っていくというこ

とで段階的にと申し上げております。 

         まずは施設接種をやって、それから個別接種もスタートしていきますけ

れども、これもワクチンの数によって、そのうちどのぐらいを集団接種に

持っていけるのかという課題もあります。個別接種を一つの柱にして、そ

こで対応できない方々について集団接種ということで考えていますので、

まずは個別接種をスタートさせていくと。ある程度ワクチン数がどのぐら

い来るかというのが見えませんと、集団接種をどの段階でスタートができ

るのかについて現時点では申し上げられないという意味です。 

〇 朝日新聞   さっきリスクの高いという段階的という話ですけれども、それは基礎疾

患の有無ということで判断して段階的に送付するという話なんですか。要

するに保健所は高齢者の接種のどの情報に着目して段階的にというふうに

やるのか、それは基礎疾患の有無を、プライベートな部分ですけれども、

保健所が把握しているという意味ですか。 

〇 市  長   年齢なのか基礎疾患云々なのかについては、年齢を想定しています。た

だ、細かい年齢というよりは、例えばですけれども、６５歳から７５歳と

７５歳以上というような大きなくくりでリスクの高いところから送ってい

くという考え方も検討しています。ワクチンの量がどのくらい来るのかに

よって、それらについての考え方も少し変化が必要かもしれませんけれど

も、基本的にはそれぐらいのくくり方で段階的にお送りして、予約を取っ

て接種していくことを検討しています。 

〇 朝日新聞   それと、この集団接種会場ですけれども、印象として基本的に１０区の

区役所というようなイメージが結構膨れたと思うんですけれども、さいた

ま市としては個別接種の人と、それから集団接種の人をどのくらいの、高

齢者に関して、どのぐらいの割合と想定しているんでしょうか。 

〇 事務局    個別接種と集団接種の割合については、集団接種を約２割と考えていま

す。 

〇 朝日新聞   ２割というのは、３４万の２割という意味なのか、高齢者施設とか、そ
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ういうのを除いて、いらっしゃる方を除いていという意味でもう少し少な

いのか、そこはどうなっていますか。 

〇 事務局    高齢者を約３０万人と考えていまして、そのうちの当面の接種率を約

７０％と見込んでおり、それが約２１万人であり、その方のうちの約２割

と考えています。 

〇 朝日新聞   それから、先ほどの生理用品の関係で追加でお聞きしたいんですけれど

も、本年度予算のどういう費目で幾らを想定していらっしゃるのかという

ことと、それからすみません、個数についてちょっと聞き取りにくかった

ので、もう一度教えていただけますか。１６４校か１００校かの中の要す

るに各校何個ずつみたいなところを教えてもらえますか。 

〇 事務局    市内全ての学校１６８校になります。個数については、物を配るという

よりも、各学校に２万円医薬材料費として配当して、各学校で個々に準備

することになっています。 

〇 朝日新聞   今年度の予算は余っているんですか、その分について。 

〇 事務局    今年度の予算、医薬材料費で執行しない部分があったので、それを利用

したいと考えています。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         高齢者施設の入所者・入居者から接種開始ということですが、入所者・

入居者自体は何人ぐらいと想定して、または把握しているのでしょうかと

いうことと、その方たちには接種券というのは送付はしなくていいのかと

いうことをお聞きしたいんですが。 

〇 市  長   それは、最初の段階での人数ということですか。 

〇 毎日新聞   全体の。 

〇 市  長   高齢者施設の全体の数ということですね。 

〇 毎日新聞   そうですね。というか、優先的に。同時進行もあるかもしれないですけ

れども、まず優先的にやる人数、イコール全体の人数になるかどうかとい

うのも含めて、全部で何人いるけれども、最初１，５００人…… 

〇 市  長   これは、全て高齢者施設（の入所者・入居者）になります。その後、５月

の段階でワクチンがどのぐらいの人数分来るかによって、高齢者施設と、

場合によれば高齢者の方々の個別接種もどこかの段階でスタートしていき

たいと考えています。 
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〇 毎日新聞   接種券の件は。 

〇 市  長   それは当初の。４月の段階のですね。 

〇 事務局    ４月の段階は、高齢者施設に入所している１，５００人分に関しては送

付いたします。 

〇 毎日新聞   あと、高齢者施設の入所者というのはもっと多くいると思うのですけれ

ども、その中の優先順位って何か決める基準みたいなものはあるんでしょ

うか。 

〇 事務局    介護度が高い施設とか、そういったところを早くやっていきたいと考え

ています。 

〇 毎日新聞   あと、集団接種会場についてなんですが、この表で２５日時点と書いて

あるのですが、これは今後も増える可能性があるというふうに考えている

のかということと、あとこの施設の全部例えば駐車場使うとか野外じゃな

くて、屋内でやるという考えでいいんでしょうか。 

〇 市  長   今回発表したところが基本であり、いろいろな状況によって、増やした

り減らしたりする可能性はあります。それから、屋内か屋外かということ

ですが、（ワクチン接種は）夏場に入ってきます。また、雨の心配もありま

すので、基本的には屋内を想定して候補を選んでいます。 

〇 毎日新聞   民間施設の４つも高齢者から使うということなのか、それとも前おっし

ゃっていた若い人で土日しか来られない人、そういう人から使うのかどう

かというのはどうですか。 

〇 市  長   これもワクチンの数にもよってきますが、恐らく集団接種ができるのが

６月近くになってしまうだろうと想定していますが、その段階だとすると

高齢者の接種から使えるだろうと思いますが、これもワクチンの数の状況

によって変化する可能性があります。 

〇 毎日新聞   今のに関連して、この民間施設４つを、もちろん相手方との調整もあっ

たので、その関係もあると思うんですが、この４つにした理由とか、この

４つが使いやすいであろうと思った理由、あとちょっとさっきの話に戻る

んですけれども、やっぱりちょっと広くて、結構若い人でも行きやすいと

いうイメージがあるのですけれども、そういう若者とかを割と想定したと

いうところもメリットの一つとして考えて選んだのか、その選んだ理由に

ついてお聞きしたいんですが。 
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〇 事務局    個別接種の医療機関が少なめのところがどうしてもありまして、そこに

会場を設けたいという思いがありました。区役所は市民の方になじみのあ

る施設ということで、土日の会場として選定していますが、それだけだと

地域的な差を埋められないところがありまして、イオンとか芝浦工大さん

などはそういった観点で選んでいます。あとは、広い会場があって、夏場

も空調などがきちんとあってというところで、ご理解いただけた会場を選

定しています。 

         先ほどのご質問でつけ加えさせていただきます。施設をどんなふうに選

定しているかについてですが、ワクチンが極めて限定的ですので、要介護

度が高い方が多く入所して、かつ施設及び接種をお願いする医師会等の先

生方と調整がついて準備が整ったところから接種を開始することを考えて

います。 

〇 毎日新聞   今のお話で、集団接種会場については分かりました。施設の話で、その

接種する先生というのは、基本的に医師会にお願いして派遣するみたいな

形なんでしょうか。それとも、何か施設にいるお医者さんに頼むという形

もあり得るということなのでしょうか。 

〇 事務局    施設によって、嘱託医という方がいらっしゃいますけれども、今の時点

で嘱託医が接種実施医療機関になっている先生であればすぐに接種にとり

かかっていただけますが、今の時点で接種医療機関になっていない先生で

すと、その後また契約とか登録とかいろいろな手続がありますので、まず

はそういった準備が整っているところからと考えています。 

〇 東京新聞   東京新聞です。 

         今の集団接種のお話で確認させていただきたいんですが、例えば民間施

設４つありますけれども、これは高齢者等の集団接種会場として使い始め

て、その後一般の方もずっと対象とするという考え方なんでしょうか。 

〇 市  長   民間施設ですので、いろいろなご予定もありますので、１年間ずっとと

いうことはなかなか難しいと思っています。民間施設側のご都合なども調

整しながらということになると思います。ただ、この４つの施設は比較的

分かりやすい場所で訪れやすい、車なども停められるような場所になって

いますので、可能であれば継続して使わせていただければありがたいと思

いますが、スケジュールとかは今後詰めていきたいと思います。 
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〇 東京新聞   比較的に集団接種は土日が中心ということだったのですが、大学はお休

みだと思うんですけれども、ホテルとかは大丈夫なのかなと。そういう調

整はなさったと思うのですけれども、一般の方の使用と分けて使えるぐら

いのスペースがあるということですか。そこをまず優先順位として考えた

ということですか。 

〇 事務局    大学などはお休みの日だと思うのですが、そのほかの商業施設等とかは、

一般の方と動線が混ざるということがありますので、十分にその辺りを確

認して、どういった形で動線を分けるかといった具体的なレイアウトなど

はこれから詰めるところですけれども、安全に配慮してできるような形を

考えています。 

〇 東京新聞   あと、民間なので、借りたりする費用が発生するかなと思うのですが、

この費用は新年度予算に入っていましたか。今後どうされる予定なんでし

ょうか。 

〇 事務局    新年度予算に入っています。 

〇 東京新聞   何費として上がっていましたか。 

〇 事務局    基本的には委託料です。 

 

〇 東京新聞   あと、ちょっと先ほどの生理用品のことでお聞きしたいんですけれども、

学校の保健室の話をちょっとおっしゃっていたかと思うんですけれども、

学校の保健室って今まで備蓄していなかったのでしょうか。 

〇 事務局    保健室にも今までも備蓄はありました。 

〇 東京新聞   けれども、よりたくさんということですか。 

〇 事務局    はい、そのとおりです。そんなに現在のところ希望者というか、需要は

ないんですけれども、今後増える可能性もあるということで、さらに増強

しました。 

〇 東京新聞   これもし２万円を各校で大規模校とかで使い切っちゃったという場合は、

また追加で予算つけたりするという方向ですか。 

〇 事務局    使用状況等を見ながら調整していきたいと考えています。 

〇 東京新聞   実際に把握されているところで、貧困で使用状況が増えているとか、そ

ういうのを把握されて導入されるのか、市議会議員さんも申入れがありま

したけれども、現状どう見ていらっしゃるんでしょうか、市として。 

その他：生理用品の無償配布について 
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〇 事務局    現状としては、そんなには保健室には来ていません。聞いた学校、数校

によりますと、月１件あるかないか、あっても二、三件と聞いています。 

 

〇 産経新聞   産経新聞です。 

         新型コロナウイルスワクチンの高齢者向けの接種に関しまして、接種を

担当される医療従事者の方々、この医療従事者が、従来からまだ医療従事

者自身が打てていない段階で高齢者に打つということは、リスクの説明な

どができないから不安を覚えるという話が従前からありまして、今回さい

たま市でこういう場所と時期を示していただきましたけれども、この接種

を担当される医療従事者の方々は、ワクチンを接種した方を充てるという

方針で今考えていらっしゃるのか、ちょっとその辺りをお伺いできますで

しょうか。 

〇 市  長   最初の部分でいえば、基本的には（ワクチンを）打っている方にできる

だけやっていただこうと考えていますが、医療機関への医療従事者へのワ

クチンの接種は、埼玉県の（施策）で打っています。市内の部分について

は市立病院等で一部やっていますので、できるだけ（ワクチンを）打って

いる方にやっていただくほうが望ましいと思っています。 

〇 産経新聞   １００％必ずしもコロナのワクチンを打っていないお医者さんが高齢者

に打つという状況も想定されるということなのでしょうか。 

〇 市  長   最初の段階では、（ワクチンを）打っている（医師）ということになると

思いますが、その後、施設接種が続いてきた場合には、その後の医療従事

者の接種状況によっては、いろいろなケースが出てくるかもしれないなと

思いますが、ちょっとその辺は担当のほうから。 

〇 事務局    （ワクチンを）打っている方がやるほうが望ましいとは思いますけれど

も、実際に接種される方というのは、医師会のほうで選んだ施設の関係の

先生ですので、それは医療サイドで適宜判断されるということなので、（ワ

クチンを）必ず打った人にやってほしいということではありません。 

 

〇日本経済新聞  日経新聞です。 

         先ほどの生理用品のことに関してなんですけれども、学校だけでなくて、

保健センターとか区役所でも配布するということで、結局全体的な予算と

その他：ワクチン接種について 

その他：生理用品の無償配布について 
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しては幾ら確保されているのか教えてください。 

〇 事務局    全体ではなくて、学校以外の部分になりますが、各区役所で配布する分

については各区５万円、合計１０区で予算額５０万円です。 

〇 事務局    学校につきましては、１つの学校２万円、１６８校ですので、３３６万

円です。 

〇日本経済新聞  そうしますと、今の５０万円と３３６万円を足した額が全体の予算とい

うことでよろしいでしょうか。 

         あと、細かいのですけれども、さっきの１６８校というのは小学校の数

ですか、中学校も含まれるんでしょうか。 

〇 事務局    小学校は１０４校、中学校５８校、高等学校が３校、中等教育学校が１校、

特別支援学校２校です。 

〇日本経済新聞  今後も状況を見ながら、予算を来年度等にもつける可能性があると考え

てよろしいのでしょうか。 

〇 事務局    状況を見ながら判断してまいります。 

 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫと申します。 

         ワクチンの集団接種会場のことでお尋ねします。民間の施設についてな

んですけれども、基本的には区役所とか区の施設をまずは優先的に実施場

所として、それで足りない場合に民間施設を使うという考えでよろしいん

でしょうか。 

〇 市  長   先ほども担当からお話ししましたが、個別接種と、区役所で集団接種を

行うのが基本ですけれども、それだけですと地域的に偏りがある区があり

ます。それを補うために、あまり近くに打てる場所がないようなところを、

民間の施設を活用して、できるだけ近くで打てるような状況をつくりたい

ということで民間施設にお願いして、またご理解をいただいて、会場設定

しました。 

〇 ＮＨＫ    そうすると、ワクチンの供給量次第で民間の施設は使わない可能性もあ

るということはなくて、基本的にこの４つの施設も使われるということで

すかね。あとは、この４つの施設のどこの場所を使うかというのは、もう

具体的に決まっていらっしゃるのでしょうか。 

〇 事務局    ４施設に関しては、会場の視察も済ませていますが、具体的なところは

その他：ワクチン接種について 
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まだ確定していません。 

〇 ＮＨＫ    費用については、大体民間の施設全部で合わせてどれぐらいの費用、お

借りした場合にどれぐらいの費用かかるというふうに今想定しているのか

ということと、あとはいずれも一部のところは、うちを使ってほしいとい

うようなお声があったというふうに聞いているんですけれども、いずれも

先方から使ってほしいというお話があって、こちらも選んだということで

よろしいんでしょうか。 

〇 事務局    全てが申出いただいてということではなくて、申出いただいたところも

あれば、こちらからお願いに行ったところもあります。 

         施設をお借りする費用ですが、まだワクチンの供給状況によって、民間

施設では何日間できるかというところまでは確定できていませんので、そ

の費用について幾らということはありません。その施設にもよると思うん

ですが、非常に協力的に、いわゆる実費と申しますか、かかった費用で大

丈夫と言っていただいているところもありますし、これからその辺りを詰

めていきたいと思います。 

〇 朝日新聞   ワクチンの接種、高齢者の関係なのですけれども、先ほど接種券も当初

から発送するという話でしたので、今日３月２５日で、４月１２日からス

タートということになれば、もう間もなく接種券の発送になるかと思うん

ですけれども、ということはもう具体的に、例えばその４月２６日まで

１，４６２人しか打てないわけですから、どこに発送するかという、もう

施設は決まっているのでしょうか。 

〇 事務局    先行の４月５日分９７５人の施設については、おおよそ（接種を実施す

る）施設を決めまして、そこに何人の方がいて、当日に何人ぐらいを接種

できそうだという調整を始めているところです。 

〇 朝日新聞   ということであれば、その９７５人の接種をする施設が何か所程度を想

定していて、その施設の種別、例えば特養であるとか介護つき住宅何か所

とか、その辺りまでちょっと踏み込んでお話しいただけたらと思うんです

が。 

〇 事務局    施設につきましては９７５人分ですけれども、定員がそれぞれあります

ので、およそ十五、六か所と考えています。 

         施設の詳しい中身につきましては、ご容赦いただけたらと思います。 
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〇 朝日新聞   施設名は聞かないんですけれども、例えば特養であるとか、老健施設だ

とか、その辺りは少しお話しいただけないでしょうか。 

〇 事務局    先ほどもお伝えしましたように介護度というところで考えますと、特別

養護老人ホームなどがリスクが高いと考えています。 

〇 朝日新聞   十五、六か所とも特別養護老人ホームということですか。 

〇 事務局    そのとおりです。 

〇 朝日新聞   あと、発送は何日になるか。４月１日頃とか、３月中には出すとか、そ

の辺ちょっと分かりますか。 

〇 事務局    （４月）１２日の週から始まる可能性がありますので、それに間に合う

ようにということです。４月に入ってから１２日の週までに間に合うよう

にお出しする予定です。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         ワクチンの接種に当たりまして、コールセンターの開設を３月１日から

行っていると思うんですけれども、最新のお問合せ数が分かれば教えてく

ださい。 

         また、コールセンター、回線を１６６回線設けていらっしゃったと思う

んですけれども、問合せの数とその回線の数について適正かどうか、国の

スケジュールが変わってしまって、なかなか仕方ない面もあるかもしれな

いんですけれども、お問合せ数とその回線の数について、市長はどのよう

にお考えなのか教えてください。 

〇 事務局    最新の問合せ数、今日持ち合わせていないので、申し訳ありません。 

〇 市  長   回線の数の適否については、当初４月の早い段階からワクチンが打てる

という状況で準備をしないと、全国で一斉にスタートするんです。ですか

ら、途中で回線を止めたり、人を減らしたりということは非常に難しい状

況です。その中で、一日も早くワクチンを私たちの手元に届けていただき

たいという思いで待っている状況でして、現時点ではまだ回線分に対応す

るような問合せが十分ではないかもしれませんが、この辺りについてはご

理解いただくしか。（回線や人員を）減らしてまた増やすということは、現

実としては難しい状況にあると考えています。 

〇 読売新聞   一応コールセンターの開設の時期というのはいつぐらいまでを想定され

ていて、延長する予定もあるのか、教えていただければと思います。 
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〇 事務局    コールセンターは、（令和３）年度内と考えています。 

〇 市  長   コールセンターは相談だけではなくて、予約も全て対応することになっ

ていますので。 

〇 読売新聞   令和３年度内ということですよね。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         ワクチンと違うのですけれども、今日東京五輪の聖火がスタートしまし

たけれども、聖火が始まった受け止めと、外国人の、国外からの観客、一

般観客は断念という発表がありまして、大野知事は、場合によっては無観

客も示唆されていますけれども、その受け止めをお願いいたします。 

〇 市  長   今日聖火リレーがスタートするということで、（コロナ禍という）大変厳

しい環境下ですが、まずは聖火リレーが無事にスタートしたことについて

は、安堵しています。 

         全国各地での聖火リレーが安全安心に実施されて、７月２３日の開会式

で聖火台に聖火がともることを願っています。本市では、７月８日に実施

されますので、引き続き大会組織委員会等、関係機関と緊密に連携を図り

ながら準備していきたいと考えています。 

         それから、海外の一般客を受け入れないということが正式に決定された

ことについてですが、本市はサッカーとバスケットボールの競技会場にな

っています。両競技とも大変人気があり、特にバスケットボール競技は、

全ての試合が市内で開催されることになっています。海外からも、多くの

観光客がお越しになることを想定していました。海外からの観戦客への本

市の魅力をアピールすることについて、多くの観光客が来ることを前提に

準備していましたので、そういった機会が失われることについては大変残

念に思っています。 

         ただ、国内では変異株の出現を含め、厳しい状況がいまだ続いています。

また、世界各国で国境をまたぐ往来が厳しく制限されている状況を踏まえ

ると、今回の決定については安心安全を確保するためには、残念だけれど

もやむを得ないことだと考えています。 

〇 市  長   大野知事が無観客での可能性について言及されましたけれども、これは

新型インフルエンザ等対策特別措置法に定められている知事の権限に基づ

その他：東京２０２０大会について 
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く可能性について言及されたものであると考えています。 

         本市としては、今後の感染状況を注視しながら、まずは市民の安全安心

を最優先に、大会の開催に向けて準備を進めていきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   五輪の海外からの観光客向けの新年度予算というのはどれぐらいの規模

で、今回その予算についてはどういうふうに使われるのでしょうか。 

〇 市  長   国内からもたくさんのお客さんお越しいただきますので、やれる事業に

ついては実施することになると思いますが、それでも外国人をターゲット

にして事業を行うものについては、一部中止等の影響が出てくるんであろ

うと思います。 

         それについては、どの事業ができて、どの事業ができないというところ

までは、現時点では精査できていませんけれども、外国人をターゲットと

して、特に東日本連携みたいな形でやっていた事業については、一部中止

であったり、形を変えてやったりということが出てくると思います。 

〇 埼玉新聞   大体の額というのは。 

〇 市  長   額はまだ。幾つかの部局にまたがっていまして、その辺りの影響の精査

については、まだ数字的には把握していません。 

 

〇 毎日新聞   すみません。集団接種会場で、ちょっと細かくて恐縮なのですけれども、

区役所で、例えば北区だと３か所あったりとか、大宮区で２か所とか、こ

の区役所以外で複数になるという理由はどういうところかお教えください。 

〇 市  長   先ほども言いましたとおり個別接種がベースになりますので、それで区

役所の位置も決まっている場所ですので、個別接種と、既に位置を決めて

いる集団接種会場である区役所でカバーし切れないエリアで、その集団接

種が可能なところを中心に選びまして、受ける皆さんにとって利便性の高

い、あるいはよくご存じのところで、夏場にも対応できるよう空調などが

可能であるような場所を選んだということです。 

〇 毎日新聞   あと確認なんですが、集団接種会場は特に土日に限るですとか、平日だ

けとかというよりは、基本的には曜日はあまり限定しないという考えなん

でしょうか。 

〇 市  長   施設によって可能な曜日、日にちが恐らく変わってくると思いますので、

一律には申し上げられません。 

その他：ワクチン接種について 
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〇 ＮＨＫ    大宮のグランドセントラルステーション化構想の件で１点だけ伺いたい

のですけれども、これ事業が完成するのは、コロナの影響で見通し分から

ないかもしれないですか、大体どれぐらいに完了するような事業となって

いるんでしょうか。 

〇 事務局    例えばですけれども、駅前広場につきましては３年後の都市計画手続を

目指していまして、その後おおむね５年後に事業認可を取得して事業を始

めたいと考えています。そこから事業がスタートしますので、そのほか新

東西通路であるとか、駅前に面しているところで市街地整備を行うような

再開発を行うような地区もありまして、そういったところが順次地元の合

意形成も含めて進んでいくと思うのですけれども、先ほど言った一番早い

駅前広場で５年後に事業を開始していきますので、もちろん一日も早くや

っていきたいというところは考えていますが、これからいろいろ検討、深

度化しまして、スケジュールがはっきり見えてくると考えています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         大宮ＧＣＳの予算規模というのは、ざっくりどれぐらいなのか。 

         あと、コロナの影響で、先ほどまた検討されるとおっしゃっていました

けれども、その影響というのはどういうふうに見ていらっしゃるんでしょ

うか。 

〇 市  長   全体の予算規模については、各個別の事業の計画の深度が、まだ事業費

を算定するまでの精度ができていませんので、現状としては、金額につい

ては申し上げられないという状況です。 

         あと、コロナの影響ですが、実際にこれが完成する時期というと、最低

でも５年以上は、恐らく工事も入れると七、八年ぐらいに広場周辺が完成

して、周辺の事業も含めると中長期にわたって実施されることになると思

います。その中で、今回のコロナ禍も含めて、例えば今の流れで言うと企

業の本社の在り方、あるいはオフィスの考え方というようなことに大きな

変化が出てくるかもしれません。あるいは商業施設についても形態が変わ

ってくるかもしれません。いろいろな状況が生まれてくる可能性は、まだ

まだあると思っていますので、そういった点なども含めて、有識者の皆さ

んにも参加していただきながら、長期的なライフスタイルあるいはワーク

議題１に関する質問 
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スタイルの変化など、いろいろなものの変化も踏まえながら、さらに経過

を精緻化していくことになると思います。 

 

〇 埼玉新聞   生活保護の不正支給の問題は、その後の進捗状況、（１，２７１万円）で

したっけ、返還があったのかとか、調査の進捗度合いを教えてください。 

〇 市  長   今の進捗状況ですけれども、プロジェクトチームの調査の状況、また特

別監査の実施状況等について随時報告を受けています。また査察指導員の

不正支出に関して警察の捜査に協力していることから、今そういった流れ

で進めています。 

         ３月中には、桜区と大宮区に対しての特別監査を終了して、ある一定の

まとめをしていくということになると聞いています。正式に皆さんにこう

いう状況だとお知らせするには、もう少しお時間をいただきたいと思いま

す。 

〇 埼玉新聞   返還についてはどうなんでしょう。 

〇 市  長   現時点ではまだ返還はされておりません。 

 

 

〇 埼玉新聞   ２月議会が終わりましたけれども、新年度予算案の賛成討論の中で、危

機管理監含めた３監の連携不足があったのではないかという指摘と、東日

本連携事業は惰性で進んでいるのではないかという指摘がありましたけれ

ども、その辺の受け止めを教えてください。 

〇 市  長   ３監（危機管理監、広報監、行政管理監）の連携ということについては、

これは重要な視点だと思っています。 

         危機管理の要素としては、当然自然災害があり、感染症の問題があり、

あるいは行政上の様々な問題があり、いろいろなテーマでなされてきます。

その危機管理の中心は、当然危機管理監だろうと思いますが、それをサポ

ートする役割として広報監があり、そして特に行政の不適正な事案につい

ては、行政管理監がより重きを持って対応することになると思います。こ

れらについては、（それぞれの役割）を意識してやっているつもりでありま

すが、議会からのそういったご指摘も踏まえ、よりスムーズな形で連携が

取れるような体制、あるいは取組について、しっかり検討していきたいと

その他：生活保護費不正支出について 

その他：危機管理監、広報監、行政管理監の連携及び

東日本連携について 
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思います。 

         それから、東日本連携についてです。東日本連携については、多くの皆

さんの期待という部分もあろうかと思いますし、また現状まるまるひがし

にほんというセンターができて、実質的に平成３１年３月にできて、間も

なく２年ですが、この東日本連携のテーマというのは、まるまるひがしに

ほんだけではなくて、多様な連携ということを私たちとしても進めていき

たいと考えています。特に２年目について言うと、コロナ禍の中で、移動

が難しかったり、あるいは各東日本の自治体との連携やコミュニケーショ

ンを取りづらい環境があったというのも事実だと思っています。もう一方

で期待感も非常に多いと改めて感じましたので、今回ＳＤＧｓというもの

も東日本連携の中に含めて、それぞれの地域の課題を解決するための取組

や、ＳＤＧｓに寄与するための東日本全体としての取組もしていこうと宣

言していますので、市民の皆さん、あるいは議会の皆さんにもご理解いた

だけるような事業や施策を行っていきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   逆に賛成討論でそういった指摘というか、苦言を示されたのはどうして

だと思われますか。 

〇 市  長   それぞれの事業についての期待感の裏返しでもあると思いますので、し

っかりと私たちも受け止めて、対応していく必要があると考えています。 

〇 埼玉新聞   討論の中では、全庁的にやるべきじゃないかという指摘が出ていました

けれども。 

〇 市  長   東日本連携。 

〇 埼玉新聞   はい。そこの部分が足りないのではないかという指摘ですけれども、そ

の辺はどうですか。 

〇 市  長   東日本連携というと、東日本の連携・創生フォーラムと、まるまるひが

しにほんの事業が中心的になっていますが、それ以外にもいろいろな事業

を行っています。教育委員会の事業などもあったり、子供たちがそういっ

た東日本の地域に修学旅行へ行くこともあるし、学校のいろいろな校外学

習の中で協力をいただいたりという事業もあったり、いろいろな事業があ

るわけでして、これまでも複数の局、課が関わっていますけれども、もう

少し幅広く取り組めるような体制が必要と考えていますので、今後それら

を踏まえて検討していきたいと思います。 
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〇 読売新聞   地震動予測図の２０２０年度版というのがまとまりまして、今後３０年

間に震度６弱の揺れにさいたま市が見舞われる可能性が６０．２％という

結果になりました。そのことについての受け止めを市長からお聞かせいた

だきたいと思います。 

         あと、震度６弱の地震に備えた対策は、市として十分に取れているとい

う認識をお持ちなのか、併せてお聞かせください。 

〇 市  長   この（３０年）のうちに、（震度）６弱以上の地震が起こる確率が６０％

を超えるということです。これは数年前から、その確率が年々上がってく

るという状況です。これまではどちらかというと（さいたま市は）地震や

自然災害に強い、比較的そういった被害が少なかったエリアという捉え方

をしていましたが、五、六年ぐらい前から、災害に強い都市というのをさ

いたま市のセールスポイントにしようという思いで、いろいろな取組をし

てきました。例えばＴＥＣ―ＦＯＲＣＥの拠点にさいたま市を位置づけて

いただいて、関東地方整備局のＴＥＣ―ＦＯＲＣＥの拠点を日大の大宮校

舎のところに設置していただいたり、広域的な災害に対応できる、首都直

下地震が起こった際の首都機能をバックアップできるような拠点をつくっ

ていこうという取組であったり、もっと身近にいえば、マンホール型トイ

レを各避難場所に多くつくってきたり、各地域で対応できる防災士をたく

さん育成してきたり、いろいろな取組をやってきたところです。ただ、災

害に対する対応については、これが最善のものだということにはまだ至っ

ていないと思いますので、いろいろな事が起こり得ることを日々想定しな

がら、その対策を強化していく、そして行政だけではなく、事業者の皆さ

んや市民の皆さんとしっかり連携した上で、一人一人の命をしっかり守っ

ていくということを、さらに強化していかなければならないと思います。 

         この（３０年）の間に６０％というのは大変高い確率だと思います。改

めて気を引き締めながら、災害に強いまちづくりをしっかり行っていきた

いと考えています。 

〇 読売新聞   このたびの結果を受けて、今行っている対策をスピードアップするとか、

そういった可能性はあるんでしょうか。 

〇 市  長   日々、いつ起きてもおかしくないという思いで、この準備は進めてきて

その他：地震対策について 
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いるつもりですが、ある程度の期間がその準備で必要となります。例えば、

防災都市づくりといったこともやってきました。そこでは、いわゆる木造

密集地域は、さいたま市は一番密集しているエリアに該当する場所はない

んですけれども、その次は一部のエリアでまだあります。大きなまちづく

りですので、変化させることができないエリアもあります。その中でどう

やって工夫して、燃えにくく、逃げやすい、そういった場所をつくってい

くかというような取組をやっていますが、十分に大丈夫だと言える状況に

は至っていないと思います。今やらなければいけないことと、中長期でよ

り安全性を保つためにやっていかなければいけない施策を並行しながら、

（３０年）年の間に６０％と大変高い確率になっていると思いますので、

しっかりと災害対策をやっていかなければいけないと思います。 

〇 読売新聞   先ほど木造密集地域の住宅の整備というか改善の話があったのですけれ

ども、今市長のお考えとして、今一番改善しなければいけない対策という

意味では、何というふうにお考えでしょうか。 

〇 市  長   地震ということで、１つは（木造密集地域の問題）が大きいかなと思い

ます。地震だけではなくて、二次災害としての火災も非常に怖いことです

ので、そういった部分の被害をいかに抑えるかということも必要だと思い

ます。もう１つこれから強化していかなければいけないことは、デジタル

技術で情報を提供したり、あるいはデジタル化することによって逃げやす

くなったり、いろいろな防災に資する取組であったり、あるいはアプリで

あったり、そういったものもたくさん出てきていますので、そういったデ

ジタル化ということも併せて意識しながら、もう一方で、最後は一人一人

の（意識の向上）や、災害に強い地域力をつけていくことが重要だと思っ

ています。これは一朝一夕でできるものではありません。自主防災（組織

結成状況）も９２％ぐらいまで上がってきましたが、まだ１００％までい

っていませんから、そういった身近なところで命を守り、そして市全体と

して安全を確保できるような取組を幾重にもやっていく中で、極力被害を

減らすという考え方の下に、災害に強いまちをつくっていきたいと思いま

す。 

 

〇 時事通信   時事通信と申します。 

その他：養育費の支払い確保について 
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         １８日の議会の最終日に、国への意見書としてさいたま市議会が、養育

費の支払い確保に向けた方策について意見書を出しました。先日報道で見

かけたものによりますと、国のほうでも養育費、子供の養育費に関して、

法制審議会のほうで民法に子供の権利であるということを明文化する方向

で検討を進めるという報道もありました。全国の自治体レベルで見ると、

兵庫県の明石市のほうがかなり先進的な取組をされているということなの

ですけれども、さいたま市としてこの養育費の問題、どう考えているかと

いうことをお聞かせいただきたいのと、具体的にさいたま市、市のレベル

で、この問題どう考えて、どう動いていくのか、現状何か考えているもの

がありましたらお聞かせいただければと思います。 

〇 市  長   養育費の問題についてですけれども、新型コロナ禍において、ひとり親

家庭の貧困の問題が非常にクローズアップされました。養育費が必ずしも

きちんと払われていないという状況が、背景の一つにはあると認識してい

ます。 

         離婚されるときに養育費をきっちり決めて離婚されていないケースも

多々あると聞いています。さいたま市は、そういったことをきちんと取り

決められるように、公証役場でそれを決めていただく費用などのサポート

などは行っているところですが、まだその養育費問題について、きっちり

行政としてバックアップができるような状況にはなっていないと認識して

います。 

         これから、国のそういった法律への書き込みなどいろいろな状況も踏ま

えながら、市としても、どういった施策を行っていくべきなのかというこ

とについてはしっかり検討して、対応していきたいと思います。 

〇 時事通信   コロナ禍はまだしばらく続く可能性といいますか、大いに考えられます

けれども、そういった中でひとり親家庭の貧困状況が深刻化していますけ

れども、養育費の問題に関しては検討を進められるというお話ありました

けれども、それは具体的に検討自体をこれから進めていくのか、ある程度

形として、問題として役所の中で問題意識が共有されていて、具体的にこ

れから動き出していく段階なのか、それはどちらになるんでしょうか。 

〇 市  長   問題として認識しているところですし、その対策の一つが今言ったもの

ですが、まだまだこれは十分とは言えないと思っていますので、今後もさ
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らにそういった法律の改正などもあるかもしれませんし、それらも踏まえ

てどういうふうに対応ができるのか、どういうサポートをできるのかとい

うことについて、今後も引き続き検討していく必要があると思います。 

 

〇 共同通信   最後に１点、生理用品についてなんですけれども、先ほども市長からち

ょっとコメントはあったんですけれども、この生理の貧困という問題は経

済的困窮だけが原因ではなくて、母親との関係がうまくいっていないとか、

ネグレクトとかでなかなか相談できないとか、あと何か保健室の話しされ

ていたんですけれども、保健室に常備されていても、結局１個借りたら返

さなければいけないとか、だから借りに行きにくいとか、いろいろな事情

があるんですけれども、そういったところを踏まえて、改めて市長として

どういったことを呼びかけたいかとか。 

〇 市  長   生理用品を配布するということだけではなくて、（配布を必要としている

方の中には）いろいろな悩みを抱えているケースが多いと思っています。

その際に、学校の現場では子供たちからいろいろな状況をヒアリングとい

いますか、お話を聞いたり、あるいは区役所でも保健センターなどは女性

がほとんどのセクションでありますので、（配布の）際にいろいろなご相談

を受けながら、単に生理用品を配布するということだけではなくて、その

背景にあるいろいろな状況もお伺いしながら、さいたま市としての今後の

対応についても考えていきたいと思います。（悩みを抱えている方の）状況

を把握していくということをしっかりやっていきたいと思います。 

〇 共同通信   ほかに質問がなければ、これで終わらせていただきます。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４月８日午後１時半からを予定しています。本日は

ありがとうございました。 

 

 

午後 ３時０１分閉会 

 

 

その他：生理用品の無償配布について 
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※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。 

 


