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さいたま市長定例記者会見 

令和５年１月１８日（水曜日） 

午後１時３０分開会 

 

〇 進  行   定刻になりましたので、市長定例記者会見を始めます。 

         それでは、記者クラブ幹事社、共同通信社さん、進行をよろしくお願い

します。 

〇 共同通信   １月の幹事社を務めます共同通信社と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

         それでは、本日の会見内容につきまして、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。３年ぶりにマラソンランナーが市内を力強く駆け

抜けます。さいたまランフェス２０２２―２３の開催が、いよいよ今週末

に迫ってまいりました。私も１０キロの部に出場しようと、この数か月少

しずつ練習をしてまいりました。市民の皆様と一緒にゴールできるよう、

練習の成果を発揮したいと思います。 

         メイン会場の浦和駒場スタジアムでは、出場ランナー以外の方でも楽し

めるイベントも開催いたします。 スポーツ体験ブースのほか、地元商店会

や協賛いただいた飲食店の皆様による飲食ブースなどもありますのでぜひ

こちらもお楽しみいただきたいと思います。 

         なお、２２日の日曜日には、周辺道路の交通規制やバスの運休がありま

す。当日は、受験のためにバスを利用される方もいらっしゃると思います

ので、ぜひこちらの大会公式ホームページで情報をご確認いただきたいと

思います。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。 

         ３年ぶりに公道で走るマラソン大会、市民の皆様と一緒に走れる喜びを

感じながら、楽しく走りたいと思います。 

         それでは、議題に入らせていただきます。 

 

 

         議題１「新型コロナウイルスの感染状況とワクチン接種状況」について

ご説明します。 

市長発表：議題１「新型コロナウイルス感染状況と

ワクチン接種状況について」 
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         まず、本市の最新の感染状況ですが、先週１週間の新規陽性者数は

５，３５７人で、前の週と比べますと０．８４倍という状況です。 

         減少傾向にはあるものの、例年、年明けに急激な感染拡大が起こってお

り、今後の推移が非常に懸念される状況です。また、同時流行が懸念され

る季節性インフルエンザに関しては、直近における市内定点医療機関から

の感染者の報告は定点当たり５．７７と、流行開始の目安となる１．００を

超え、市内でも今シーズンの流行が始まっている状況です。 

         次に、本市の新型コロナワクチンの接種状況についてご説明します。こ

ちらをご覧ください。まず、１月１８日時点でのオミクロン株対応ワクチ

ンの接種済み数は、５２万４，９６９人で、接種率は４４．０％です。６０代

以上の接種率が６割を超えているのに対し、４０代以下の若年層の接種率

は低い状況です。 

         新型コロナウイルスの流行が続き、季節性インフルエンザも流行が始ま

っている中、受験シーズンがスタートしています。受験生の感染をなるべ

く抑えるためにも、市民の皆様には基本的な感染対策の徹底を改めてお願

い申し上げます。 

         また、速やかに発熱外来受診できない場合に備え、検査キットや解熱鎮

痛薬の事前購入と新型コロナ、季節性インフルエンザのワクチン接種をぜ

ひご検討いただきたいと思います。 

 

 

         続いて、議題２「第１１回さいたマーチ 見沼ツーデーウオークの開催」

についてお知らせします。 

         まず、大会概要です。開催日ですが、令和５年３月２５日土曜日と２６日

日曜日の２日間にわたって行われます。会場は、さいたま新都心及び見沼

田んぼ周辺です。さいたマーチは、平成２４年度に第１回大会が開催され、

実際にコースを歩いていただくリアルウオーキングの大会としては４年ぶ

りの開催です。 

         続いて、コースについてご説明します。まず、スタート、フィニッシュ

地点となる中央会場はさいたま新都心公園です。ＪＲさいたま新都心駅東

口下車徒歩８分のところです。 

市長発表：議題２「第１１回さいたマーチ ～見沼ツ

ーデーウオーク～」を開催します 
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         まず、１日目のコースですが地図上の薄いグリーンで表示されているゾ

ーンが１日目のコースです。見沼田んぼの南のエリアを歩いていただく見

沼代用水と芝川ルートで、コースは２６キロ、１４キロ、７キロの３コー

スを用意しています。見沼代用水西縁、東縁と芝川の川沿いを歩くため、

まさに見沼田んぼが誇る桜回廊を満喫できるコースとなっています。 

         次に、２日目のコースですが、こちらのオレンジ色に表記してあるゾー

ンです。見沼田んぼの北のエリアを歩いていただく大宮公園、見晴公園、

七里総合公園ルートで、コースは２５キロ、１６キロ、１０キロを用意し

ています。氷川参道を抜けて、大宮公園、大宮盆栽村、また見沼田んぼを

巡るため、さいたま市の観光資源を満喫できるコースとなっていす。 

         次に、参加資格は、大会要項や交通ルール、またウオーキングマナーを

守り、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策にご協力いただける方

ならどなたでも参加いただけます。 

         参加費については、２月２８日までの事前申込期間中にお申込みいただ

いた場合には、大人が１，５００円、小・中・高校生が５００円となって

います。費用は、２日間とも参加でも１日参加でも同額となります。 

         なお、当日現地でお申込みいただく場合は５００円プラスとなりますの

で、ぜひ事前申込みをご利用いただきたいと思います。 

         有料で参加いただく方には、全員に記念品としてレジャーシートとピン

バッジをそれぞれプレゼントします。 

         次に、事前申込みについてですが、インターネット等によるものと窓口

でのお申込みのいずれかをご利用いただけます。 

         インターネット等につきましては、ご覧のスポーツエントリーからお申

込みいただくほか、電話や大会パンフレットに刷られている振込用紙等が

ご利用いただけます。 

         また、窓口でお申込いただく場合には、さいたまスポーツコミッション

のほか、ご覧のように市内の各観光案内所、埼玉県ウオーキング協会でも

手続が可能です。様々な方法をご用意していますので、ご都合のよい方法、

あるいはお近くの窓口を選んでご利用いただきたいと思います。 

         なお、３月２５日、２６日の大会当日、さいたマーチの中央会場となる

さいたま新都心公園にて、「さいたマーケット」を同日開催します。さいた
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マーケットでは、さいたまスポーツコミッションが厳選した飲食物の販売

ブースが出店します。さいたマーチの参加者の皆様だけでなく、多くの市

民の皆様にもぜひご利用いただきたいと考えています。 

         冒頭申し上げたとおり、今回は４年ぶりのリアルウオーキング大会とな

ります。さいたま市が誇る散策できる日本一の桜回廊をはじめ、さいたま

市の春を満喫していただきながら、ぜひウオーキングを心ゆくまで楽しん

でいただきたいと思います。ご参加をお待ちしています。 

 

 

         続いて、議題３「さいたま市水道局アプリ」についてご説明します。 

         このたび、さいたま市水道局では、従来紙媒体でお渡ししていた「使用

水量等のお知らせ」に代わり、インターネットを利用して電子的に検針結

果などを配信するサービスを開始します。既にウェブブラウザ版は公開し

ています。また、令和５年２月１日からはスマートフォンアプリ版を公開

します。 

         このアプリの機能は主に４つあります。まず１つ目ですが、検針結果等

の水道局からのお知らせ通知機能、２つ目は使用水量や水道料金の履歴確

認機能、３つ目としては法人向けの一括管理機能、そして４つ目にはオン

ライン手続機能です。それでは、それぞれの機能について簡単に説明しま

す。 

         まず、１つ目の「水道局からの通知機能」についてご説明します。まず、

主な通知ですが、検針結果のお知らせ、また請求金額のお知らせ、口座振

替及びクレジットカード決済完了のお知らせがあります。水道メーター検

針の際、アプリにご登録いただいた方には、従来の紙媒体の「使用水量等

のお知らせ」ではなく、メール、またはプッシュ通知によって、検針結果

を配信します。検針結果やその他のお知らせはパソコンやスマートフォン

からいつでも確認できます。 

         次に、２つ目の「使用水量や水道料金の履歴確認機能」については、ア

プリでは過去２年分の検針結果と料金の履歴をグラフで表示し、過去分と

の比較ができます。また、水道料金の支払いの履歴も表示されるので、水

道局に問い合せをすることなく、契約者ご自身で支払いの状況を確認する

市長発表：議題３「さいたま市水道局アプリ」をご

利用ください 
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ことができます。 

         次に、３つ目の「法人向けの機能」として、複数の給水契約の一括管理

機能があります。このアプリでは、１つのアカウントに複数の給水契約を

紐づけることができます。紐づけた給水契約が一覧で表示され、住所から

も検索することができるので、閲覧したい給水契約の情報が確認しやすく

なっています。これまで紙で別々に確認していた各給水契約の使用水量な

どの情報を一括で管理ができます。法人の皆様にとって大変便利な機能と

なっています。 

         最後に、４つ目の「各種オンライン手続機能」ですが、アプリで引っ越

しに伴う水道の使用開始、または中止の手続ができるようになり、いつで

も、どこでも手続を申し込むことができます。現在は、水道使用の開始、

中止の届出に限られますが、より便利になるよう順次新たな機能を追加し

たいと考えています。 

         今回のアプリは、これまで水道メーターの検針の際に発行していた「使

用水量等のお知らせ」をペーパーレス化し、電子的に配信することができ

るため、非対面、非接触が求められるウィズコロナ時代にも対応できるも

のとなっています。水道局では、このアプリを皆様と水道のより身近なコ

ミュニケーションツールの一つとしていきたいと考えていますので、ぜひ

さいたま市水道局アプリをご利用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、市長からの説明について、質問のある方はマイクを使用して

質問をお願いします。 

 

〇日本経済新聞  日経新聞です。 

         さいたま市水道局アプリについてなんですけれども、こちら局の職員の

方の働き方にも関わってくるのかなと思いまして、ＤＸという観点で言え

ば送付の手続であったり、そういった仕事の量が減っていくのかなと思う

んですけれども、その辺りはどのような形になっているのか教えてくださ

い。 

〇 事務局    水道メーターの検針に行った際に「使用水量等のお知らせ」を投函する

作業がなくなります。ただ一方、水道メーターの検針自体は残っているの

議題に関する質問 
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で、若干ですが業務の効率化等が図られますので、働き方改革の一助にな

ると考えています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         水道局アプリでサービスとか、そういうようなものはないんでしょうか。

水道料金が下がるとか。 

〇 事務局    現時点では、このアプリを使うことによって水道料金等の値下げみたい

なものは検討していないですが、最終的に費用対効果が生まれてきたり、

水道事業の中で費用を削減できるということがあれば、将来的にはそうい

う可能性もあると思います。 

         以上です。 

〇 共同通信   市長の説明についての質問はよろしいでしょうか。 

 

 

         それでは、幹事社から代表質問させていただきます。 

         昨年の出生数が８０万人を割れる見通しであることが明らになり、少子

化対策として独自の子育て支援策を打ち出す自治体も増えてきております。

少子化への市長のお考えと、さいたま市として独自の対策を検討されるか

お考えをお聞かせください。 

〇 市  長   それでは、幹事社からの質問にお答えします。 

         厚生労働省が発表した人口動態統計速報値によると、昨年の出生数は調

査開始以来、初めて８０万人を割る見通しとなっています。本市も例外で

はなく、これまで１万人を超えて推移していた出生数が、昨年の統計では

１万人を割る見通しとなっています。想定を上回るスピードで少子化が進

んでいるものと認識しています。 

         本市でもこれまでも「子育て楽しいさいたま市」の実現を目指して妊娠・

出産包括支援センターにおける相談体制の充実や、国に先駆けて子育て支

援型幼稚園の創設による幼児教育・保育の受皿確保など、施策の拡充を図

ることはもとより、子育て支援センターなどの育児支援、親子交流の機会

提供や、父親の育児参加を積極的に進めるパパサンデーの実施、また女性

活躍推進や働き方改革につなげるための取組として、さいたまイクボス共

同宣言事業者と男女共同参画に関する啓発を行うなど、市民の皆様ととも

幹事社質問： 少子化に対する市長の考えとさいたま市独自の対 

策について 
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に出産や子育てを社会全体で支える仕組みの構築に取り組んできました。 

         現在は、これらの取組に加えて、本市独自の新たな取組として多子世帯

の支援を推進する施策や、あるいは医療的ケア児の支援など、誰一人取り

残さない支援体制の構築に向けて、令和５年予算案の準備を進めています。 

         少子化対策については、結婚から妊娠、出産、子育てまでのライフステ

ージの各段階に対応した支援を切れ目なく行うことが重要であると考えて

います。子ども・子育てを取り巻く環境が変化する中で、国の施策展開に

対応するだけでなく、私としてもこれまで以上に少子化対策に積極的に取

り組んでいくことで、結婚や出産、また子育ての希望がかない、喜びを感

じられる社会の実現を目指したいと考えています。 

〇 共同通信   それでは、代表質問の説明に関して、質問がある方は質問をお願いしま

す。 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         東京都の小池知事は、子供１人当たり月５，０００円の手当を出す方針

で新年度予算に入れる方針ですが、この月５，０００円、１，２００億円

と言われていますけれども、それに対しての市長の考え方、受け止めはい

かがでしょうか。市としては、こういった施策を検討されますでしょうか。 

〇 市  長   東京都では、都道府県として実施主体の区、市町村に対して補助を出し

て実施すると思いますが、財政基盤が異なる基礎自治体が単独で行うのは

難しいと考えています。もし、さいたま市でこういった施策を行うとなる

と、対象児童数は約２１万８，０００人いますので、約１２８億円に事務

費を加算した金額が事業費になるので、非常に厳しいというのが率直なと

ころです。 

〇 埼玉新聞   やっぱり財政規模があって、いい施策かもしれないけれどもということ

でしょうか。 

〇 市  長   子育て支援策、あるいは少子化対策については、国全体の出生数が非常

に減少していますので、それぞれの自治体の努力に任せることなく、こど

も家庭庁も創設されるので、財源の問題も含め、国全体として取り組む必

要があると考えています。もちろん私たちも国だけの問題ではなく、様々

な取組を検討していきたいと考えていますが、まずそういった大きな事業

幹事社質問に関する質問 
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を行うことについては、国や都道府県の存在が非常に大きいと認識してい

ます。 

〇 朝日新聞   朝日新聞と申します。 

         先ほどからご説明いただいている施策の部分なんですけれども、具体的

に考えられていることはあるんでしょうか。令和５年の予算案を今考えて

いますということでしたけれども、その中で何か具体的に盛り込まれるも

のがあるのであれば、お伺いできる範囲で教えていただけないでしょうか。 

〇 市  長   今、来年度に盛り込むことを考えているものがあります。ただ、それに

ついては来週、来年度予算について発表を行いますので、その際に詳細に

ついてお知らせしたいと思います。 

〇 共同通信   そのほか幹事社質問について質問がある社はありますでしょうか。 

         それでは、そのほか質問のある方はお願いします。 

 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。 

         核都市広域幹線道路の地元検討会が１月１６日に実施されましたが、そ

れについての市長の受け止めをお願いします。 

〇 市  長   私なりの受け止めでお話したいと思いますが、いわゆる核都市広域幹線

道路について、特にさいたま市を中心とした、さいたま市から東に伸ばし

ていくエリアについては優先的な位置づけをいただきながら今回の検討会

をスタートしています。そこでご指摘いただいたことなどを十分踏まえな

がら、市としてできることをしっかりやりながら検討を深めていきたいと

考えています。 

〇 埼玉新聞   関連ですけれども、１６日の会議では見沼田んぼがルートになる可能性

がとても高いという指摘でした。専門家からは、自然環境に配慮するべき

だという意見がありましたが、この点はどういう受け止めでしょうか。 

〇 市  長   まだルートについて決定しているわけではありませんが、見沼田んぼ及

びその周辺を通行する可能性があると認識していますので、その際にどの

ように見沼田んぼの自然環境を十分に維持しながらその事業を実現してい

くかについて、十分検討されることが必要だと思っていますし、また併せ

て見沼田んぼについては、多くの皆さんがこの自然環境を守りたいという

思いを持っていますので、そういった皆さんの声も十分に踏まえながら進

その他：核都市広域幹線道路の地元検討会について 
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めていくことが必要だと考えています。市としても、ご理解いただけるよ

うにしっかり取り組んでいきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   事務局といっても国土交通省ですか、地元の意見を聞いた上で、ゼロと

いう回答もあると。建設しないという回答もあるというお答えだったんで

すけれども、市長としてはこの道路は伸びてほしいというふうにお考えで

しょうか。 

〇 市  長   様々な団体からのご要望もありますし、さいたま市としても、これから

の災害等が起こった際の強靱化、代替ルートの確保、あるいは今後の東日

本の中枢都市のまちづくりを総合的に考えたときに、必要な路線であると

考えています。その中で、できるだけ自然環境を守りながらこの事業を進

めていくかという観点は、私たちにとっても重要な視点だと考えています

ので、そういったことを踏まえながら進めていただけるように私たちとし

ても努力していきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   去年の連絡会議では、さいたま市を中心として地元の方に理解を求める

というふうに決まったそうですけれども、今後市としてはどういうふうに

周知されていくんでしょうか。 

〇 市  長   具体的なところについては、後ほど担当のほうからご説明します。 

 

 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         大宮盆栽が都内のザ・リッツ・カールトン東京に展示されて、清水市長

も行かれたそうですけれども、コメントをいただいたんですけれども、改

めて受け止めと、２年後、２０２５年が盆栽村開村１００周年ということ

で、これについてのＰＲをこれから強化していくそうですけれども、どう

いった考えがあるんでしょうか。 

〇 市  長   私もザ・リッツ・カールトン東京にお邪魔して、様子を拝見しました。

この事業は前年も行っていますが、市の職員が積極的に大宮盆栽の広報あ

るいはキャンペーンを展開しようと、インバウンド、外国人観光客などが

たくさん訪れる、ホテル等に積極的に働きかけを行い実現したものです。 

         また、併せて大宮盆栽協同組合の皆さんのご協力、あるいは若手の盆栽

師さんの様々な企画なども生み出していただきながら、２回目の実施とな

その他：ザ・リッツ・カールトン東京での盆栽展示

及び大宮盆栽のＰＲについて 
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りました。大変有意義なすばらしいキャンペーンができたと認識していま

す。 

         玄関、ロビー、それからラウンジ、様々なところに盆栽が展示されてい

まして、特にこのザ・リッツ・カールトン東京は宿泊者のうち７５％以上

が外国人観光客と伺っています。円安などの影響もあってこれから外国人

観光客がさらに大きく増えてくることが予測されますので、そういったホ

テル、あるいは多くの方が訪れるところと連携することで、大宮盆栽の盆

栽村、あるいは大宮盆栽美術館への誘客を図りながら、お話のありました

開村１００周年に向けて大きく弾みをつけていきたい。この大宮盆栽の魅

力を世界中の多くの皆さんに理解してもらえるように、さらに強化して取

り組んでいきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   若手職人の廣田さんともお話をされたと聞いていますけれども、やっぱ

り盆栽園が６園しかなくて、後継者もあまりいないということで、この危

機感が、人材不足の危機感があるそうなんですけれども、その辺は市とし

てどういうふうに助けていくとか、支援していく考えはありますか。 

〇 市  長   私たちとしても、部局横断的にこれからの大宮盆栽、盆栽村を守り、ま

た人材不足などいろいろな課題があるので、そういったものを総合的に応

援していくために、庁内ではいろいろな検討が行われています。また、若

手の盆栽師の皆さんにも参画いただいて、いろいろなご意見あるいは大宮

盆栽を知っていただくための様々な取り組みのアイデアや企画などもご提

案いただいています。 

         私たちとしては、この１００周年を一つの契機としながら、この大宮盆

栽がさらに発展できるように、今お話の人材育成、それから盆栽村の維持

発展、そして多くの皆さんにこの大宮盆栽を知っていただくための取組、

これを強化していきたいと考えています。 

         特に先般行われました世界盆栽大会で行った共同宣言は、人材を育成し

ていくことをメインの目標としています。さいたま市は、その宣言を行っ

たまさにその場所ですので、世界中の盆栽に関わる人材をしっかりと育成

していきたいと考えています。 

〇 共同通信   そのほか質問よろしいでしょうか。 

         ありがとうございました。 
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〇 進  行   それでは、以上をもちまして市長定例記者会見を終了します。 

         なお、次回の開催は１月２７日金曜日、午後１時３０分からを予定して

います。本日はありがとうございました。 

 

午後 ２時０１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。 


