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さいたま市長定例記者会見 

令和５年１月２７日（金曜日） 

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させていただきます。 

         記者クラブ幹事社の産経新聞さん、進行をよろしくお願いいたします。 

〇 産経新聞   今回の幹事社を務めさせていただきます産経新聞と申します。よろしく

お願いします。 

         それでは、本日の記者会見内容につきまして、市長から御説明をお願い

いたします。 

〇 市  長   皆様、こんにちは。明るく澄んだ冬晴れの日々が続いておりましたが、

今週、１０年に１度という強い寒波が日本列島に押し寄せました。本市で

は、積雪には至らなかったものの、水道管の凍結が心配されたことから、

急遽ホームページやＳＮＳで防寒対策をお知らせしたところです。強い寒

波は遠ざかりましたが、厳しい寒さはまだまだ続きます。水道管の防寒対

策が心配な方は、ぜひ水道局のホームページを御覧になっていただくか、

電話受付センターまで御相談いただきたいと思います。 

         さて、本市では今週水曜日に魅力発信ＷＥＢサイト 「いいじゃん！さい

たま」をオープンいたしました。市民の皆様はもちろん、市外にお住まい

の皆様にも「いいじゃん！さいたま」と思っていただきたい。そんな思い

でこのサイトをつくりました。８７％を超える市民の皆様に「住みやすい」

「住み続けたい」と感じていただいている、そして人口増加数や転入超過

数が全国１位、民間の調査では「住みたい街」と評価されている、さいた

ま市。このサイトを御覧になれば、その理由がお分かりになると思います。

ぜひインターネットで 「いいじゃん さいたま」と検索していただき、御

覧いただきたいと思います。 

         それでは、議題に入らせていただきます。 

 

 

         議題１「令和５年さいたま市議会２月定例会提出議案」について説明し

ます。 

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」 
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         令和５年さいたま市議会２月定例会を２月１日に開会します。議案数は

全部で９１件です。内訳は、予算議案３３件、条例議案１６件、一般議案

１４件、道路議案２件、人事議案２６件です。 

         予算議案について説明します。令和５年度当初予算案の特徴ですが、キ

ャッチフレーズは、「ポストコロナを見据え、さいたま市の新時代へのシン

カに取り組む予算」と名付けました。政令指定都市として二十歳を迎えた

本市が、大都市としての成熟を深めながら、次なるステージへと飛躍すべ

く、ポストコロナを見据え、さいたま市の新時代へのシンカに取り組む予

算として、４つを予算の柱としたところです。 

         次に、予算規模について説明します。一般会計は、６，６９０億円、前

年度比３１７億円の増、率にして５．０％の増となり、過去最大の予算規

模となっています。一般会計に、特別会計と企業会計を加えた全会計でも、

１兆１，２８９億円、前年度比３７３億円の増、率にして３．４％の増と

なり、過去最大の予算規模となっています。 

         一般会計の主な特徴についてです。歳入は、個人市民税や固定資産税の

増加による市税収入の増、地方消費税交付金の増、普通建設事業の増加等

に伴う市債の増。歳出は普通建設事業費の増、扶助費の増、電気・ガス料

金の価格高騰による光熱水費等の増となっています。 

         また、国の第２次補正予算に伴う出産・子育て応援事業や防災・減災、

国土強靱化の推進などについて、迅速かつ切れ目なく実施するため、令和

４年度補正予算を含めた１６か月予算として編成したところです。 

         次に、４つの柱について説明します。 

１つ目の柱は、「感染症や自然災害に備えた強靱な都市づくり」です。市

民の生命及び健康を守るために、ワクチン接種体制の確保及び予防接種を

推進するとともに、感染症危機のリスクに対応できるよう地域医療体制の

充実を図ります。 

         また、首都直下地震や激甚化する自然災害への対策強化のため、治水対

策施設の整備、都市生活インフラの耐震性の確保などに取り組みます。 

         各事業の予算総額は２２５億３，２４３万７，０００円です。主な事業

は記載のとおりです。後ほど重点施策について説明します。 

         ２つ目の柱は、「ポストコロナを見据えたさいたま市の魅力づくり」です。
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ポストコロナに向け、新たなニーズを捉えつつ、さいたま市らしさを深化

させます。 

         また、新庁舎整備・現庁舎地の利活用の検討、東日本の中枢都市として

地域経済の活性化など、本市独自の成熟した大都市のかたちを築き上げま

す。 

         各事業の予算総額は、１０６億９，９６２万９，０００円です。主な事

業は記載のとおりです。 

         ３つ目の柱は、「誰一人取り残さない持続可能でインクルーシブな地域づ

くり」です。少子高齢化の進行、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の

影響による経済活動の停滞など、社会経済状況が大きく変化し続ける中、

本市が持続可能な成長・発展を続けていくために、「誰一人取り残さない」

というＳＤＧｓの理念を基に、セーフティネットを確保しつつ、誰もが住

みやすく持続可能な地域社会の実現を目指します。 

         各事業の予算総額は、２３億９，１５５万３，０００円です。主な事業

は記載のとおりです。 

         ４つ目の柱は、「公民学共創と質の高い市役所づくり」です。多様化する

市民ニーズや新しいライフスタイルに対応するため、従来の行政の在り方

を絶えず見直し、市民の皆様と職員が共に幸せになる「Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉ

ｎｇ（幸せ）経営」を実現していきます。 

         また、多様化・複雑化する行政課題に柔軟に対応するため、公民学共創

をより一層推進し、新たな時代に対応する市役所を創造します。 

         各事業の予算総額は６億２，０９１万５，０００円です。主な事業は記

載のとおりです。 

         続いて、４本の柱の事業のうち、重点事業について紹介します。 

         １つ目の柱、「感染症や自然災害に備えた強靱な都市づくり」では、「新

型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保」、「自宅療養者の相談対応や

パルスオキシメーターの配送」、「ゴールデンウイーク・年末年始等におけ

る休日夜間急患診療所の検査体制の確保」、岩槻諏訪公園における流域貯留

浸透施設など「流域対策施設整備の推進」、「市立中学校体育館への空調機

整備等の推進」に取り組みます。 

         ２つ目の柱、「ポストコロナを見据えたさいたま市の魅力づくり」では、
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「新庁舎の整備及びさいたま新都心のにぎわい創出」、「現庁舎地利活用の

検討及び浦和駅周辺地区のまちづくりの推進」、「大宮駅グランドセントラ

ルステーション化構想の推進」、「地下鉄７号線の延伸及び浦和美園～岩槻

地域のまちづくりの推進」、「中央区役所周辺の公共施設の再編とデジタル

化の推進」に取り組みます。 

         次に、２つ目の柱の続きですが、「スマートシティさいたまモデルの推進

及びモビリティサービスの充実」、「デジタル地域通貨導入調査の実施」、「ゼ

ロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築」、「フルマラソンを

中心としたランニングイベントの開催」、「市民参加型の特色のある国際芸

術祭の開催」に取り組みます。 

         ３つ目の柱、「誰一人取り残さない持続可能でインクルーシブな地域づく

り」では、「ケアラー・ヤングケアラーへの支援の充実」、医療的ケア児保

育支援センターを開設するなど「医療的ケア児の受入支援体制の強化」、岩

槻区に「新療育センターの整備」、指扇北小学校敷地内に新たに放課後児童

クラブを整備するなど「放課後児童クラブの充実による待機児童解消」、「多

子世帯子育て応援金給付の実施」に取り組みます。 

         次に、３つ目の柱の続きですが、「高齢者等の移動支援及び身近な公共交

通の充実」、「自治会電子回覧板モデル事業等の実施」、「不登校等児童生徒

支援センター（Ｇｒｏｗｔｈ）の運営の充実」、「３歳児健康診査における

眼科屈折検査の実施」、「（仮称）さいたま市口腔保健センターの整備」に取

り組みます。 

         最後に、４つ目の柱、「公民学共創と質の高い市役所づくり」では、「Ｌ

ＩＮＥを活用した情報発信の強化」、「キャッシュレス決済の対象拡大」、Ｒ

ＰＡ等の利用拡大や無線ＬＡＮ、テレワーク環境の整備など「働きやすい

職場環境整備の推進」、「公民連携によるＪＣＨＯさいたま北部医療センタ

ー跡地利活用の推進」、緑化滞在空間を創出する社会実験の実施など「グリ

ーンインフラの推進」に取り組みます。 

         令和５年度当初予算案の説明は以上です。 

         次に、主な条例議案について説明します。「さいたま市市営住宅条例及び

さいたま市市民住宅条例の一部を改正する条例」を制定します。改正内容

の１点目は、市営住宅の共益費について、市長が徴収することができる対
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象を、借り上げ公営住宅に限定したものを全ての市営住宅で必要に応じて

徴収することができるよう改めるものです。 

         改正内容の２点目は、市民住宅の共益費について、市長は必要に応じ徴

収することができることと新たに規定するものです。 

         入居者の大きな負担となっている共益費を市が直接徴収することによっ

て、負担軽減を図り、入居者の暮らしやすい環境づくりにつなげてまいり

ます。 

 

 

         議題２「桜木駐車場用地活用の事業者の公募」について説明します。 

         はじめに、今回の公募の背景として、現在大宮駅周辺で進めているまち

づくりについて紹介します。大宮駅周辺では、２０１０年に策定した「大

宮駅周辺地域戦略ビジョン」に基づきまちづくりに取り組んでおり、ビジ

ョンの中で３つの将来像を掲げています。１つ目が「東日本の顔となるま

ち」、２つ目が「おもてなしあふれるまち」、３つ目が「氷川の杜、継（つ

な）ぐまち」です。 

         このビジョンに基づき、現在大宮駅周辺では、「大宮駅グランドセントラ

ルステーション化構想」をはじめとした様々な都市計画を進めており、東

口周辺では、「大宮門街」、「大門３丁目中地区再開発事業」や、公共資産の

有効活用を図るための大宮区役所や図書館などの公共施設再編によるまち

づくりを進めています。 

         また、西口周辺では、「にぎわいのある、安心・安全なまち」を目指した

「大宮駅西口３－Ａ・Ｄ地区」や「３―Ｂ地区」における市街地再開発事

業などが進んでいます。 

         このように大宮駅周辺では様々な事業を進めているところですが、これ

らに加えて、今回の「桜木駐車場用地活用事業」は、「おもてなしあふれる

東日本の顔となるまち」を象徴する事業としたいと考えており、その活用

事業者を公募するものです。 

         桜木駐車場用地活用事業のコンセプトは、「事業者の活力を導入し、人々

が集まり交流することで新たな価値を生み出し続ける『東日本の対流拠点

形成に資する機能の導入』を実現するため用地の活用を図る。」ことです。

市長発表：議題２「桜木駐車場用地活用事業者を公募

します」 



 
6 

本事業は、大宮における対流拠点の形成を実現するために、桜木駐車場用

地の活用が対流拠点づくりを先導するなどの役割を担ってもらいたいと考

えています。 

         公募の対象敷地について説明します。対象敷地は、大宮駅から約５００メ

ートルに位置する面積約１．８ヘクタールです。対象敷地は、都市再生緊

急整備地域内にあり、都市再生効果が期待されているとともに、公共貢献

を含む地域と調和した事業者提案により、柔軟な活用ができるようになっ

ています。長年駐車場として暫定利用をしてきた用地ですが、いよいよ本

格的な活用の段階にたどり着くことができました。 

         続いて公募条件についてです。貸付方法は、定期借地権設定契約とし、

事業者が提案する用途に合わせ、運営期間を３０年以上７０年以内から選

べるものとしています。貸付料は、年額約１億３，５００万円以上として

います。引渡し時期は令和６年４月を予定しており、使用用途については、

居住施設や近隣環境を損なうような施設は禁止としています。また、対象

敷地周辺は大宮駅に近いこともあり交通量が多い地域です。そのため、自

動車交通量の抑制対策も実施していただくこととしています。 

         本公募の特色の一つとして、地域への貢献を重要視しており、事業者に

地域貢献となる機能の整備を求めています。地元が期待している広場や防

災機能、また地域交流機能などの整備を事業者に提案していただき、内容

等を評価することとしていますので、そのような点でもぜひ魅力的な提案

をしていただきたいと思います。 

         続いて、公募のスケジュールについてお知らせします。本日公募要項等

を公表します。提案書の提出期限を７月下旬としており、事業者の検討期

間を半年間確保しています。その後、プレゼンテーション審査を行い、優

先交渉権者などを令和５年１０月頃に決定し、年度内に契約等を締結して

いく予定です。 

公募の特設サイトを用意しているので、公募の条件や選定基準などの詳

細については、ウェブページを御覧ください。大宮に人々が集まり交流す

ることで、新たな価値を生み出し続ける対流拠点とするために、事業者の

皆様にはぜひ御応募をいただき、大宮のまちづくりを私たちと一緒に進め

ていただきたいと思います。 
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         議題の説明は以上です。 

 

 

〇 産経新聞   それでは、市長からの説明について質問させていただくところですが、

幹事社質問が市長説明に関連するものですので、先に幹事社質問させてい

ただきます。 

         質問は１点になりまして、新年度予算についてですが、市長が重点的に

取り組みたい項目をお教えください。お願いいたします。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えします。 

         令和５年度当初予算においては、先ほども申し上げましたが、ポストコ

ロナを見据え、さいたま市の新時代へのシンカに取り組んでいくという観

点から、次の４つを予算の柱としたところです。 

         まず１つ目の柱は、「感染症や自然災害に備えた強靱な都市づくり」とい

うことで、今なお喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策や、激

甚化する自然災害への対策強化に取り組むものです。 

         ２つ目の柱は、「ポストコロナを見据えたさいたま市の魅力づくりと」い

うことで、本市がこれまで育んできた魅力に磨きをかけ、さいたま市らし

さを深化させていくため、新庁舎整備及び現庁舎地の利活用策の検討など、

さいたま市の輝かしい未来に向けた歩みを着実に進めていくものです。 

         ３つ目の柱は、「誰一人取り残さない持続可能でインクルーシブな地域づ

くり」ということで、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念を基に、

セーフティネットを確保しつつ、誰もが住みやすく持続可能な地域社会の

実現を目指していくために、子育て支援策の強化や物価高騰支援に取り組

むものです。 

         ４つ目の柱は、「公民学共創と質の高い市役所づくり」ということで、新

しい時代にふさわしいさいたま市役所を創造していくことが重要であり、

ＬＩＮＥを活用した情報発信の強化やキャッシュレス決済の対象拡大など

に取り組むものです。また、Ｐａｒｋ―ＰＦＩをはじめとして、企業、大

学等と行政がそれぞれの強みを発揮しながら、より一層力を合わせていく

公民学共創を推進するものです。 

         以上の４つの柱を推進していく事業として、先ほど説明した事業につい

幹事社質問：新年度予算で市長が重点的に取り組みた

い項目について 
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て、特に重点的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

〇 産経新聞   それでは、市長説明と代表質問の説明に関して、御質問がある方は挙手

をお願いいたします。質問する際は、マイクの使用をお願いいたします。 

〇日本経済新聞  日経新聞です。２点お尋ねさせてください。 

         まず、１点目なんですけれども、多子世帯への子育て応援金の給付なん

ですが、こちらは市独自の施策ということで、改めてこの事業についての

期待や、どういうふうに市民の方に届けばいいなとか、そういう思いをま

ず聞かせてください。 

         ２点目は、新型コロナウイルスの扱いが（２類から）５類に５月に引き

下げられるという方針を政府が固めたという報道もありますが、予算編成

は２類を前提として進められていると思います。まだ２月の定例会まで時

間がありますが、予算の修正とかはお考えになっているのでしょうか。併

せてよろしくお願いいたします。 

〇 市  長   まず、多子世帯への子育て応援金の給付事業についての御質問にお答え

します。 

         新型コロナ感染症によって、合計特殊出生率、あるいは出生数が予想以

上に下回ってきたこともあって、出生率を高めていく、あるいは市民の皆

さんの御希望に近い形で産んでいただけるような環境をつくっていくこと

は非常に重要だと考えています。その中で、多子世帯の皆さんの経済的な

負担が重いと感じていますので、そういった世帯の負担をできるだけ軽減

することによって、より多くの子どもを持ちたいと思っている家庭をしっ

かり後押しできる施策として今回踏み切ったところです。ぜひ有効に活用

され、また子育て世代の皆さんがより安心して暮らしていける環境をつく

っていきたいと考えています。 

         もう一点のコロナの関係ですが、現時点ではコロナの分類についての変

更が議論されています。今日の夕方ぐらいに国で正式な決定がなされるの

ではないかという報道もあります。ただ、段階的に対応がなされるという

ことも聞いていますし、詳しい部分についてはまだ明らかになっていませ

んので、（今後の国の動向）を十分に踏まえながら、今後の予算については

対応していきたいと考えています。 

議題・幹事社質問に関する質問 
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〇 東京新聞   東京新聞です。 

         説明の中で、ポストコロナについて非常に強く重点の目標としておっし

ゃっていましたが、特にフルマラソンを４年ぶりに開催するとか芸術祭、

３年前になかなかできなかったことをまたあえてやる。ただ、コロナの状

況というのは分からない部分もあるのですけれども、この辺の意図、あと

花火大会もあったんですけれども、市長としてのポストコロナに対する考

え方をもう一度聞かせていただけないでしょうか。 

〇 市  長   今後コロナについての分類の変更が想定されており、感染対策などには

十分配慮しながら分類が変更される見込みもありますので、私たちとして

はできる限り日常的な行事、取組については、しっかり行える環境をつく

っていきたいと考えています。今お話のありましたフルマラソン、芸術祭、

あるいは花火大会等々、来年度につきましては、分類の変更なども想定し

ながら、もちろん一定の感染対策といったことも十分考慮しながら、実施

できるように努めてまいりたいという思いで計上したものです。 

〇 朝日新聞   朝日新聞です。 

         引き続き、フルマラソンを含めたマラソンについてですけれども、過去

にさいたま市ではさいたま国際マラソンを誘致して実施されてきました。

今回のフルマラソンを含むマラソンイベントというのは、全国が注目する

ようなイベントを誘致するお考えはあるのか、まずそれを教えてください。 

〇 市  長   現時点の考えとしては、かつての女子エリートマラソンのような大会と

いうよりは、いわゆる通常のフルマラソン大会を想定しています。ただ、

フルマラソンの大会も（各地で）今たくさんできていますので、さいたま

市らしいフルマラソンをつくり上げていきたいと考えています。例えば、

これまでフルマラソンなどにチャレンジしたことがない方が、さいたま市

のマラソン大会に出て、初めてチャレンジをしていくようなものなど、さ

いたま市の特徴を生かしたマラソン大会をつくり上げていきたいと思って

います。 

〇 朝日新聞   あと１点、予算のことで教えてください。 

         今回市民会館うらわだとか大宮駅の開発といった普通建設事業費という

のが過去最大の９６９億円でした。一方で、財調の切り崩しだとか、あと

市債もかなり増えてきています。実際市の借金が増える状況で、いわゆる
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ハコモノのような事業を増やしている、その辺の意図を教えてください。 

〇 市  長   私の市長としての３期目ぐらい、あるいは２期目の後半ぐらいからだと

思いますが、あと１０年ぐらいで人口減少が始まる、２０３０年をピーク

に人口減少が始まるということを想定しながら、それ以降も持続可能な発

展を続けられる、そんなまちをつくっていきたいということから、これま

でどちらかというと少し抑えぎみにというか、着実に、堅実にまちづくり

を進めてきたところですが、さいたま市の強みをしっかり生かした、そん

なまちづくりを人口減少の前までにしっかりつくり上げていく、あるいは

その道筋をつけていくということで、ここ数年については積極的にまちづ

くりについて投資していこうと進めてきたところです。今回普通建設事業

費についても過去最大ですが、当然収支バランスなども十分に踏まえなが

ら、できるだけ適正にすることを前提にしながら、バランスよく組み上げ

た予算編成にしたということになります。 

〇 朝日新聞   恐らくこういう大型の事業というのは、単年度ではなくて、ある程度複

数年にまたがると思うんですが、当面市の方針とすれば、こういうハコモ

ノというか、建設を積極的にやっていかれるということですかね、この先。 

〇 市  長   ハコモノといいますか、インフラであったり、必要な施設などを整備し

てまちの機能を高めることによって、市民が住みたい、あるいは（企業等

が）進出したい、そんなまちになっていけるように引き続きまちづくりを

進めていくということです。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         まちづくりの関係ですけれども、やっぱりちょっと集中的に今年度の当

初予算に入っている、これは時期的なものなんでしょうか。それともたま

たまなのか。重なっている印象が強くて、あと市民会館うらわなんかは

５８億円ですか、これからあと百何億円、令和８年度までに積み上げると

いうことで、この辺はどういう考えで入れているんでしょうか。 

〇 市  長   ずっとこれが増え続けるということではなくて、やはりタイミングによ

って前後の年よりは増える年などもあります。特に建設事業費で言うと、

サーマルエネルギーセンターがスタートしますので、そのコストが非常に

かかっていることが主な原因と言えるのではないかと思います。 

〇 埼玉新聞   令和５年度、２０２３年度は、新庁舎の基本計画と地下鉄７号線の事業
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進捗と大宮駅東口の駅前広場ですか、その辺が全部重なっていますけれど

も、その辺はいかがですか。 

〇 市  長   今年だけではなくて中期的あるいは長期的な視点も十分踏まえながら、

できるだけ平準化しながら、単年度に過度な負担がかからないような工夫

をしながら取組を進めています。ただ、年度によって多少凸凹はあると思

います。 

〇 埼玉新聞   建設事業費の中に学校の修繕なんかもあるんですけれども、これからさ

らに公共施設の老朽化でかかると思うんですけれども、その辺はどういう

ふうに進めていくんでしょうか。 

〇 市  長   その辺りは、公共施設マネジメント計画を策定しています。それに基づ

き、着実に中規模修繕や大規模修繕等、定期的にメンテナンスをしっかり

行いながら、できるだけ長く使いながら、予防保全的な感覚も入れて延命

化を図っていくという取組と、あと適切なタイミングで修繕や改修を行っ

ていくことを計画的に実施していますので、それに基づき着実に進めてい

くということだと考えています。 

〇 埼玉新聞   政令指定都市の記念事業で４億円ですか、花火大会は普通の花火大会と

は別に８，０００万円予算計上していますけれども、ちょっと多いんじゃ

ないかという指摘が出ているんですけど、この辺はいかがですか。 

〇 市  長   記念事業ということで、例年の花火大会よりは場所の数も増やすことに

なりますので、それに対応した予算になっています。 

〇 埼玉新聞   予算書を見ると、通常は同じ８，０００万ぐらいで３か所と、浦和、大

宮、岩槻ですけれども、今回はまだ決まっていないというふうに言われた

んですけれども、これはどういう予定なんでしょうか。 

〇 市  長   今後事業を進めていくことになると、開催場所などを検討していく予定

ですが、記念すべき年度のときには従来の場所に加えて、（新たな場所）で

実施したりもしますので、そういったことも踏まえながら検討していくこ

とになります。 

〇 埼玉新聞   区民まつりの拡大というのも含めているでしょうけれども、全体で４億

円は多いんじゃないかという指摘があるんですが、その辺はどういう認識

でしょうか。 

〇 市  長   政令指定都市になって２０周年ということで、大きな都市になったとい
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う意味と、もう一つは１０の区に分かれて、特色ある区づくり、区のまち

づくりを進めてきているところです。その記念すべき年でありますので、

区の特徴が伝わるような事業であるとか、区役所の市民サービスの向上に

つながるような事業をしっかりと実行するための予算として計上していま

す。 

〇 埼玉新聞   多くないという趣旨でいいんですか。 

〇 市  長   適切に計上しているつもりです。 

〇 埼玉新聞   あと、医療的ケア児の保育支援センター設置、これはどういう思いで設

置という考えでしょうか。 

〇 市  長   医療的ケア児の支援センターについては、保育所等、医療的ケア児を受

け入れてほしいというニーズが非常に高まっています。一人でも多くの子

供たちを受け入れられる環境をしっかりとつくっていきたいという思いで、

今回こういったセンターを造ることにより、より多くの保育所等で受け入

れられる環境をつくっていきたいということで設置させていただいたとい

うことです。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         今回の予算の関係なんですけれども、今回の予算について市長ご自身は

どのように受け止めていらっしゃるか伺えますか。 

〇 市  長   今年は建設事業等が例年より膨らんでくる時期にも当たるということも

あり、予算編成としては非常に厳しい環境にあると認識しながらの予算編

成でありました。先ほども申し上げたとおり、２０３０年が人口のピーク

と言われていますので、それに向けて着実な対応を取っていく必要がある

ということや、約３年間コロナの影響で厳しい環境の中で生活をされてい

た市民の皆様も多くおられますし、市民経済が必ずしも良好に回っていた

状況ではなかったので、その後を見据えながら、しっかりと新しい時代に

向けてシンカをしていけるような予算にしていこうという思いでやらせて

いただいています。 

         そういう意味では、苦しい中でも新しい取組をしっかり打ち出せた予算

編成になったと考えています。 

〇 産経新聞   そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

〇 埼玉新聞   予算編成に関わりますけれども、５類変更が５月８日に決まりそうです
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けれども、その医療体制とか、いろいろこれから議論が進みますが、その

受け止めをお願いします。 

〇 市  長   分類の見直しが進められることについては、３年にわたるコロナ禍から

日常を取り戻すための大変大きな一歩だと考えています。これから国の具

体的な判断や対応方針が出されると思いますので、それを見ながら私たち

としても対応していきたいと考えています。 

         見直しによって、医療費の公費負担をはじめとする様々な面で市民生活

や医療機関、あるいは行政の対応に大きな変更を伴うことが見込まれます

ので、見直しによる混乱が最小限となるよう、（国には）丁寧な対応をして

いただきたいと考えています。 

         また、５月の大型連休後を目途としているとの報道もありますが、国に

対しては具体的な見通しやスケジュールをなるべく早く示していただきた

いと考えています。その上で、本市としては必要となる準備をしっかりと

行い、市民の皆様への周知など、保健所設置市として求められる責務を果

たしていきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   桜木駐車場の用地買収の公募事業者は、どういった事業が理想なんでし

ょうか。 

〇 市  長  本日公表する募集要項の中で、東日本の対流拠点にふさわしい機能を持っ

た事業を展開していただける事業者としています。その中で、具体的に３つ

から４つぐらいのパターンを示していますので、そういった事業を行って

いただける事業者の方を審査しながら選んでいきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   それはホームページに載っているということですか。 

〇 市  長   ホームページに載っています。専用のウェブサイトも立ち上げています

ので、そちらを御覧いただければと思います。 

〇 朝日新聞   今回予算の中にも組み込まれている地下鉄延伸の関係で教えてください。 

         市長は常々来年度には、事業者に対して事業要請をしますということを

表明されています。表明されれば、加速度的に事業が進むと思います。一

方で、あの地区というのはさいたま市内でも比較的人口密度が低く、本当

に鉄道ができて実際に使われていくのか、赤字が増えていかないのか、将

来のさいたま市にとって負担にならないのかという不安を口にする方もい

ます。今後できたときにどうなっていくのか、その辺について市長の思い
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をお聞かせください。 

〇 市  長   地下鉄７号線の延伸については、国や鉄道事業者と協議し、あるいは県

や川口市など関係自治体とも協議を重ねながら進めています。 

         本事業については、都市鉄道等利便増進法の適用を目指しており、累積

黒字の転換年を３０年以内、それからＢ／Ｃについては１以上という一つ

の前提条件があります。それをクリアできるかどうかが大きな課題である

と思っています。最終的には今年度中に出る様々な調査を見据えた中で決

定されていくものだと思いますが、前提としては黒字といいますか、そう

いった条件をクリアできるということで進めていくということです。 

〇 朝日新聞   具体的に、来年度どれぐらいの時期、何月ぐらいに要請されるかという

のは、ある程度市長の中にあるのでし0.0ょうか。 

〇 市  長   現在いろいろな協議や調査を行っている最中ですので、現時点では具体

的な時期については申し上げられませんけれども、調査がおおむね終了し

て準備が整い、協議なども調い次第、要請していきたいと考えています。

できるだけ早くできれば良いとは思っていますが、その時期の見通しにつ

いては、まだ申し上げられません。 

 

〇 朝日新聞   今までと関係ないんですが、昨年９月に岩槻の農地改良の中で不適切な

残土が積み上がったという問題がありました。その件について市長に定例

会見で質問したところ、今後その制度について検討されていくというお話

がありました。 

         新年度に向けて、市の職員の方が住民の問合せに対して、十分そういう

残土に適切に対応できるような制度、あるいは法令についてどのようにお

考えか、新年度に向けて教えてください。 

〇 市  長   ９月１日の記者会見において、御質問いただきました岩槻区内の土砂の

不法投棄に対する法や条例の整備の必要性、また原状復帰に取り組む考え

を示させていただきました。現在の進捗状況として申し上げますと、原状

回復命令を発令した農地については、命令発令後、新たな土砂の搬入は止

めることができています。ただ、復元にまではまだ至っていない状況です。 

         現在、施工業者や土地所有者に対して定期的に連絡を行って、農地への

復元に向けて継続的に指導を続けている状況です。今後、施工業者や土地

その他：岩槻での土砂の不法投棄について 
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所有者による農地への復元が見込まれないことも想定して、警察署や関係

部署と連携、協議を進めています。 

         また、法や条例の整備については、令和５年に国土交通省並びに農林水

産省によって、「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」が

施行されます。盛土規制法について、公表された政令あるいはガイドライ

ン等を調査研究した結果を踏まえ、現在施行規則内の条文等を修正する準

備を進めているところです。 

         盛土規制法の本格施行によって、罰則等の強化などが行われていますの

で、引き続き条例の改正の必要性について、検討していきたいと考えてい

ます。 

〇 産経新聞   ほかに御質問がある方は質問お願いいたします。 

         こちらもよろしいでしょうか。 

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させていただきま

す。 

         なお、次回の開催は３月９日木曜日午後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１９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。 

 

 


