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さいたま市長年頭記者会見 

令和５年１月５日（木曜日） 

午前１１時００分開会 

 

〇 進  行   定刻になりましたので、年頭に当たっての市長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、共同通信社さん、進行よろしくお願いし

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。明けましておめでとう

ございます。本年もよろしくお願いいたします。 

         それでは、市長から年頭挨拶をお願いいたします。 

 

〇 市  長   皆様、明けましておめでとうございます。この三が日は清々しいほどの

快晴に恵まれ、穏やかに新年をお迎えのことと思います。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

         新年を迎え、改めて思い起こした言葉があります。「もっと身近に もっ

と幸せに」、この言葉は、平成２７年に市民満足度９０％以上を目指す取組

である「さいたま市ＣＳ９０運動」を始めたときに、職員への公募によっ

て決まったキャッチフレーズです。以来さいたま市役所だけではなく、様々

な団体や企業の皆様、市民の皆様にもご協力をいただきながら、その輪を

広げてきました。そして、この運動は「ＣＳ９０＋運動」として現在も継

続しています。 

         政令指定都市に移行して２０周年を迎えるこの年、この運動の原点に立

ち返り、しっかりと皆様と手を携えながら市政運営を進めてまいりたい、

そのような思いを強くしたところです。 

         さて、新年早々、うれしいニュースが飛び込んできました。 日本経済新

聞社による「全国市区・ＳＤＧｓ先進度調査」において、前回に続き、２回

連続で全国１位の評価をいただきました。誰一人取り残さないというＳＤ

Ｇｓの理念は、持続可能な都市を実現する、また市民一人一人の幸せを実

現するという本市の取組と方向性を同じくするものです。政令指定都市に

移行して２０周年を迎える年の始まりに、このような評価をいただいたこ
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とを大変うれしく感じています。 引き続き、市民の皆様、企業や団体の皆

様と連携・協働しながら、持続可能な都市の実現、また市民一人ひとりが

幸せを実感できる都市に向けて、ＳＤＧｓを意識した様々な施策に全力で

取り組んでまいります。 

         政令指定都市移行２０周年となる本年は、本市の未来への「シンカ」に

向けた取組を着実に進める契機でもあります。 長年の懸案であった市役所

の新庁舎整備については、昨年４月臨時会において、位置条例議案を承認

いただきました。 

         本年は、令和３年度に策定した新庁舎整備等基本構想を基に、民間市場

調査や市民の皆様、有識者の皆様などのご意見を伺いながら、新庁舎整備

等基本計画の策定に向けた検討を行うほか、市民の皆様のご意見などを踏

まえた現庁舎地利活用のさらなる検討、（仮称）浦和駅周辺まちづくりビジ

ョンの策定、さいたま新都心将来ビジョンや総合振興計画基本計画の見直

しなどを進めてまいります。  

         また、今月２１日、２２日には「さいたまランフェス２０２２―２３」

を開催します。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。

さらに、１０月には市内各所でアート作品やプロジェクトを展開する「さ

いたま国際芸術祭２０２３」を市民の皆様と共に創り上げていくなど、ポ

ストコロナを見据え、本市の魅力にさらに磨きをかける取組も進めてまい

ります。 

         政令指定都市移行２０年目となる本年は、区制が施行されて２０周年の

年でもあります。区役所においては、昨年は１０区全てに開設した子ども

家庭総合支援拠点、福祉まるごと相談窓口、おくやみ窓口などを通じて、

複合的な課題を抱えている方への相談体制を強化し、市民の皆様へのサー

ビスの向上を図ってきました。 

         本年は、区役所窓口のデジタル化を進め、市民の皆様の利便性向上を図

っていく一方で、ご相談などで来庁された方には、気持ちに寄り添った、

きめ細やかなサポートを行ってまいります。 

         この２０周年を契機として、「ＣＳ９０＋運動～もっと身近にもっとし

あわせに～」を意識し、職員一人一人が市民の皆様にとっての幸せコーデ

ィネーターとなるよう、区役所の未来への「シンカ」をより一層進めてま
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いります。 

         一方で、新型コロナウイルス感染症の状況は、いまだに感染拡大終息の

見通しがつかない厳しい状況が続いています。本市の最新の感染状況は、

先週１週間の新規陽性者数は６，８９６人で、前週と比べて約０．７５倍

という状況です。 

         年末年始における医療機関の開院状況も影響し、一時的に減少となって

いますが、例年、年明けに急激な感染拡大が起こってきたことから、今後

の推移が非常に懸念されます。 

         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、昨年末

の１２月２８日に全国的な流行シーズンに入ったと国から発表されたこと

から、今後の患者数の動向について、引き続き注視してまいります。 

         増加基調が続く本市の人口もあと１０年足らずでピークを迎え、大きな

転換点の到来が予想されています。こうした中でも成長発展、シンカを遂

げていくためには、時代の最先端の知見やテクノロジーを積極的にまちづ

くりや行政サービスに生かしていくことはもとより、市民の皆様や市内外

の企業、大学をはじめとする様々な皆様と力を合わせ、共に考え、共に創

る、公民学共創によるまちづくりが不可欠です。 

         誰もが住みやすい、住み続けたいと思える持続可能なまちづくりに向け

て、どうか本年も皆様のお力添えを賜りますようにお願い申し上げます。 

         本年が皆様にとって幸多い一年となることを心から祈念いたしまして、

年始のご挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

〇 共同通信   それでは、幹事社として１点代表質問をさせていただきます。 

         本庁舎の移転について、昨年位置に関する条例が可決され、移転整備に

向け大きく動き出しました。今年はどのように進められていくのか、展望

をお聞かせください。 

〇 市  長   それでは、幹事社のご質問お答えします。 

         昨年の４月臨時会において、位置条例の改正議案が可決され、改めて本

市の未来を見据えたまちづくりの実現に向け、令和１３年度の新庁舎の供

用開始とともに、本庁舎移転後速やかに現庁舎地の利活用を開始できるよ

う着実に取り組んでまいります。 

幹事社質問：本庁舎移転の今年の進め方について 
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         現在、令和３年度に策定した基本構想を基に、新庁舎整備等基本計画の

策定及び現庁舎地利活用についての調査検討を進めているところです。ま

た、新庁舎の移転整備等に伴い、本市の都市づくりや都市インフラに関す

る施策への影響を調査検討した上で、総合振興計画基本計画の見直しを行

うこととしています。 

         今年の進め方についてですが、新庁舎整備については、新庁舎整備等基

本計画の令和５年度末の策定に向けて、新庁舎の機能や規模のさらなる具

体化、配置計画、民間機能との複合化の可能性、さらには事業手法の方針

や事業スケジュール等をおおむね決定し、次のステップである基本設計に

必要な諸条件を整理していきます。検討に当たっては、民間市場調査を行

うとともに外部有識者等で組織する審議会からご意見を伺いながら、具体

的な検討を進めていきます。 

         また、現庁舎地利活用の検討については、基本構想で示す利活用の考え

方などを踏まえ、市民ワークショップによる意見聴取などを進めてきたと

ころです。今後、（仮称）浦和駅周辺まちづくりビジョンで示すまちの将来

像などを踏まえ、引き続き地域の皆様をはじめ、多くの皆様からご意見を

いただきながら、さらなる具体化に向けた検討を進めていきます。 

         これらの取組に当たっては、令和５年度に改定を予定している総合振興

計画基本計画、さいたま新都心将来ビジョンや、令和５年度から検討を開

始する（仮称）浦和駅周辺まちづくりビジョンのアクションプランと一体

的に実施し、まちづくりの機運を一層高めながら、市民の皆様に広くご意

見、ご提案をいただくとともに、シンポジウム等により、検討の進捗状況

を広く周知を図りながら進めていきたいと考えています。 

         以上です。 

 

〇 共同通信   代表質問の説明に関して質問がある方は、マイクを使用して質問してく

ださい。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。今年もよろしくお願いします。 

         市庁舎移転ですけれども、臨時会前の市民説明に対して、地元の方から

は多少というか、割と反発が強かったんですけれども、今後の市民の方、

現庁舎の周辺、浦和の方に対しての意見聴取というのは、シンポジウムと

幹事社質問に関する質問 
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か行うということですけれども、具体的に何かアイデアとかあるんでしょ

うか。 

〇 市  長   今年度も市民ワークショップ等でご意見を伺い、また継続的にいろいろ

なご意見もお寄せいただきたいというお話もさせていただいています。ま

た、今後基本計画策定に向けて、審議会などにも、浦和区の自治会連合会

をはじめ関係者にもご参加いただくようなことも考えています。 

         また、新庁舎については、有識者や特に地元の皆さんからいろいろな声

をいただきながら、方向性を一旦は示していますが、それらをより具体化

するために、より多くの市民の皆さんの声を私たちも聞いていきたいと考

えていますので、そうした中でご意見を十分に踏まえながら、またお伺い

をしながら、方向性、また具体化を進めていきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   また、改めてタウンミーティングとか、そういったものも検討されるん

でしょうか。 

〇 市  長   今後タウンミーティングであるとか、ワークショップであるとか、ある

いは様々な手法で聴取をしながら、具体化を図っていきたいと考えていま

す。 

〇 共同通信   それでは、そのほかに質問がある方は質問をお願いいたします。 

 

〇日本経済新聞  日本経済新聞社です。今年もよろしくお願いいたします。 

         日経グローカルについてなんですけれども、２点ほど質問させてくださ

い。まず１点目なんですけれども、評価を受けての改めての受け止めとい

うところを教えてください。現行では、チェック体制の万全な体制が評価

されたと思うんですけれども、具体的にこういう政策も一つ手応えとして

評価されたのかなと、市長の中で思いつくものがあれば教えてください。 

         ２点目は、この評価を受けて、今後ＳＤＧｓに対してどのような取組を

展開していくのかなというところも併せて教えてください。 

         以上２点よろしくお願いします。 

〇 市  長   それでは、ご質問にお答えします。 

         まず、評価の受け止めですが、前回に引き続き２回連続でＳＤＧｓ先進

度調査で１位になったことは、これまで総合振興計画にＳＤＧｓをすべて

ひもづけて、積極的に取り組んでいこうと進めてきた中でこのような評価

その他：ＳＤＧｓ先進度調査１位について 



 
6 

をいただいたので、私たちにとっても大変うれしく思っているところです。

ありがとうございます。 

         また、その中で、具体的な政策についてですが、特に環境面でいいます

と、昨年脱炭素先行地域に指定していただき、脱炭素への取組を私たちと

しても積極的に取り組んでいきたいと考えています。さいたま市と、それ

から埼玉大学、芝浦工業大学、また東京電力（パワーグリッド株式会社埼

玉総支社）の皆さんのご協力もいただきながら、連携して取り組んでいく

プロジェクトです。今、具体化に向けていろいろな取組をさせていただい

ているところですが、選定された評価の一つに、さいたま市のモデルは、

比較的全国的に活用できるモデルだと、要するにさいたま市だけでなく、

いろいろな地域で今後展開ができるのではないかというご理解、ご認識の

下に選んでいただいた経緯もあります。私たちとしては先行的に取り組む

中で、いろいろな都市でこういった脱炭素への取組がより一層進んでいく

ように、スタートをしっかりと切って、いろいろな情報を提供していけれ

ばと思っています。 

         また、ＳＤＧｓ（先進度調査）の社会分野も今回は３位ということで、

前回よりも大幅に評価を高くしたところです。これまでしあわせ倍増プラ

ンという形でマニフェストをつくり、それを総合振興計画の中で着実にし

っかりと進めてきたことが評価されたと思っているところです。 

         いずれにしても、今私たちとしては具体的な目標を定めて、それをきち

んと数値化をして、それを着実に進めていくという取組を強化していると

ころです。特に総合振興計画の進捗管理については、雑誌等でも記載され

ましたが、３か月に１度進捗状況をチェックして、遅れている事業、ある

いは施策について、徹底的に見直し、どうやったらそれがしっかりと目標

に達成することができるかというチェックポイントを３か月ごとに設けな

がら、着実に進めていこうという取組をしています。 

         私たちとしては、そういった着実に進めてきたことが、結果的に総合１位

につながってきたものと思いますし、特にＳＤＧｓについては、さいたま

市だけではなくて、様々な施策に事業者の皆様や市民の皆様が関わってい

ただいて実現できていることが多いと思っています。その中で、ＳＤＧｓ

（企業）認証制度、これは企業の皆様にも認証に参画をいただいて、認証
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ですから一定の基準を超えていないと認証されませんが、事業者の皆さん

にもそういったものにも積極的に取り組んでいただいているし、また市民

の皆さんや大学なども一緒になって取り組んでいるという体制ができてい

ることが、こうした良い評価につながったものと考えています。 

         それらの良い点については、今後も引き続き継続していきたいと思って

いますし、ＳＤＧｓは行政だけでできるものでは全くありません。ステー

クホルダーになる多くの市民の皆さん、事業者の皆さん、あるいは他の自

治体などとも連携しながら前に進めていきたいと思っています。 

         また、１位という評価をいただきましたので、積極的に旗振り役もやっ

ていきたいと考えています。 

〇日本経済新聞  では、今後の展開については、今評価されたところは継続して、ほかの

もっと連携を強化して、旗振り役として前に進めていきたいというところ

が今後の展望みたいな感じで受けっていいでしょうか。 

〇 市  長   そうですね。政策として既に取り組んで実施しているものもありますし、

これから本格化するものもありますので、それをしっかり着実に前に進め

ていくことが重要だと思っていますし、併せてその過程で、さいたま市だ

けではなくて、市民や事業者や多くの皆さんに関わってもらいながらしっ

かり進めていくことが重要だと思っています。 

 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。１年間よろしくお願いします。 

         救急搬送困難事案が増えていると、報道だったり、いろんなところで聞

くようになったんですが、さいたま市の消防のほうでは、この年末年始救

急搬送困難事案の件数はどれぐらいだったのか、それは対前年同期と比較

したらどうだったのか。 

         あと、最長どのぐらい搬送困難の時間がかかったケースがあるのか。消

防庁から出ているデータを、私が持っているのは１２月１９日から２５日

分なんですが、それではコロナ前の同期と比べると６７０％と出ているん

ですが、その市長の受け止めをお願いいたします。 

〇 事務局    まず、搬送困難の件数ですが、１２月の第５週は２００件です。１２月

に入りまして第２週が２２３件で、第４週が２３１件で若干増加傾向だっ

たのですが、第５週に入り若干減少しているような状況です。 

その他：救急搬送困難事案について 
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〇 毎日新聞   対前年度比は。 

〇 事務局    全搬送件数に占める搬送困難な割合でもよろしいでしょうか。１２月の

第２週が１３％とピークでしたが、その後は減少しています。第６波のピ

ークが１５．２％で、第７波のピークが１４．６％でしたので、今それは

超えていない状況です。第８波に入りまして搬送困難はもちろんあります

が、第７波に比べて、そこまではまだ増えていない状況です。 

〇 毎日新聞   最長どのぐらいかかったのか。 

〇 事務局    １２月の下旬に５時間２７分となった事案があります。これはコロナ確

定の症例で、病院選定回数については、県の調整本部が入った事案ですの

で、１か所です。施設入所中の高齢者の方で、コロナ陽性と判明していた

が、療養中に自分の部屋で車椅子から転倒し、机の角で頭を打ってしまっ

た事案でした。このときにバイタルサインが安定していれば、一度救急隊

は、病院が決まるのに時間がかかるので引き上げてもらっていいですよと

いうのを保健所から指示されるのですが、そのときにはＳｐＯ２（酸素飽

和度）の低下もあったということで、救急隊で酸素投与しながら病院が決

まるのを待ったため、５時間２７分を要した事案です。 

〇 毎日新聞   コロナ前から比べたら６７０％とか、それぐらい増えていますがという。 

〇 市  長   そうですね。やはり特に今回は、昨年、一昨年と比べるとインフルエン

ザとの同時流行が非常に懸念されている中で、救急搬送の件数が非常に増

えているという状況だと認識していますが、いずれにしても、まだまだ予

断を許さない状況が続いています。特に年末年始にかけて、拡大していく

傾向が強くありますので、私たちとしては引き続き注視しながら感染対策

の徹底と、インフルエンザと新型コロナのオミクロン株対応のワクチン接

種を引き続き呼びかけていきたいと考えています。 

 

〇 毎日新聞   あと、埼玉県が進めている順天堂大病院の誘致事業についてなんですが、

整備スケジュールや今後の進め方などを文書で確認した確認書について、

この間の県議会で話が出てきたんですが、平成３０年、２０１８年３月に

医療審議会で順天堂大の整備を延長、期限を決めずに医療審議会のほうで

了承されました。その同じ月に、県と順天堂大で確認書を取り交わしまし

た。その確認書の中に、その整備スケジュールが入って、３年遅れの平成

その他：順天堂大学病院の誘致について 
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３５年度、２０２３年度を目指すと書かれてありました。確認書の内容が

出たのは１２月県議会が初だったと私は聞いておりますが、環境アセスな

どに関わるさいたま市は、県からスケジュール計画の変更というような連

絡は来ていたんでしょうか。 

〇 市  長   それは今回のスケジュール変更ということですか。 

〇 毎日新聞   確認書の中で、３年ずれて２０２３年、平成３５年度という数字が出て

いましたけれども、さいたま市もその平成３５年度にオープンを目指すと

いう認識はあったんでしょうか。連絡を受けて、その認識はもともとあっ

たんでしょうか。 

〇 事務局    私どもは、確認書については承知していないのですが、県に提出された

整備計画書で、平成３０年の着工ということで確認はしています。平成

３０年３月ということで確認しました。 

〇 毎日新聞   平成３０年３月だったんですよね。それが３５年という数字を知ってい

ましたか。 

〇 事務局    再度申し訳ございません。確認書で、そういった数字が書かれていたこ

とは、存じ上げておりませんので、平成３５年という部分の数字も、確認

していません。 

〇 毎日新聞   環境アセス等に関わるさいたま市としては、期間が後ろになっている、

その具体的期間のほうは当然連絡受けてていいんじゃないかと思うんです

が、その受け止めを市長からお願いします。 

〇 市  長   環境アセスメントについては法令に基づいて適切にやっていくことが私

たちのやるべき仕事ですので、具体的な整備スケジュール全体を示してい

ただくということも大変重要なことですが、いずれにしても私たちとして

は法令に基づきながら、一定の期間どうしてもかかってしまうものですの

で、それに基づいて粛々とやっていくということが必要だと考えています。 

〇 毎日新聞   県から整備計画の整備スケジュールの全体を示してもらっていなかった

ということですよね。 

〇 事務局    当初の計画から変更ということでお話があった際には、いつ開院します

というスケジュールが示されていなかったというところで、私どももどう

いったスケジュールで進むか、全体のスケジュールは確認していなかった

という話になります。 
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〇 毎日新聞   そのスケジュールが３年後ろ倒しになっていたことを示してもらってい

なかったことについての市長の受け止め。 

〇 市  長   私たちとしては、これまでも県のそういった取組に協力していこうとい

うスタンスでしたので、できるだけ具体的なスケジュール等もお示しして

いただく中で、協力していくというのが私たちのスタンスですので、変更

があった場合には随時ご連絡をいただければと思っています。 

 

〇 朝日新聞   明けましておめでとうございます。朝日新聞です。今年もよろしくお願

いします。 

         まず、地下鉄７号線の延伸計画について教えてください。市長は、

２０２３年、来年度、鉄道事業者に対して延伸要請をするということを発

表されています。改めて要請に向けた思いを聞かせてください。 

〇 市  長   現在部局長級の会議を開催させていただくと同時に、県と共同で調査を

実施しています。また、市としても独自に中間駅のまちづくりについても

検討を進めさせていただいています。そういったものを並行して進めてい

きながら、私たちとしては２０２３年度のしかるべきタイミングに、でき

るだけ早いタイミングに要請をしていきたいと考えています。 

         いずれにしても大変重要な時期に差しかかっていると思っていますので、

今進めている関係自治体との会議、各種調査をしっかりと前に進めて、計

画どおりしっかりと要請していけるように取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

〇 朝日新聞   これまで延伸協議会が２０１８年度にまとめられた報告書では、延伸を

進めるためにＢ／Ｃ（ビーバイシー）が１を超えるためには、沿線開発と

快速運転という条件が必要ですよというような報告書がありました。

１２月議会で、そのうち快速運転をするために一般的に使われる追越し整

備、追越し運転に必要な整備がどうなるんでしょうかという議論がありま

した。今後要請を進める上で、市長は追越し施設の整備についてどのよう

にお考えでしょうか。 

〇 事務局    今のご質問ですが、速達性を向上するに当たっては、今まで既存のルー

トに新しいルートが加わる、それによって速達性を上げていこうというも

のになるので、特に快速運転のための追越し施設というのは、過去に検討

その他：地下鉄７号線延伸について 



 
11 

した経緯はありますが、それを盛り込むことが決まっているということで

はないので、追越し施設がなければ速達性は向上しないというものではな

いです。 

〇 朝日新聞   確かに協議会の報告書でも追越し施設がないという、そういう前提で今

進めていらっしゃいますけれども、何か快速運転を効率的に進めるために

は、快速列車が普通列車を追い越すというのが、より利用者にとっていい

のかなと思ったので、そういうことは今お考えになっていないということ

ですね。 

〇 事務局    快速運転で、追越しをすることによって当然スピードを上げ、快速の効

果を上げるというのはありますが、一方でそういう施設を造ることによっ

て事業費が上がってきます。この事業性という面での検討が必要になって

きますので、その追越し施設を必ず設置するということで確定しているも

のではありません。 

〇 朝日新聞   あと、市長が常々、市の今人口増えているんですけれども、１０年後ピ

ークに減っていくんではないかと常々おっしゃっています。それで、今後

市が人口減っていく中で延伸をしていく上で、利用者があまり伸びずに赤

字が出てくるんじゃないかと心配されている声もあります。その辺につい

ては、どのようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   その辺についてはこれまでも様々なケース、前提条件なども詰めながら

検討を進めてきています。私たちとしては、より現実性の高い計画をつく

りながら、そして事業としても一定年数の中で黒字化をしていく、またＢ

／Ｃも１を上回るということがその前提になると思っていますので、そう

いった状況がつくれるための様々な取組をしていくことで、それがクリア

できると思っています。 

         いずれにしても、Ｂ／Ｃが１以上、それから３０年以内の黒字化が事業

化を進めていく上での前提になってくると思いますので、中間駅のまちづ

くりであるとか、様々な取組を検討し、また目標設定もしながら進めてい

るところです。 

〇 朝日新聞   あと、延伸計画は市だけではなくて、県とかなり密接に協力してやって

いらっしゃいます。仮に今後赤字が膨らんだ場合、市の責任というのはど

んなふうにお考えでしょうか。 
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〇 市  長   一定期間の中で黒字化するという計画に基づいて検討していますので、

現状としては赤字が膨らむということについては考えていません。それが

しっかり実現できるように取り組んでいくということだと思っています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         地下７ですけれども、１２月議会で調査が１月から９月までかかるので

はないかという、その調査が終わってからの事業申請だと思うんですけれ

ども、以前令和５年度、２０２３年度のかなり早い段階でという発言もあ

ったんですけれども、そうなるとどうしても中盤以降になるという印象を

受けたんですけれども、その辺はいかがですか。 

〇 市  長   調査には一定の期間がかかりますが、これらについてもできるだけ早く

完了できるように、調整をしながら進めているところです。私たちとして

はやはりできるだけ早い段階で、令和５年度中の早い段階で事業要請がで

きるような、環境づくりを進めていきたいと考えています。 

〇 埼玉新聞   あと、昨日の名刺交換会で大野知事が、今年はさいたま市と協力をいた

だく年になるんじゃないかという発言がありましたけれども、地下７を含

めてのご発言かなと思ったんですが、その辺はいかがでしょうか。 

〇 市  長   当然地下（鉄）７（号線）の問題などについてもそういった発言の中に

含まれていたのではないかと推測をしていますが、その辺は大野知事では

ないと分からないことですので何とも申し上げられません。いずれにして

もさいたま市としては地下鉄７号線も含めて、いろいろなテーマで課題を

解決するために県と協議、調整しながら、連携して進めていかなければい

けない案件が幾つかありますので、それを今年いろいろな取組の方向性を

示すべきタイミングが来たりするものもあります。そういったことを総称

しているのだろうと思います。いずれにしても、引き続き県と市は連携し

ながら施策を前に進めていきたいと考えています。 

 

〇 埼玉新聞   春に統一選ありますけれども、さいたま市議選も行われますけれども、

県議選などもありますけれども、この辺どういった争点になって、ちょっ

と先なんですけれども、どういった選挙戦を期待されるかというのを教え

ていただけますか。 

〇 市  長   市民の皆様にとっては４年に１回与えられた大変貴重な機会です。特に

その他：統一地方選挙について 
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最近地方選挙の投票率が極めて下がっているという懸念すべき状況があり

ますが、市民の皆さんの生活に非常に直結しているのが地方政治だと思い

ます。それぞれの候補者になる方々については、ぜひこれから現状の問題

に対してどう取り組んでいくのか、そして未来のさいたま市に、あるいは

埼玉県に対してどういうビジョンを描いてその施策を進めていこうとして

いるのかということをしっかりと市民の皆様に提示していただく、そして

ご判断をいただく、こういったことが基本であると思っています。ぜひ政

策についてもしっかり提示していただく中で選挙戦を行っていただきたい

と思います。 

〇 埼玉新聞   まだ先なんですけれども、支援を、選挙戦の応援というのはどういうふ

うに考えていらっしゃいますか。 

〇 市  長   まだ現実的には明確には考えていませんが、基本的にはこれまでさいた

ま市の様々な施策に積極的に協力していただいたり、取り組んできてくだ

さっている議員の皆様からのご要請があれば、できる限り、どういう形に

なるか分かりませんが、応援をしたいと思っています。 

 

〇 時事通信   時事通信社と申します。今年もよろしくお願いいたします。 

         新型コロナの関係で伺います。政府が今年の春頃にも新型コロナの分類

を５類に見直すということに関して検討に入ったという報道も散見されて

いますけれども、市長のこのコロナの５類移行に関するお考え、スタンス

をお聞かせください。 

〇 市  長   感染症法上の取扱いが最終的にどのような位置づけになっていくのか今

議論されているところですが、まずは国において、国内外の知見、あるい

はエビデンスをしっかり把握した上で、十分な議論を基に適切に判断して

いただきたいというのが基本的な考え方です。また、その上で本市として

は、市民の安心安全を守るべく、保健所設置市として課せられた事務を適

切に執行するということだと思います。 

         いずれにしても、私たち現場の声だけではなくて、知見、エビデンスに

基づいて、専門家の皆さんに十分ご議論いただいた上でご判断いただきた

いというのが基本的なスタンス、考え方です。 

〇 時事通信   そうすると、市長としては国のほうの議論に関してそれを見守って、そ

その他：新型コロナの感染症法上の分類見直しについて 
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こで結論が出た場合に、その段階でまた市としてのスタンスを示すという

理解でよかったでしょうか。 

〇 市  長   はい。ただ、それを実施するに当たっては、いきなり全部形にしていく

のか、あるいは段階的にしていくのか、やり方や方向性、また方針なども

示されると思いますので、示された段階で、私たちも何か意見等があれば、

積極的に国に申し上げるという機会もあるかもしれません。 

〇 共同通信   そのほかは、特に質問はありませんでしょうか。 

         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の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１８日水曜日、１３時３０分からを予定してお

ります。本日はありがとうございました。 

 

午前１１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。 


