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さいたま市長年頭記者会見 

令和２年１月７日（火曜日） 

午前１１時００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、埼玉新聞さん、進行をよろしくお願いいた

します。 

〇 埼玉新聞   １月の幹事社を務めます埼玉新聞と申します。明けましておめでとうござ

います。今年もよろしくお願いします。 

         それでは、早速ですが、市長から年頭挨拶をお願いします。 

 

〇 市  長   明けましておめでとうございます。 

         皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中

は、市政各般にわたりまして、ご理解、ご協力をいただき、誠にありがとう

ございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

         本市は、昨年７月に総人口が１３１万人を突破し、首都圏有数の大都市へ

と順調に発展してまいりました。最新の市民意識調査では、本市を「住みや

すい」と感じる市民の割合が８４．４％、「住み続けたい」という市民の割

合は８６．２％といずれも過去最高に達しまして、民間調査による「住みた

い街ランキング関東版」では、大宮、浦和が同時にトップテン入りを果たし

ました。 

         本市が今日までこのように順調に成長発展を遂げることができましたの

も市民の皆様や企業、また各種団体の皆様、それぞれの立場でご尽力をいた

だいていることの賜物であります。心から皆様方に感謝と御礼を申し上げた

いと思います。 

         昨年を振り返りますと、３月には東日本連携の成果の一つであります東日

本連携センター「まるまるひがしにほん」を開設しました。既に５０万人を

超える方々にご来場いただきまして、ご来場の皆様、また東日本の連携自治

体の皆様からも大変好評をいただいているところであります。 

         ４月には、埼玉県初の中等教育学校として国際バカロレア認定校を目指す

さいたま市立大宮国際中等教育学校が開校しました。「平成３１年度全国学
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力・学習状況調査」では、初めて中学校英語が調査対象となり、この調査に

おきまして本市は全国第１位に輝くことができました。グローバル人材の育

成に力を入れてきた本市にとりまして、その成果のあらわれとして大変うれ

しく感じるニュースでもありました。 

         また、５月には大宮駅東口の連鎖型まちづくりの一環で整備を進めてまい

りました大宮区役所の新庁舎が大宮図書館との複合施設としてオープンし、

図書館は毎日大勢の利用者で賑わっているところです。 

         また、７月には、国の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部より、「Ｓ

ＤＧｓ未来都市」に選定され、１１月には市全域での取得が政令指定都市と

しては全国初となるセーフコミュニティ国際認証を取得することができま

した。 

         １２月２９日には、さいたま市立病院の新病院が開院し、外来診療を昨日

１月６日からスタートしました。新病院においても地域の基幹病院として、

市の医療水準の向上に貢献してまいります。 

         また一方で、昨年は風水害による被害の多い一年でもありました。中でも

台風１９号が直撃し、市内各所で床上・床下浸水等の被害に見舞われました。

今回の台風による被災を教訓に、今後の防災対策の強化につなげていきたい

と考えております。 

         迎えた新年、本市では２月２２日に、人形文化の拠点施設として「岩槻人

形博物館を」オープンします。また、同じ敷地内に、人形のまち、城下町と

して、にぎわい交流を生む拠点として、「にぎわい交流館いわつき」を同時

に開館いたします。「岩槻人形博物館」の開館により、本市を代表する人形、

盆栽、鉄道、漫画の４つの文化の施設が揃うことになります。 

         開館後は、人形や人形文化に関する資料の収集、保存、調査研究を行い、

展示や教育普及活動を通じて、多くの方々に人形への親しみを持っていただ

けるよう、さまざまな事業を展開してまいりたいと考えております。 

         また、開催まで１００日を切りました「さいたま国際芸術祭２０２０」が

３月１４日から５月１７日にかけて開催されます。「さいたま国際芸術祭

２０２０」は、東京２０２０大会の公認文化オリンピアードの認証を得たほ

か、「ともにつくる、参加する芸術祭」として、開催テーマ「花／Ｆｌｏｗ

ｅｒ」のもと、開催に向け準備を進めているところであります。参加される
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アーティストの方々、関わる市民の皆さまの想像力によって、「さいたまが

芸術と生活が一つになったアートサイト」として、文化芸術都市さいたまの

魅力をさらに高めていくことを期待しています。 

         さらに、「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」におい

ては、本市はサッカーとバスケットボール競技の開催都市であり、世界中の

人々が本市を訪れ、世界の目が注がれることになります。本大会を通じまし

て、観光、国際交流、スポーツ、文化芸術、教育等の振興を推進し、その成

果を大会レガシーとして継承するとともに、多彩な取組を世界に発信する絶

好の機会と捉え、本市の魅力をアピールしてまいります。 

         少子化と超高齢社会が進行する中、本市が持続的な発展をしていくために

は、スマートシティ化が必要だと考えております。美園地区での「スマート

シティさいたまモデル」の構築に向けたさまざまな分野の取組について、将

来的にはさいたま市全域に広げていくことはもとより、他自治体、国内外に

向けて情報発信をしながら、スマートシティ化への取組をより一層推進して

まいります。 

         今年は、市民満足度９０％以上を目指す「ＣＳ９０運動」の目標達成の年

限です。一定の成果は出しておりますが、残り１年、目標の達成に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

         ご案内のとおり、昨年、令和の時代の幕明けを迎え、歴史の節目を迎える

ことになりました。今年は、現行の総合振興計画をはじめ、マニフェストで

ある「しあわせ倍増プラン２０１７」、「さいたま市成長加速化戦略」が計画

期間の最終年度となります。ＣＳ９０運動の達成のためにも、引き続き各施

策の推進を全力で取り組んでまいります。 

         また、令和３年度は、本市が誕生２０周年を迎え、新しい未来図となる次

期総合振興計画がスタートします。先般さいたま市総合振興計画審議会より

次期総合振興計画について答申をいただいたところでありますが、この答申

を踏まえながら、「２０２１年の先の新たなステージ」にふさわしい指針づ

くりを目指してまいります。 

         そして、本市の強みであります「東日本の交通の結節点」、「災害に強い」、

「教育」、「健康・スポーツ」、「環境」について、人工知能などといった最新

技術を活用していくとともに、蓄積したビッグデータを利活用して施策を強
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化していくことが本市の持続可能な発展につながっていくと考えておりま

す。 

         本市がこれからも多くの市民や企業から選ばれ、魅力ある上質な生活都市

として発展を続けていくためには、市民の皆様はもとより、企業、団体、そ

して大学など、さまざまな方々の英知や善意の力が必要であります。どうか

本年も、本市のさらなる前進と飛躍のために、皆様のお力添えをよろしくお

願いいたします。 

         結びに、新年が皆様にとって幸多き一年となることを心から祈念して、私

の年頭の挨拶とさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

〇 埼玉新聞   ありがとうございました。 

         それでは、幹事社として代表質問をさせていただきます。質問はまとめて

行いますので、よろしくお願いします。 

         １点目です。今年は、東京五輪・パラリンピックをはじめ、さまざまな出

来事が予定されています。一年の展望と抱負、力を入れる政策をお聞かせく

ださい。 

         ２点目です。今年の目標を漢字１字であらわすとしたらどの文字となる

か、理由とあわせてお聞かせください。 

         ３点目です。間もなく今年度の当初予算案の市長査定が始まります。改め

まして予算編成方針についてお考えをお聞かせください。 

         以上、３点です。 

〇 市  長   それでは、幹事社からのご質問にお答えしたいと思います。 

         まず、１番目の一年の展望と抱負、力を入れる政策についてでございます。

冒頭の挨拶でも申し上げたとおり、今年は私が掲げました「２０２０年まで

に市民の満足度を９０％以上にする」というＣＳ９０運動の目標の最終年で

ございます。あえて高い目標設定にした取組であり、残り１年での達成は非

常に高いハードルでありますけれども、１％でも市民満足度が向上できるよ

幹事社質問： 

①今年一年の展望と抱負等について 

②今年の漢字について 

③令和２年度予算編成について 
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う、全庁を挙げて挑戦をしてまいりたいと考えております。 

         また、迎える令和２年度につきましては、現行の「総合振興計画」をはじ

め、「しあわせ倍増プラン２０１７」、「さいたま市成長加速化戦略」が計画

期間の最終年度となります。さまざまな取組が集大成を迎える年であり、そ

れらの総仕上げに向けて着実に成果を出していく一年にしてまいりたいと

考えております。 

         また、オリンピック・パラリンピックイヤーに向けた取組は、力を入れる

という点では、すべての分野において積み上げを目指すところでありますが、

特にこのオリンピック・パラリンピックへの取組を私たちとしても重視して

おります。今回の大会は、歴史的にも大変大きなイベントであると考えてお

ります。サッカーとバスケットボールの会場となる本市に世界の人々が訪れ

ることから、さいたま市の魅力を発信する絶好の機会であると捉えておりま

す。 

         また、このオリンピック・パラリンピックイヤーにあわせましてオープン

いたします「岩槻人形博物館」と「にぎわい交流館いわつき」、また東京

２０２０大会公認文化オリンピアードの認証をいただきました「さいたま国

際芸術祭２０２０」も含めて、本市の魅力発信に取り組み、大会のレガシー

づくりを官民一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 

         また、電気自動車の普及促進の取組を契機として、平成２３年には「次世

代自動車・スマートエネルギー特区」の指定を国から受けて、環境・エネル

ギー分野に加えて、レジリエンス性の向上というスマートシティの土台づく

りに取り組んでまいりました。この総合特区事業は本年度が最終年度となり

ますが、現在モデル地区でございます美園地区では、ＩＣＴを活用した「み

その“健幸”度向上プロジェクト」などの実証実験を進めているところであ

ります。これらの取組は、「人のつながり」や「コミュニティ」を育むこと

も大切にしたいという思いを込めて進めているものでございます。引き続き

企業や大学と連携を深めながら、先進のテクノロジーによって人と人を絆で

結ぶ「スマートシティさいたまモデル」の取組を進めてまいりたいと考えて

おります。 

         また、本市誕生２０周年を迎える令和３年度には、「（仮称）Ｅ―ＫＩＺＵ

ＮＡグローバルサミット」の開催を予定しています。今年は、これに向けた
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準備を進めていく年であるとともに、東京オリンピック・パラリンピックを

契機に、「スマートシティさいたまモデル」など他都市に先駆けた先進的な

取組について国内外に発信してまいりたいと考えております。 

         来年で東日本大震災から１０年目を迎えます。昨年は、本市は台風第

１９号により大きな被害が発生し、さいたま市においても大規模な災害が起

こりうるということを再認識する年となりました。本市では東日本大震災を

契機に、「次世代自動車・スマートエネルギー特区」の重点プロジェクトと

して、単に先進的な環境技術の社会実装を目指すだけではなく、平時は低炭

素で、災害時にも強く、そしてコミュニティを形成するスマートホーム・コ

ミュニティの整備を進めてまいりました。また、災害時に「動く蓄電池」と

しても機能する電気自動車の普及、またＶｔｏＸの整備を進めまして、安定

的な市民生活の継続に注力しているところです。昨年の台風の教訓をしっか

りと生かしながら、ハードによる減災対策を進めていくとともに、市民の皆

様や企業、また地域の方々と協働しながら、自主防災組織への支援等、地域

防災力の向上を図り、災害に強い都市づくりの強化をしていきたいと考えて

おります。 

         続きまして、今年の目標を漢字１字で示すとしたらというご質問にお答え

したいと思います。 

         今年の漢字は、この「成」という字であります。これは、成果、達成、成

長の「成」でございます。繰り返しとなりますが、今年はＣＳ９０の最終年、

市民満足度９０％達成という高い目標に果敢に挑戦をして、本市が成長し続

けるという思いを込めて「成」としました。 

         また、今年は「総合振興計画」、「しあわせ倍増プラン」、「成長加速化戦略」

といった各種計画の最終年度に当たる年となるために、これらの「集大成」

となる「成果」を出せるよう全力で施策に取り組むという意味も込めていま

す。 

         さらに、７月に迎えます東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技

大会では、本市は人気競技でありますサッカーとバスケットボールの競技会

場となっております。国内はもとより、世界各国から訪れる多くの方々に、

「来てよかった」、「また来たい」と感じていただけるよう大会の「成功」に

尽力し、しっかりとおもてなしをすることで本市をアピールし、さらなる「成
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長」につなげていきたいと考えています。 

         そして、ＳＤＧｓ未来都市に選定された都市として、これからも「持続可

能な成長」を目指して、本市の魅力をもっと向上させ市民満足度の向上につ

なげられるよう、私自身強い推進力を持って取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

         続きまして、３番目、令和２年度当初予算編成についてのご質問にお答え

したいと思います。 

         令和２年度予算は、「総合振興計画後期基本計画後期実施計画」の総仕上

げといたしまして、「高品質経営市役所への転換を図り、市民一人ひとりが

幸せを実感できる都市」、「誰もが住んでいることを誇りに思えるさいたま市」

の実現に向けた取組を着実に実施し、２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会を成功させるとともに、そのことを契機として

「２０２１年の先の新たなステージ」に向けた、さらなる発展を図る予算を

編成してまいりたいと考えております。 

         明日から、新年度予算の市長査定を実施する予定でございます。令和２年

度の予算編成は、社会保障費の上昇に伴いまして、扶助費を中心とした義務

的経費が増え続けており、また都市基盤整備や老朽化した公共施設対策、ま

た本市が成長するための諸施策等、財政需要の大幅な増大が見込まれます。

厳しい財政状況の中で、事業の緊急度、また優先度を的確に把握し、費用対

効果の検証、決算や年間の業務量を踏まえた予算額の精査など、ＰＤＣＡサ

イクルに基づく予算編成を強化してまいります。 

         その上で、既存事業を見直し、ＩＣＴや公民連携の活用などによりまして

行政経費の節減と財源の創出に努めて、真に職員が注力すべき市民サービス

の向上に必要な事業の推進、そして財政の健全性の維持を両立させつつ、本

市が東日本の中枢都市として持続可能な発展を続けていくため、本市の強み

を徹底的に生かした施策、また事業を着実に進められるように査定をしてま

いりたいと考えております。 

         私からは以上でございます。 

〇 埼玉新聞   代表質問の説明に関して質問がある方、マイクを使用して質問してくださ

い。 
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〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         ＣＳ９０運動についてお伺いをいたします。今年２０２０年が目標年とい

うことで、非常に高い目標ということで、それに近い数字がかなり上がって

きてすごいなと思うのですが、今年改めまして、ＣＳ９０運動で力を入れて

いく施策、足りないこと、すべきこと、力を入れるべきこと、具体的にどう

いったものが必要かというのを市長のお考えをお聞かせいただけますでし

ょうか。 

〇 市  長   まずは、一昨年度から、ＣＳパートナーズということで、私たち行政だけ

ではなくて、これは住みやすいという評価でありますから、多くの市民の皆

さんや事業者の皆さんとも連携してこの数値を上げていこうとしており、ま

た現状の数値についても、そういった皆さんの協力、ご尽力のおかげという

部分もありますので、さらにその連携を強化していこうと全体としては考え

ております。 

         さらに、行政としては、まず市民と一番向き合って行政サービスを行って

いく自治体でありますので、やはり市民との接点、市民にしっかりと向き合

ってこの仕事をしていくということについては、改めて新年の挨拶、訓示の

中でも申し上げましたけれども、そういったことを着実に、しっかりとやっ

ていきたいと思います。 

         また、行政として重点的に取り組む分野としては、やはり何といっても

１つは子育て支援策の充実があると思います。私たちとしても、この待機児

童ゼロを目指してこれまでも進めてきました。しかしながら、昨年について

は全国でも待機児童の多い市の一つになりました。これらを解消するために、

しっかりとさらに認可保育所の整備にも取り組んでいきたいと考えており

ますし、保育環境の充実、あるいは子育て、さらなる支援策の充実を図って

いきたいと考えております。 

         それから、もう一つは、高齢化時代をこれから迎えていくことになります。

さいたま市は、６５歳以上の比率でいうと、全国平均と比べると５ポイント

以上まだ少ない状況ではありますけれども、これから２０２５年を踏まえ、

さらにその先にもっと高齢化が進んでいくといった時期がございます。それ

に向けて、着実に地域包括ケアシステムをはじめとして、高齢化社会でもし

幹事社質問に関する質問（ＣＳ９０運動） 
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っかり安心安全を確保できるような地域での仕組み、あるいは行政サービス、

こういったものを一層充実を図ってまいりたいと考えております。 

         それから、もう一方で市民サービスを充実させるだけではなくて、その財

源を生み出していくための努力もしていかないと、大変厳しい財政状況にな

ってきております。サービスを充実するだけではなかなか難しいと思ってい

ますので、まさに運命の１０年の真っ最中でありますから、この間にしっか

りと投資をして、その分その後も含めて歳入を増やせるといった取組の充実

を図っていきたいと思っております。 

         その一つが東日本の連携であったり、大宮駅グランドセントラルステーシ

ョン化構想を含めた２都心４副都心のまちづくりであり、そういった基盤整

備、こういったことも将来的な増収を踏まえながら、適切に対応していきた

いと考えております。 

         そして、何といっても今年は、先ほども言いましたけれども、「総合振興

計画」も含めて多くの計画の最終年度となっておりますので、これまで合併

以来、課題となっていることなども含めて、やはりしっかりと前に進めてい

きたい、やらなければいけないことをしっかりと実施し、新しい次の時代に

つないでいきたいと思っております。 

〇 埼玉新聞   今の件なんですけれども、ＣＳパートナーズとの連携を強化するというこ

となんですけれども、これは鉄道会社さんとかディベロッパーさんという認

識でいいのかというのが１点と、もう一点、この調査の中間発表、今後の発

表スケジュールについてはどうなっているでしょうか。 

〇 市  長   まず、ＣＳパートナーズについては、かなり多くの分野の事業者の皆さん

に参画をいただいており、企業だけではなくて、アーバンデザインセンター

みそのや大宮といった団体、機関なども含めて呼びかけをさせていただいて

おりますし、民間事業者として住みやすい環境を一緒につくっていこうとい

う思いを持った事業者をさらに増やしていきたいと考えております。         

〇 市  長   市民意識調査の発表のスケジュールは、最終的なのは１２月で、中間発表

は夏ぐらいに行っていたと思いますので、全体の「住みやすい」、「住み続け

たい」の数字は、その中間発表の段階でお知らせすることはできるのではな

いかと思います。 
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〇日本経済新聞  日経新聞です。 

         先ほどオリパラ関連のところで、レガシーづくりを官民一体となってやり

たいという話あったんですけれども、何か市長が特に思い入れのあるものと

いいますか、これはほかと違うぞというものがあれば教えていただきたいん

ですけれども。 

〇 市  長   一つ大きく言うとすると、市民参加、ボランティアの取組があると思って

います。これからの少子化、高齢化、そういった中で、どうやって行政運営

をしていくのかといったときに、やはり行政の力だけでは極めて限界がある

と思っています。その中で、市民の皆さんの力や、企業の皆さんのいろいろ

な力を結集して、このことに当たっていく、あるいはいろいろな事業をやっ

ていく、まちづくりをしていくという、そういったことの大きな一つの集大

成に、オリンピック・パラリンピックというのはなると思っております。 

         ですので、そこを一つしっかりと盛り上げていきながら、皆が力を合わせ

て進めていくということの、まさにレガシーをつくることが最も大切なこと

ではないかと私自身は思っております。 

〇 埼玉新聞   そのほかいかがでしょうか。 

         それでは、そのほかの質問がある人はお願いします。 

         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１月２２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２７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。 

幹事社質問に関する質問（オリンピック・パラリンピ

ック関連） 

 


