
1 

 

平成 30年 12月 14日 市長定例記者会見 会見録 

 

【司会】 

それでは、ただいまから市長の定例記者会見を開催いたします。 

本日の話題は３件です。 

それでは市長、よろしくお願いします。 

 

【市長】 

今日の記者会見は、てんこ盛りですよ。年末は、どうしても、こうならざるを得ないのかも知れません

けども、とてもニュースリソースになりそうな話題がたくさんあります。よろしくお願いをいたします。 

まず、一つ目はですね、アイスブレイクとして話題を提供しますと、あらためて、さくらももこさんの情

報発信力の強さと、そのすごさを実感しました。11 月 30 日にみなさんのところにプレスリリースをし

たと思いますけども、このマンホールカード、今日９時から配布開始なんですね。共同（通信）さん

は知ってる？マンホールカード。もうね、すごいんだ、この世界が。 

今、公認の、このマンホールメーカーが中心となって組織されている下水道広報プラットフォームと

いう組織が、728 のマンホールをカード化しているという最新版が、まるこさんの作ってくれたマンホ

ールの絵柄のカードなんだけども、９時からね、これがあるＪＲの清水駅前の観光案内所で、無料で

配布開始なんだけども、それをホームページ等で聞きつけた方が北海道から、それだけじゃない、

さっきもらった資料によると、岡山、長野、神奈川、埼玉。オープンの９時の時点で約 90 人の方が

列を作っていて、10時までに、1時間で約 440人の方にカードを配布した、ということなんですね。 

今、手元にカードあります？この裏のデザインの由来の左下に、「181200-001」というロットナンバ

ーが書いてあるでしょ。これは、2018年 12月の発行ですよということと、もう 1つは「001」ってあるで

しょ。「001」っていうロットナンバーが 2,000枚あるんですよ。 

今回 14,000枚発行するんですよ。そうすると、007までこのマンホールカードになってくる。だけど、

この 001にみなさんが持ってる、これに価値があるわけですよ。 

で、メルカリ。ちょっとのぞいてみてくださいよ。 

これだけじゃなく、今回第９弾のカードがあるんですね。熱海市なんかが発行したやつがあるんで

すけどね。メルカリのぞいてみてください。他のカードに比べて、これ、すでに１万円です。悪用しな

いようにしてください。 

そのくらいね、さくらももこさんのカードということが貴重だということですね。 

それに加えて、静岡市、これも(マンホールカード)、これも(ブックカバー)、さくらももこさんの力をお

借りてのシティプロモーション事業なんですけども。これもこの前ね、静岡県の本屋大賞の時にも発

表したわけですけども、文庫本のブックカバー。表紙はこっちですね。日本平からの富士のももこさ

んのこのイラストと、裏には静岡市の観光資源の写真の載ったこれを 30 万枚、県内の約 200 店舗

の本屋さんに使ってください、と配布を始めております。 

それぞれ、戸田書店さんにしても、谷島屋書店さんにしても、オリジナルのカバーもありますけども、
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この期間は、ぜひこのまるちゃんのブックカバーを使ってください、というＰＲをシティプロモーション

上やっています。年明けから順次配布の予定ということですので、これもＰＲをお願いいたします。 

ということで、本題の１つ目に入りますけども、これもシティプロモーションの一環ですが、「自転車の

まち静岡」をアピールする事業。いよいよ３年越しに粘り強く誘致をした、今年の競輪グランプリ

2018が富士山の見える唯一のバンク、静岡競輪場で開催をされるわけですけども。 

なぜ、静岡に競輪場があるのかということは、ここから始まる、ということなんですね。私は、競輪＝

公営ギャンブルという、このイメージを打ち破りたい。 

オリンピックの公式種目にもなっている競輪スポーツ。アスリートたちのこの頑張り、ここのところを自

転車のまち静岡で応援していきたい。そんな気持ちの中で「故きを温めて、新しきを知る。彰往考

来」、そんな想いの中で、私たちは、なぜ静岡が「自転車のまち」なのかという歴史を紐解いたわけ

であります。 

もとより、今日のようにね、富士山も見えますし、静岡市は温暖な気候で天気もいい、風も吹かない、

雪も降らない、坂も少ないから元来自転車をこぐには、適した街なんですね。また、21 世紀的には、

環境にもやさしい、健康にもいい、自転車をもっと交通政策の前に出していこう、というような政策を

しています。その中で、今日、みなさんに提供するのは、「静岡市の自転車の歴史は奥が深い。静

岡自転車物語２」を発刊しました、ということであります。 

ベテランの記者の皆さんは、ご存知かと思いますけども、2015 年、徳川家康公の 400 年記念事業

をしました。その一環として、「けいきさん自転車復刻プロジェクト」という事業をやったんですね。15

第将軍・徳川慶喜公がとてもおしゃれな人で、晩年の 30 年間、静岡の浮月楼に居を構えながら、

自転車を市内で乗り回したという伝説が、ずっとずっと受け継がれていたわけですね。その時に

2015年に明治の始め、“江戸幕府最後の将軍徳川慶喜公が乗り回していた自転車を復刻しよう“と

いうプロジェクトを行いました。そして、“自転車といえば静岡市なんだ”という市民のみなさんの共

通意識を創り上げていこう、ということを目的にして、４人のエキスパートをプロジェクトのメンバーに、

私から委嘱をしました。その一人の村井裕さんに今日はこの会見の場にきていただいますので、 

村井さんに任せたいなぁというふうに思いますが、その村井さんが、今年 1 年、そのプロジェクトを

継続する中で心血注いで、ヒアリングにヒアリング、皆さんとおんなじですね。足でかせいだ情報を

元にまとめあげたのが、この「しずおか自転車物語２」であります。村井さんが、様々な場所を訪ね、

いろいろな人の話を聞いて回り、静岡市の自転車の歴史をまとめていいただいた冊子であります。 

そして、新たな発見が２つあったんですね。１つは、徳川慶喜公が、乗っていたであろう自転車に

関する資料が新たに見つかったということであります。このパネルと冊子の 12 ページの図でありま

すけども、「静岡風俗三世譚 一名静岡案内」という絵なんですね。静岡の今でいう「観光ガイド」で

すね。静岡市ができる前、1888 年・明治の 21 年に発刊されてるんですね。今、話題の札の辻クロ

スのある、あの場所です。札の辻周辺を走る２台の三輪自転車をこの絵の中に発見をした。今まで

出てなかったんです。けいきさんの乗っている自転車は、どんなものか。どんな形なのか。当時、静

岡市内には課税の対象となっている自転車が 12 台ありました。その内、けいきさん・慶喜公は４台

の自転車を所有していたということも判明をしました。このことから、けいきさんの自転車というのは、
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この形、３輪の自転車であった可能性が高まった、ということが判明いたしました。 

そして、日本ではじめて、自転車を輸入して乗り回したのが、けいきさん。ここから日本の自転車の

歴史が始まったわけですけども、それが脈々と受け継がれている。それは、お茶と関係あるんです。

「才取りさん」という言葉を新しく静岡支局にいらっしゃった皆さんは、ご存知でしょうか。「才取り」っ

ていうのは、この物語の 15 ページに載っていますけども、お茶の生産者から受け取った茶の葉っ

ぱ（茶葉）を問屋さんに最初に届けなければ儲けにならなかったんですね、当時は。 

だから、生産者が電車に乗って持ってきたお茶っ葉をパーンと渡されて、それをいっせいに先を争

って市内を疾走して茶市場に持ち込んだと。この仕事をするのが「才取り」。「才取りさん」と俗に言

っています。一斉に茶葉を受け取ったら、それを背負って自転車で疾走していったのが、あたかも

自転車レースのように見えたといわれています。そして、毎日それで鍛えている訳ですから、その

「才取りさん」の中で競輪選手になった上田兄弟のような方々もでてきました。それが、この３ページ。

「才取り」から競輪選手に転身した上田兄弟というエピソードに載っています。これが、今年の競輪

グランプリに繋がっている静岡の競輪の歴史だということでありますが、このように静岡市の自転車

の歴史にまつわるエピソードがふんだんに載っている、この「しずおか自転車物語２」です。 

これから、静岡市役所交通政策課や駿河・清水の各区役所で手に入れることができますので、一

人でも多くの方に、このしずおかの自転車文化の歴史を知っていただきたい、目を通していただき

たいというふうに思っています。そして、先ほど申し上げたとおり、今日は「平成静岡の自転車人」し

ずおかモビリティ研究会代表の村井裕さんにおいでいただいておりますので、少しそんなエピソー

ドを紹介していただきたいと思いますので、市の職員の方々是非、拍手をもってお迎えをください。   

（拍手） 

 

【けいきさん自転車復刻プロジェクトメンバー 村井裕氏】 

モビリティ研究会の村井でございます。世界水準の自転車都市と、まさしくですね、静岡はそのよう

な力がございます。先ほど市長がお話ししたとおりですね、「慶喜さんの自転車を探そう」と、３年の

時をかけました。未だに見つかってないんですが、ただし、絞り込まれました。 

今回、風俗三世譚に載っている、これは、慶喜さんが自転車を持っているという一次資料、「慶喜

邸日誌」に書かれている、明治２０年前後の静岡市の中で 12台の内の２台が描かれている。 

そして、今回の調査は、全てオーラルヒストリーと一次資料だけでございます。つまり、静岡の皆さ

んが、今まで言葉としてしか残ってなかったものを文字化した内容になっています。 

そういう中で、「才取りさん」才取りさんの前にですね、実は、静岡は、市民レース、アマチュア競輪

の盛んなまちであったということが明らかになりました。当時の新聞社が、購買の部数を増やすため

にやったのかもしれません。そういう中で、自転車市民アマチュア競輪から才取りさんで、才取りさ

んから競輪選手になられた方は、お名前が今まで出てきませんでした。今回初めて、この冊子で、

ご遺族のご協力のもとで、改めて、上田九十九さん、上田久夫さんの兄弟を紹介させていただきま

した。静岡の財産でございます。 

今後、この「才取り」、そしてお茶の文化、自転車の歴史をですね、是非とも大切にしていきたいと
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思いますので、また皆さんのご協力をお願いしたいと思いますし、また市長からも全面のバックアッ

プをお願いしたいと思います。 

 

【市長】 

村井さん、どうもありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願いをいたします。 

そして、年末は、いよいよ箱根の山を越えて立川市、調布市、平塚市、立川市、平塚市、調布市と、

ずっとこの３場でたらい回しにしてきたこの競輪グランプリ。やっと箱根の山を越えて、富士山の見

える唯一のバンク・静岡競輪にやってきます。どうぞ皆さん、年末ジャンボ宝くじを買うんだったら、

今年は駐輪場にお出かけをいただきますようお願いします。 

そして、これは競輪アスリート達の今年のナンバーワンを決めるグランプリであります。競輪アスリー

トたちのスポーツとしての迫力・臨場感を感じていただきたいな、ということもお願いをいたします。 

 

次の話題。「ＳＤＧｓウィーク始まります」ということですが、もうご承知のとおり、新年早々の１月３日

の“成人式”から 12日の “ＳＤＧｓ推進東京ガールズコレクション静岡 2019”までの 10日間。ＳＤＧ

ｓ ウィークとして、ＳＤＧｓの認知度を現在の 11%から 50%まで高めるための起爆剤となるような 10日

間にしていきたいというふうに思っています。 

そのための広報紙も作りました。お手元にある、できたてホヤホヤ。昨日ぐらいかな、納品されてき

た。今日の記者会見に間に合わせようと思って企画課が頑張りました。ＳＤＧｓウィーク in 静岡。東

京ガールズコレクションにも登場する森理世さんを表紙に飾らせていただきまして、インパクトの強

い紙面づくりをしております。このタブロイド紙は、今日から市内のセノバをはじめとした大型の商業

施設や、市内の高等学校、専門学校や大学、若者が寄り付きそうな場所に置いて配布を開始する

ほか、市のホームページでも掲載をしていきます。 

ＳＤＧｓウィークのポイントは、大きく３つあります。 

１つ目は、４ページをお開きください。この４ページ上段のカレンダーで、ウィーク全体を整理しまし

たけども、毎日市内どこかで何かのＳＤＧｓの関連イベントを開催しています。 

一方、黄色い矢印が期間を通じて毎日開催をしている取り組み、この二本柱で重層的に普及啓発

に取り組みます。 

２つ目は、官民連携でやります。例えば４ページの６番の「新春街中エコ祭」はＮPO の皆さんや、

民間企業の皆さんと連携をしてやりますし、５ぺージ 11 番の大学生や高校生を対象にする「ＳＤＧ

ｓ普及のためのカードゲーム学習会」は、ＪＣ、静岡青年会議所のみなさんといっしょに取り組んでい

きます。 

３つ目は、ＳＤＧｓを頭だけではなくてね、理屈だけではなくって体で感じてもらおうということで、光

であるとか、ダンスであるとか、演劇であるとか、音楽で親しみやすく普及啓発をしていくということ

であります。例えば４ページ４番。「市役所のあおい塔のライトアップ」とか、５ページ上段の「ダンス

×ＳＤＧｓ×トーク」といって元エスパルスの石川コーチに来てもらいますし、７番は演劇と掛け合わ

せたハイポジションの演劇集団の皆さんとのコラボレーション。10 番は吹奏楽団。ＪＡＩＣＡ東京ＳＤ
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Ｇｓ吹奏楽団というのがあるんですね。ここと市内の中学高校の吹奏楽部とのコラボレーションのコ

ンサートを行っていくということであります。 

また、今回特別に５ページの 13 番、「静岡市ＳＤＧｓ中学生サミット」、これは、もちろん市長部局、

市の教育委員会、市議会の皆さんにも大変なご協力を頂いて、本会議場でこの中学生サミットを

行います。このイベントは１月 11日金曜日の 13時 10分から開催致します。静岡市内全ての中学

生の生徒会長をはじめ、その中学を背負って出る生徒の代表、中学 2年生ですが、彼らが、さなが

ら市議会議員になってもらって、そして、市当局は、もちろん私も市長席に座りますし、リアリティの

高いね、中学生であっても本番さながらの市議会の雰囲気を醸し出すために、全員局長も出席を

して答弁席に座って、中学生が考えるＳＤＧｓに関する質問に対して答弁をしていく、というようなサ

ミットを行って行きます。当日の模様はインターネットでも中継をいたします。イベントに参加する中

学生は、現在、自分たちの生徒会活動などの取り組みを、世界の共通目標というＳＤＧｓの視点か

ら見つめ直し、ＳＤＧｓを自分のこととして捉えることに挑戦しています。ＳＤＧｓを推進する静岡市に

とって、たいへん心強い存在であり 2030年、ＳＤＧｓのゴールの年でありますけども、2030年の社会

で中心となる若者たちが、ＳＤＧｓをどのように捉え、これからのまちづくりを考えるか、当日、私も意

見を交わすことをとても楽しみにしています。 

教育現場でＳＤＧｓを取り入れてくれているのは、大変うれしいなと思うんですけどね。SDGｓって難

しいじゃないですか。ひとことで言うと、利他の心を育てるということですね、利他の心。利するの

「利」、利用の「利」に他人の「他」ね。結局、自分さえよければいいっていう生き方じゃなくって、自

分の損得だけを考えるという生き方ではなくって、それは現実の世の中ですからね、切磋琢磨、弱

肉強食、ものすごい厳しい世の中です。でも、その中においても、ビジネスをやるにしても何をやる

にしても、相手のことを思いやって、あるいは地域のことを思いやって、社会のことを思いやって、そ

して、できれば世界のことを慮って、生活をしていく、暮らしていく。そういう発想の子どもたちを作っ

ていきたい、育てていきたいということが、教育現場で SDGｓを取り入れていくと。私たちの共通の意

図であります。 

ぜひ、メディアの皆さんにも、そこのところを押さえていただきたいなというふうに思うんですね。 

どうしても、この頃のニュース・事件を見てみると、自己中の人が多くなっているじゃないですか。で

も日本人というのはそうじゃない、思いやりっていう言葉があるように、相手のことを慮って生活をし

てきた。お互い、おかげさまとかね。持ちつ持たれつとかね。だから SDGｓも静岡市さえ良くなれば

いいということではないんです。これから清水港のウォーターフロントで作る海洋文化施設は、静岡

市に観光客を集めるということもあります。清水の経済の活性化に貢献する施設であるということも

あります。クルーズ船のお客さんの滞在時間を長くするというのもあります。でも、それだけではなく

て、この施設というのは太平洋の海を守るために作るんだと。SDGｓの目標である海の豊かさを守っ

ていって、ちょっと傷ついてきたこの地球の環境ということを修復して、2030 年、次の世代に渡して

いきたいというような、そんなことが私たち静岡市が SDGｓと３次総をタイアップしていくという哲学で

あるので、そこのところを押さえていただいて、SDGｓのことをわかりやすく報道していただければ大

変うれしいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 
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最後の話題です。「今年を振り返って、平成 30年静岡市の主な出来事」。 

今年の清水寺の漢字一字は、「災」でしたよね。私の定例記者会見は年内にあと一回、12月 27日

に予定されております。しかし、世の中が今年を振り返るこの時期に合わせて、静岡市の主な出来

事を振り返らせていただきたいと思います。 

お手元の資料、「今年を振り返って ～平成 30年静岡市の主な出来事～」という資料を、ぜひご覧

をいただきたいなというふうに思います。今年もいろんなことがありました。 

１ページ目、これも利他の心だと思うんですけどね。もう今、静岡市 70 万だけが良くなるという発想

じゃだめなんですよ。それよりも、静岡県中部地域・115 万圏域。私たちは焼津市や藤枝市や島田

市や牧之原市、川根本町、吉田町に何ができるんだ。政令指定都市、県庁所在地としての責任が

あると思うんですね。そういう意味で、これ国の地方創生の目玉でありますけれども、連携中枢都市

圏、それぞれの７つの議会にも承認していただいて、今年から力強く進めてきました。その一つが、

皆さんもご承知の「GOTO（ゴートゥー）」を発刊したということですね。観光にいらっしゃる方にとっ

て市境って関係ないんですね。そこのところを上手に発信していきたい。 

２ページ目にいけば、子育て支援に一生懸命取り組んできました。エアコン 55 億かけて、これから

２、３年で整備します。また、待機児童のゼロを 4月に達成をしました。あるいは部活動。これも教職

員の働き方改革の中で、一環として非常に文部科学省からも注目をされましたけれども、全国に先

駆けて部活動の改革を成し遂げました。 

３ページ目は、市民満足度を高めたい。ホテルとかデパート並みに区役所・市役所のおもてなしを、

満足度を高めたいということで、今まだ実験段階ですけども、月曜日と金曜日の 10 時から 12 時の

午前中、「おもてなしコンシェルジュ」の設置、スタートいたしました。 

４ページ目にいきませば、いろいろありますけれども、なんてったって世紀の大発見。豊臣時代の

金ピカの城があったということがわかったことであります。 

こんなかんなで今年もいろいろありましたが、ぜひお目通しをいただきたいと思います。 

最後に、改めて競輪グランプリの PR をよろしくお願いします、ということで、今年もメディアの皆さん

には会見で取り上げた項目以外にも、それぞれたくさん取り上げていただいたことを厚く御礼を申

し上げ、チーム静岡市、静岡市政記者クラブで縁があった皆さんと来年も一生懸命まちづくりに邁

進していきたいと思います。一年ありがとうございました。以上です。 

 

【司会】 

はい、それでは、ただいまの発表項目につきまして、ご質問がある方はお願いをしたいと思います

が、その際は社名とお名前をお願いいたします。いかがでしょうか。 

はい、朝日新聞さん。 
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【朝日新聞】 

この自転車物語の一巻目ですね、この時に何か発表があったんですか。私、ちょっと記憶がないも

のですから。 

 

【市長】 

ありました。１、２とね、２つぜひお目通しをいただきたいと思います。 

村井さん、ハンドマイク持ってます？せっかく質問いただいたんでね、自転車物語１の方もご紹介

いただきたいなと思います。手元にあります？ 

 

【けいきさん自転車復刻プロジェクトメンバー 村井裕氏】 

（自転車物語）１がこちらになります。（自転車物語）１の方ではですね、静岡のですね、自転車の

歴史をですね、慶喜さんの自転車の歴史を詳しく、ウェイトを置いておりますので、またよかったら

ご覧ください。 

 

【朝日新聞】 

関連ですけど、国会図書館にあったやつに三輪の自転車が２台描かれていると。要するに、これが

慶喜さんのやつなんですか。 

 

【けいきさん自転車復刻プロジェクトメンバー 村井裕氏】 

慶喜さんの自転車では、ございません。 

ただし、慶喜さんの自転車が当時、オーデナリーの二輪か三輪か、いろいろと議論があったんです

けれども、当時 12 台課税されておりましたので、そのうちの２台がここに描かれているということで、

より慶喜さんの自転車の幅が狭まったとご理解ください。 

 

【朝日新聞】 

三輪の可能性が高いってことですか。 

 

【けいきさん自転車復刻プロジェクトメンバー 村井裕氏】 

はい、そうですね。 

 

【朝日新聞】 

この件については、当時、報道発表があったんですかね。 

 

【けいきさん自転車復刻プロジェクトメンバー 村井裕氏】 

ございません。今日が初めてでございます。 
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【市長】 

はい、村井さん、ありがとうございました。 

 

【司会】 

はい、他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。 

それでは、幹事社質問に移りたいと思いますので、幹事社さん、お願いいたします。 

 

【幹事社（読売新聞）】 

今年もいろいろなことがありましたが、毎年恒例ですが、市長は今年一年を漢字一文字で表すと、

どんな文字になるでしょうか。その理由と合わせて、よろしくお願いします。 

 

【市長】 

わかりました。それでは、発表させていただきます。2018年、私の今年の漢字一字は「伝」です。 

はい、ありがとうございます。この心は皆さんと同じですね。静岡市は情報発信力の強化ということ

で、力を入れてきました。とにかく、静岡市役所職員、良いことたくさんやっているんですよ。悪いこ

とは、すぐ伝わるんだけれどもね、良いことってなかなか伝わらない。だから、もっと伝える力を強化

していかなければいけないということで、広報課長を中心に広報力のアップということをやっており

ます。 

今月 19 日にね、東京プリンスホテルで静岡ナイトを開催するということも、首都圏へ静岡市の伝え

る力を高めたいという取り組みでありますけど、とにかく伝えると。伝わってなんぼだと。だから、皆さ

んの協力も必要だと思いますけれども、今年は、一生懸命に伝えた一年だったな、というふうに思

っています。 

また、先ほども申し上げましたＳＤＧｓ。これも、まだまだ市民の認知度、日本人の認知度、決して高

くはありません。 

しかし、日本人こそ、自分さえよければいいんではなくて、地域のために、家族のためにと相手へ

の思いやりで生活をしている。日本人こそＳＤＧｓの理念ということは、とてもフィットをする、そんな国

民性だと。このことも伝える中でね、ＳＤＧｓを雲を掴むような難しい話と思わずに、私たちの生活の

中に取り入れていく、まちづくりに取り入れていくということを市民の皆さんに伝えたいし、また、静

岡市こそ、日本の中でアジアの中でＳＤＧｓの取り組みに熱心だということを私自身が国連本部・ニ

ューヨークに行って機会をいただき、伝えることができた、そんな一年でもありました。 

あるいは、静岡市は伝統のある街です。歴史を次の世代に「伝」えるということも、駿府城公園の発

掘調査を通じて、とても大事なことだと感じました。わさびのような「伝」統的な地域資源。先人たち

が苦労して長い間かけて育ててきたからこそ、わさび（水栽培）が世界農業遺産になったわけだし、

先ほど、才取さんの話をしましたが、聖一国師さんが苦労して中国から持ち帰って足久保に種をま

いたからこそ、静岡のお茶文化というものが今に「伝」わる。これを伝えていかなければいけない。

“故きを温めて新しきを知った一年”でもありましたので、「伝」える。 
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そして、いよいよ今年から来年に向けて、平成から次の元号に変わる。そんな「伝」える年でもあると、

そんな意味も込めました。私だけではありません。広報課の職員が一生懸命、これもあります、あれ

もあります、と言って今、私が申し上げたようなことを立派に作ってくれました。以上です。 

 

【司会】 

はい、幹事社さん、よろしいですか。 

はい、ありがとうございました。 

それでは、各社さんからフリーな質問を・・・はい、朝日新聞さん、どうぞ。 

 

【朝日新聞】 

昨日、桜えび組合が秋漁全面中止を発表しましたが、漁師さんとか加工業者とか、市として何か、

それなりの支援策とか、あるいは資源回復策とか、支えていくという政策がお有りなのでしょうか。 

 

【市長】 

私としては、漁業者だけではなく、加工業者の皆さん、あるいは由比の皆さんがこのことをすごく心

配しているのなら、オール由比でどんなふうに、このことを支援していくのかということを、今、議論を

しているところであります。 

（合併）10 周年の記念式典がありましたので、その時にも市民の皆さんとの「ゆいゆいトーク」で話

題になりましたけれどもね。是非、桜えびの不漁というのはピンチでありましたけれども、ピンチをチ

ャンスに変えていきたいというふうに思っております。 

 

【朝日新聞】 

要は、やるんですか。何か金銭的とか、補償とかを。 

 

【市長】 

検討中です。 

 

【司会】 

他にいかかでしょうか。 

はい、静岡朝日テレビさん。 

 

【静岡朝日テレビ】 

今年一年を振り返って、子ども医療費の問題等もありましてですね、何かと今年も田辺市長と川勝

知事の件がいろいろと取りざたされたと思うんですけれども、川勝知事はですね、選挙の時には仏

の川勝なんておっしゃっていましたけど、その姿、田辺市長にはどのように映ったのでしょうか。今

年一年を振り返って。 
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【市長】 

どのように映った？ 

 

【静岡朝日テレビ】 

いかがですか、関係を振り返って。 

 

【市長】 

そうですね、今年やり切れなかったことは、川勝県知事さんとの信頼関係を取り戻すことができなか

ったことですね。それは、私の努力不足もあろうかと思います。来年こそ、連携をしていきたいなと

思っています。 

 

【静岡朝日テレビ】 

今のに絡みましてですね、田辺市長、３選出馬ということで表明されたんですけれども、対抗馬とし

て難波副知事っていう名前があがっておりまして、その裏には川勝さんがいるんじゃないかというよ

うな憶測もあるんですが、そのことについてはいかがでしょうか。 

 

【市長】 

私自身、どなたが出ても先ほど申し上げていたとおり、この４年間、あるいは２期８年の実績というこ

とをちゃんと伝えていく、これに尽きるというふうに思っております。 

 

【静岡朝日テレビ】 

ありがとうございました。 

 

【司会】 

他にいかがでございましょうか。 

はい、共同（通信）さん。 

 

【共同通信】 

10月に駿府城で秀吉が築かせた城の遺構が発見されましたが、駿府城を巡っては、天守台あるい

は天守閣を再建するのか、あるいは、今回の発見を踏まえて、また別の道を模索するのかということ

が議論されていると思うんですけれども、今年の発見を受けての今の時点での市長のお考えを伺

えればなと思います。 

 

【市長】 

そうですね、平成の大発見でしたので、この遺構をどう活かしていくかという視点を大事にしなけれ

ばいけないと思います。もとより、2015 年の徳川家康公 400 年の記念事業の開催中に「せっかくな
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ら、市長、21 世紀に駿府城を蘇らせたいね。」っていう声が高まったところが起爆剤となって本格的

な発掘調査が始まりました。 

ねばり強く調査を続けていたら、今回の大発見につながったわけです。今後、どんな方針にしてい

くのか、もう少し市民の皆さんの意見にも耳を傾けて判断をしていきたいと思っています。 

 

【司会】 

いかがでしょうか。 

はい、どうもありがとうございました。それでは、以上で本日の定例記者会見を終了させていただき

ます。次回、今年最後の会見ですが、27日木曜日、午前 11時からとなりますので、よろしくお願い

いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

 


