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平成 31年１月 22日 市長定例記者会見 会見録 

 

【司会】 

それでは、ただ今から、市長定例記者会見を開催いたします。 

先ほどご案内したとおり、本日もライブで配信をしております。本日の話題は 1件です。 

市長よろしくお願いします。 

 

【市長】 

話題に入る前に、どうして今日の話題かということにもつながるんですけれどもね。この頃、改めて

情報発信力の強化ということに静岡市は意識的に取り組んでいますが、その重要性ということを感

じることがいくつかありました。 

例えば、５大構想の中で「健康長寿のまちの推進」って考えているんですけれども、骨格は国とタッ

グを組んでやっている「地域包括ケアシステム」なんですが、非常に市民から見ると専門的で分かり

づらいんですね。“自宅で、できるだけ長い間健康に元気に住んでもらう”という仕組み作りなわけ

ですけどね。そこで、静岡型で、どこかに特化していこうと議論をして決めたことが「認知症」。 

認知症の第一人者の自治体になるんだということで、来年度の予算に、認知症の予防、そして、な

ってしまった後のケア、それを総合的に、それも静岡市らしく、官民連携で産学官でこのセンターを

作っていこうということを発表したところ、新聞に大きく取り上げてもらって、SNS 時代だから、ものす

ごい拡散してるんですね。そして他の自治体から、問い合わせが、今、非常に多くきています。 

他の自治体の市長からも、「うちでやりたかったのに静岡市に先取られた」というような反応もあった

りして、やっぱりその情報発信というのは、すごい大事だなというふうに感じました。 

そして、もう一つは、みなさんにもご協力いただいて、第 1 回の SDGｓウィーク、無事終わったんで

すね。そのフィナーレを飾った東京ガールズコレクション。静岡で初めての開催だったわけですけ

れども、たとえば、来月に静岡マラソンがありますね。秋の風物詩としては、大道芸ワールドカップ。 

そこに、ずいぶん、公的資金を投入して、MICE の推進ということで、確かにマラソンにしても、大道

芸にしても、静岡市に集まってくださる方が多い。その一環として、今回、東京ガールズコレクション

も初開催したんですけれども、その費用対効果、情報発信力の。それは、やっぱり大道芸やマラソ

ンの比ではなかったですね。「東京ガールズコレクション」、凄まじいもんですね。 

いろんなところから、SDGｓ推進という初めての東京ガールズコレクションだったこともあいまって、他

の自治体や他の関係者からは反響があります。すごく得したのは、これをやったことによって、“ツイ

ンメッセ”って知ったと。「静岡市の“ツインメッセ”ってどこにあるの？」と。そういうような問い合わせ

ってのは、割と多かったそうですね。「駿河区にあるんだよ、こういうメッセ会場なんだよ」といってツ

インメッセの知名度も、多少なりとも東京ガールズコレクションのおかげで上がったんだな、というふ

うに感じています。 

そんな問題意識の中で、静岡には政令市になって、３つの区があるわけですが、城下町から発展

をしてきた旧静岡市は、“葵区”。港町から発展してきた旧清水市は、“清水区”という名前なわけで
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すが、その点で、“駿河区”というのは非常に現代的に“駿河区”、と決めたわけですけども、その都

市のアイデンティティ、区のアイデンティティということについては、人口的な区割りの中で、久能か

ら安倍川を越えて長田地区まで包み込んでいるんですけども、葵区や清水区に比べると、駿河区

民意識というのが低い、というふうに言われていました。そこのところをなんとか、駿河区役所中心

にアイデンティティを高めたい、日本平もある、そして、用宗港もある、そして、ツインメッセもある、と

ういうことで、じゃあどうしようかと言って、駿河区役所の若手の職員が、まずは駿河区全体のシンボ

ルとしてのマスコットキャラクターを作っていこうよと。清水区のシズラがデビューしていたということも

あいまって、駿河区でも何かそういうシンボルを作りたいな、という気運がすごく私は嬉しかったん

ですけども。駿河区長を中心とした駿河区役所の若手職員が当事者意識の中で、面白がってくれ

てワイワイガヤガヤ、どうしようかどうしようかという議論をしてくれたわけですね。私の市長の就任以

前、小嶋市長の時代に“しりあがり寿”さん、静岡出身の漫画家にデザインをしてもらって、葵区に

は、あおいくんというのがあったわけですね。 

じゃあ、駿河区はどうしよう・・・ということで、それまでは、登呂遺跡の登呂博物館のキャラクターだ

ったトロベーに白羽の矢が立って、博物館だけのキャラクターではもったいないと。これを駿河区全

体のシンボルとして、“応援隊長”として育てていこう、というプロジェクトが始まって、そして、応援隊

長に就任していただき、１月 24日で、丸２周年を迎えるというアニバーサリーであります。 

今日は、このことを話題にして、そして、記者の皆さんにこのトロベーということの魅力を少しでもご

理解を頂いて、また、皆さんのペンで、カメラで、トロベーを情報発信していただければ大変うれし

いな。そういう中で、駿河区民のアイデンティティを高めていきたいな、そんなようなことが、今日の

私の話題であります。 

もちろん、登呂遺跡という、かつて教科書にも載った、大変、知名度の高い弥生時代の遺跡もある

ことからトロベーがあるわけでありますけれども。今まで２年間で、延べ 100 回を超えるイベントに参

加し、区民の間に愛されてきました。区が主催するものだけではなく、駿河区内に昔からある地域

のお祭りにも呼ばれて出かけることも多く、この２年間、ずいぶん駿河区民に親しまれるキャラクタ

ーとして順調に育っております。 

 

（トロベー登場） 

 

市公式のキャラクターであり、応援隊長でもあるトロベーであります。そこで､ささやかながら市の方

から、今までの２年間の彼の尽力に感謝をし、そして、「これからも駿河区をよろしく」というエールを

送る意味も込めて「マンホールの蓋」、この前、さくらももこさんに「ちびまる子ちゃんのマンホールの

蓋」をいただいたものですからね、「駿河区はトロベーだよね。」ということで、マンホールの蓋をプレ

ゼントすることにしました。そのマンホールの蓋は、当日、つまり応援隊長就任当日の１月 2４日に

公開をしたいと思いますが、今日は、まだ 22 日、２日前ですので「Coming Soon」であります。ぜひ、

取材に出かけていただきたいな、ということをお願いいたしたいというふうに思いますので、本日は、

まだ、お見せすることはできません。就任して 2周年の同日だからであります。 
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主役は、私ではありません、駿河区長であります。だけど、今日、そういう文句も出るかなと思って、

せめてもの前祝いとして、トロベーの「瓦せんべい」をお手元に配っておりますので、後ほどお召し

上がりいただければありがたいな、というふうに思います。 

また、この「トロベーのマンホールができた」ということを静岡市全体に、葵区にも清水区にもアピー

ルをするために、１月 27 日、今度の日曜日、市内外から人がとてもよく集まる静岡マルイのモディ

前でもご披露をさせていただきます。マンホールは、2 月 16 日の土曜日から駿河区役所の前の歩

道に設置をいたします。まるちゃんのマンホール人気も全国的に話題を提供しておりますので、静

岡市内のマンホール巡りに、このトロベーのマンホールも一役買っていただければ、市長としても

大変、嬉しいなというふうに思っています。 

そして、就任してくれて２周年を記念するイベントとして、もう一つ、駿河区役所が仕掛けてくれまし

た。それは、駿河区内の小学生を対象に呼びかけて、自分たちが暮らしている学区・小学校区・地

区の特徴を表したトロベーの絵を書いてもらいました。オリジナルのデザインを募集しました。 

そうしたところ、駿河区内の小学生から郷土愛あふれる 677 点もの絵・イラストが集まりました。その

中から、今日は 19 学区ありますからね、駿河区は。19 学区、それぞれのベスト１、代表となるデザ

インを選び、それをプロの方にイラスト化してもらいました。そのプロジェクトについては、駿河区長

から紹介をしていただく方が適任だというふうに思いますので、駿河区長、ぜひ、前の方にお進み

ください。バトンタッチであります。よろしくお願いをいたします。 

 

【駿河区長】 

駿河区長の杉山でございます。これが、今、市長から説明をさせていただきました 19 学区の「僕ら

のまちのトロベー」です。皆さんからご覧になって、左側が応募作品。そして、右側がイラスト化した

ものになります。19のトロベーのうち３点のイラストを紹介させていただきます。 

まず１点目、森下学区です。静岡駅の駅員に扮したトロベーです。こちらは、森下小学校６年生の

保立凌太さんの作品です。審査には、ＰＴＡの皆さんも加わりまして、子どもたちにとって誇りでもあ

る「新幹線が停まる学区」を表しています。駅員トロベーが、駿河区にお見えの皆さんに案内やＰＲ

をしていただいている姿です。 

２点目は、中島学区で中島小学校３年生の倉田夢菜さんの作品です。こちらは、頭に風電くんをの

せたトロベーが大浜プールで遊んでいる様子を表しています。浜っ子らしく日焼けした可愛らしい

表情で学区の特色を示していることがたいへん好評でした。 

３点目の長田西学区です。こちらは、長田西小学校６年生の岩科美波さんの作品「とろろべー」で

す。丸子の特産品である「とろろ」がモチーフとなっています。岩科さんの家の近くに、とろろ屋さん

がたくさんあることから、立派な自然薯を手に持ち、「むかご」のベルトを身につけたトロベーを描い

てくれました。 

今回の応募作品 677 点と「19 のみんなのまちのトロベーのイラスト」は、１月 24 日木曜日から駿河

区石田のアピタ静岡店で展示をいたします。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

そして、先ほど市長が説明をしてくれましたマンホールなんですけれども、こちらの方のデザインは
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駿河総合高等学校の生徒さんがデザインをしてくれたものです。併せて紹介させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

駿河区長、トロベーありがとうございました。私はね、今日のこのプレスリリースは、私が駿河区役所

に出向いて発表したかったんですが、記者の皆さんの利便性も考えて、区長とトロベーにこっちに

来てもらいました。そんなことにもぜひご配慮をいただき、ぜひ、記者の皆さんもリリース、情報発信

もよろしくお願いをしたいなと思いますし、また、今回、小学生の皆さんにも協力いただいたんです

けども、駿河区の子どもたちが、登呂遺跡のある駿河区、そして、トロベーのいる駿河区をますます

愛してもらうきっかけになってもらえれば、地域への愛着が増すことになれば、大変うれしいなという

ふうに思いますので、今、区長から発表した19のトロベー、ますます活躍を期待したいと思います。

私からは以上です。トロベー、ありがとう。 

 

【司会】 

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したいと思いますが、ご質

問の際は、社名、お名前をおっしゃっていただいてからお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

 

【朝日新聞】 

トロベー、ちょっと待ってください。トロベーに満 2年のコメントをください。 

 

【市長】 

はい。駿河区長、なり代わってお願いします。 

 

【駿河区長】 

トロベー、ちょっとお喋りができないんですけれども、私が代わりまして。 

「このように多くの皆さんの前に出てちょっと恥ずかしいんですけれども、2 周年頑張ってきたのでこ

れからも区のために頑張って行くぞ！」というふうに言っています。 

 

【市長】 

はい。 

 

【司会】 

他にいかがでしょうか。はい、毎日新聞さん、どうぞ。 

 

【毎日新聞】 
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トロベーで 2点お伺いしたいんですけれども、2周年で、それ以前から登呂遺跡のキャラクターだっ

たと思うんですけれども、いつ頃からいるキャラクターなのか、というのが１点と、駿河区のイラストコ

ンテスト、プロの方が描き直してイラストにしていると思うんですけど、これってこの後グッズ化とかシ

ティプロモーションとか展開は考えてらっしゃるんでしょうか。2点お願いします。 

 

【市長】 

はい、どうもありがとうございます。これも駿河区長から答えていただきますけれども。私とすると、せ

っかく描いていただいたやつですので検討していきたいな、という気持ちはありますが、当事者・駿

河区長、2点の質問いただきました。1点目はちょっと詳しくお願いいたします。 

 

【駿河区長】 

それでは、トロベーのことなんですけれども、トロベーは静岡市が誇るべき弥生時代の遺跡、登呂

遺跡・登呂博物館のイメージキャラクターで、平成 21年に全国公募によりまして誕生いたしました。

平成 28 年度に駿河区の公認に任命をされました。弥生時代から駿河区を見守ってきた男の子の

妖精で好きな食べ物はお米。ちょっと恥ずかしがりやさんなんですけれども、丈夫でとにかく元気な

男の子です。人間の目に見えるようになったのは、デザインが決定した平成 21年の 9月。そして、

愛称が決定しましたのが平成 21年の 11月でございます。 

そして、平成 29年の１月 24日に駿河区の応援隊長に就任しまして、現在、駿河区のＰＲのため駿

河区民の一体感のために頑張ってくれています。 

２点目のイラストの方なんですけれども、これは、昨年度の「区長とまちみがきセッション」と申しまし

て、区民意見聴取事業の中で、参加者の皆さんから各地域を表したオリジナルのイラストが欲しい

という意見がございました。それを今年の区の魅力づくり事業の中でやりまして、私たち区民の提

案プロジェクトという形でイラストを作ることになりました。 

今後につきましては、これを決める決定も各地域でやっていただいておりますので、ぜひ、各地域

でこれを活かした活動をイベントなどに使ってほしいということと、あとはこれを何かシールとかそう

いうデザイン化をしたものをですね、区のＰＲにも使っていきたいというふうに考えております。最終

的には、できるかどうかまだちょっと決まってはいないんですけれども、ＬＩＮＥスタンプなんかにもで

きたらいいな、という構想も練っております。 

 

【市長】 

はい、どうもありがとうございます。私の市政の大きな方針の一つが“区役所重視”であります。市民

に、住民に、一番近い役所である区役所にもっと自立性をもってもらい、そして住民のニーズに応

えていくというような施政の方針を掲げています。その中で、区役所の職員有志がね、「よし！トロ

ベーを誕生させて育てていこう」といって面白がって２年いろいろなプロジェクトを立案、実行してく

れたということを私はすごく手応えを感じています。人事異動でね、区役所に来てしまったではなく、

区役所に来て良かった、と３年、４年、区役所の経験の中で若手の職員が思ってくれれば。 
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記者の皆さんだって大手の方はそうですよ。静岡支局に来てしまったではなくて、静岡支局に来て

良かった、というふうに思ってもらえるようなね、そんな経験を積んで欲しいというふうに私は市長と

して思っていますけれども、職員に対しても同じような気持ちで今、駿河区長を中心に区役所での

人材育成プロジェクトも始まっています。一番市民に近いところだからこそ、学べることも大きいだろ

うというようなことだし、また、ＳＤＧｓとか５大構想とか、市が、市長が今何を考えているかということを

現場の職員にもちゃんと勉強してもらうようなね、機会。遠く離れているのではないとうようなことで、

いろいろ人材育成をしてもらっていて、その一つの成果物がこのトロベーの成長ぶりなんだろうなと

思っています。実は区役所の職員有志の継続プロジェクトなんですけど、このトロベーの生みの親

は、ここにいらっしゃる今は総務局長・元駿河区長であり、そして、育ての親が現駿河区長。だから

生みのお父さんと育てのお母さんみたいなものでありますので、ぜひ今後ともトロベーと区役所の

職員のことをよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

他に・・・（読売新聞さん）どうぞ。 

 

【読売新聞】 

読売新聞です。トロベーを前にしてお伺いするのも恐縮なんですけれども。 

あおいくんやシズラに比べて市の広報に携わるようになったのは遅れてということだったと思うんで

すが、現在、就任２年ということですけれども、市民から見た、市民以外でもいいんですけれども、

認知度ですとか、人気は他の 2人に比べてどうなんでしょうか。 

 

【市長】 

トロベー、一番でしょう！駿河区長。 

 

【駿河区長】 

そうですね。私たちはそう思っております。トロベーはですね、あおいくんやシズラが持っていないト

ロベーのオリジナル曲とそしてダンスも持っていますので、それを使って区内のこども園などに出か

けて子どもからトロベー人気をさらう形で、それが親御さんにも伝わるようにということで。それが、区

民全体に広がるようにという努力をしております。 

 

【市長】 

育ての親とすると自分の子どもはかわいいわけでありますので、今の答えは当たり前ですけれども

ね。私から見るとね、相乗効果が生まれているなあというふうに思っているんです。逆に言うとね、シ

ズラがすごい可愛らしいキャラクターで登場して、すぐ、清水の子どもたちに人気が出たんです。そ

れが刺激になって、「駿河区でもやろう」ということになったんですね。 

あおいくんは、実は一番最初に誕生してたんですが、冬眠中だったんです。あんまり、そんなに目
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立った活躍をしなかったんですが、シズラが生まれて、そしてトロベーが活躍し始めて、あおいくん

も頑張んなきゃということで、この頃、あおいくんもいろんなイベントに出て、今は３人そろって、それ

ぞれね、色んなところに登場しているし、市の広報物なんかも３人のキャラクターを同時出演をさせ

ながら、静岡市それぞれの紹介をしてもらっているというところまで来たところは、ある意味ライバル

であり、友人であり、いい関係になってるんじゃないかなというふうに思っています。 

 

【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。それではここでトロベーには退席をしていただきまして、引き続き、幹

事社質問に移りたいと思いますので、幹事社さん、よろしくお願いいたします。 

 

【幹事社（読売新聞）】 

今回は、人口減少についておうかがいします。2017 年に 47 年ぶりに社会増となった静岡市の人

口が、昨年、再び減少に転じました。社会減と自然減を合わせると減少幅は過去最高でした。 

人口減は静岡市だけの問題ではないとはいえ、田辺市長はこれまで県中部の 115 万圏域の交流

人口の拡大を図る一方で、３次総の中ではストレッチ目標として、2025 年の人口 70 万人の維持を

掲げておられます。 

この問題についての所感と、今後もこの 70 万人の目標を堅持するお考えか、お聞かせください。

お願いします。 

 

【市長】 

はい。ご質問をいただく中のキーワードはストレッチ目標という言葉であります。 

これを設定した当初から、これは難しいチャレンジングな目標だぞということを百も承知の上で、し

かし、手が届きそうなところで、ギリギリ分かりやすさもあって、2025年の 70万人の人口維持というこ

とを掲げました。ですので、それを堅持したいというふうに思っています。 

それに向けて、人口活力維持策をこれまでしてきたわけであります。なので、１年１年の数字に一喜

一憂はする必要はないと思います。想定内のことだろうと思います。 

ただ、いろんな知見というものは、この取り組みの中で得ることができました。例えば、自然減を社

会増で補うのは大変なことだな、ということであります。 

これも以前、話をしたかもしれませんけども、少子高齢化の人口自然減少圧力というのは凄まじい

ですね。１千人、５千人の単位で減っていくわけですね。それに対して、東京・有楽町に移住支援

センターを基礎自治体で、唯一、設定し、そして、仕事の手当てをし、学校のことを考え、様々なガ

イダンスをする中で移住というものを増やす。これは 50 人、100 人の話ですね。桁が違うわけです

ね。 

そういう中で本当に、自然減を社会増で補っていくということがいかに大変か、新幹線の通学定期

の助成を出すというのもその一つの取り組みではあるんですけども、そのことも知見として得ていま
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す。なので、日本全体の人口減少ということは、やっぱり一つの大きな抗いきれない現象なんだろう

なということも感じています。 

ただ一方で、人口減少時代というのは成長拡大の時代から成熟持続可能な時代へと時代の構造

が大きくシフトチェンジしている証左でもあり、東京みたいに毎日、90分、120分ラッシュアワーの時、

通勤電車におしくらまんじゅうをしながら生活するのが当たり前の東京のライフスタイルよりも、この

人口密度の方でワークライフバランス、この自然環境の中でとてもクオリティ・オブ・ライフ、ＱＯＬが

高い、そういうワールドクラスの静岡市暮らしができるじゃないかという発想の転換をしました。ここに

住む人の安心感を提供していく。もう一つはこんな都市を情報発信して、ここを訪れる人を増やそう

と。つまり定住人口だけじゃないんですね、人口活力っていうのはもう一つ大事なのは交流人口、

ものすごい多いんですね。 

あるシンクタンクの試算によると、移住者 1 人を、住民票１人移すという移住者 1 人の定住人口増

やすのと、30 人の人をおよそ３泊、静岡市内に滞留をさせておくのと、だいたい一年間を通じた経

済効果は同じという試算もあります。なので、定住人口 70 万の維持というのを掲げながらも、交流

人口の拡大との合わせ技でいわゆる人口活力を維持していくということを、一つの取り組みとして、

今、進めているということであります。それが例えばＭＩＣＥの推進になったりして、東京ガールズコ

レクション、静岡マラソンということにつながっているという理解をしていただければなというふうに思

いますし、国際会議を積極的に誘致して、一昨年には、スペイン国王夫妻を天皇皇后両陛下のご

案内のもと、静岡に寄せたというのも徳川家康公 400 年記念事業をきっかけにした、我々のＭＩＣＥ

の推進になっていくわけです。 

それがきっかけでオリパラに向けたホストタウン、スペインとの絆が出来ましたのでスペインのバトミ

ントンのナショナルチームを招聘することができたと。こんな交流人口の拡大というのも、やはり並行

してやっていく。むしろそちらの方を活発化していくということを、私は今、たいへんな問題意識とし

て持っています。以上です。 

 

【司会】 

幹事社さん、よろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございました。 

それでは各社さんからのご質問を受けたいと思いますので、お願いいたします。 

ございませんか。読売（新聞）さん、どうぞ。 

 

【読売新聞】 

今の幹事社質問にありました、人口減の関係でお伺いしますが、人口減少、統計を見ると特に清

水区の方はかなり減少のペース早いということで、市長選をめぐってもですね、清水の方からは活

性化に向けた政策を求める声が上がっていますが、特に清水区について、市長としてその人口減

対策として考えられていること、今後やっていきたいこと、ということはありますでしょうか。 
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【市長】 

中長期的には産業を支えていかなければいけないわけですね。それによって、雇用の確保につな

がっていくわけでありますね。でも、釈迦に説法かもしれませんけれども、日本全体の産業構造の

変化と清水の産業構造の変化っていうのはパラレルなんですね。20 世紀後半の高度経済成長は、

清水経済というのは非常に隆盛を極めたんです。それは、造船であるとか鉄鋼であるとか、その時

日本で調子の良かった、そういう産業の雇用吸収力があって、そういう工員の方々がまちの賑わい

につながっていた。市全体を比較するならば、北九州市なんかもそうですよね。 

しかし、その後、うちの場合でいうと、日本鋼管が撤退をし、そして、造船もどんどんどんどん工場移

転をして、清水の産業というのは空洞化していった。なので、中心市街地もどうしても人足が少なく

なり、いわゆる人口減少につながってきたというのが、この 50 年のトレンドであります。そこのところ

をね、やっぱり雇用先を確保し、そして、清水の人口維持に向けていくには何か、というところで私

たちが３次総の中で見出したのは、世界的な港湾である清水港の求心力というのを活かしたサー

ビス産業、あるいは、観光産業という部分、だということで クルーズ船を誘致したり、そして、これか

ら滞在時間を長くするための海洋文化拠点の整備とか、この春には三保松原にビジターセンター

がオープンをいたします。あるいは、合併する前はなかなか市境があって一帯開発ができなかった

日本平に「夢テラス」を整備したというのもその一環であります。そんな産業の基盤を公共投資によ

って作っていくということによって、雇用先・仕事先というものを確保した中で中長期的に清水の人

口活力の維持に向けて取り組んでいきたい、という考え方が３次総で描かれているものであります。 

 

【司会】 

よろしいですか。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

はい、静岡朝日テレビさん。 

 

【静岡朝日テレビ】 

財源で、ちょっとまとまらなかった子ども医療費の問題なんですが、一応、昨日一つの結論が出た

ということで、この件に関して市長の考えを聞かせていただきたいんですが。 

 

【市長】 

昨日も申し上げましたとおりでありますけれどもね、35 市町、統一的にこのような形の高校生医療

費助成が決まったということを大変うれしく思っています。 

 

【司会】 

よろしいですか。 

中日新聞さん、どうぞ。 

 

【中日新聞】 
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昨日の自民党の会合でですね、退席された天野県議が、国会議員に難波副知事の出馬を取り下

げるように要請したとか、あとはある県議の息子さん、ある県議に市役所に息子さんがいますよね、

っていうような恫喝めいたっていうことをいろんな会合でも天野さんがおっしゃっていて、これが事

実なのかっていうのと、あとこれ事実じゃなければ十分名誉毀損になると思うんですけど、そのこと

について、対応はどうお考えですか。 

 

【市長】 

残念ですね。総務会という公式の席でそういう発言をされるということは。全くそんなことはありませ

ん。改選を前に控えますので、いろいろなところにお願いに行きます。そういう一環の中ですので、

是非そのところはご理解いただきたいなというふうに思っています。 

 

【中日新聞】 

事実でないということになれば、だいぶ、田辺さんの名誉を毀損していると考えられるんですけど、

そこについてはどうお考えですか。 

 

【市長】 

そんな大げさなことではありませんよ、そんなに。ただ残念な気持ちはあります。 

なんてったって、先輩の市長を務めた方ですし、その市長の時に、私、市議会議員で様々な質問

をして、政令市の道筋をつけるような意欲的な答弁もいただいたんですね。とても私は敬愛をして

いました。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

いかがでしょうか。 

はい、NHK（日本放送）さん、どうぞ。 

 

【日本放送】 

子ども医療費の件にまた戻ってしまうんですけれども、昨日の知事の会見というか、ぶら下がりのと

ころでも、「静岡市長から、直接これでやるというふうに言われてない」というふうなことを話されて、

市長、本人としては多分やるというふうなお気持ちはあったと思うんですけど、そこで、知事との間

でうまいこと意思疎通というのはできてないところもあるのかな、と思うんですが。 

せっかく、こうやって高校生皆さんに医療費負担できるということで喜ばしいことなので、そこでちょ

っといざこざもないようにいったところもあるんですが、コミュニケーションを取れてないところを、どう

いうふうにお考えかお聞かせください。 
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【市長】 

なんて言ったらいいのか、本当に喜ばしいなというふうに思っています。 

知事に対しましてもね、こういうご判断をしてくださったということを感謝しております。 

 

【日本放送】 

ご本人の口から、そういうふうにやるっていうふうにおっしゃった訳・・・なんか上手く伝わってないと

いうことについてはどう考えですか。 

 

【市長】 

私はやると言って、浜松市と歩調を合わせた実務の協議が始まったし、静岡市の担当者は私の代

弁をしてくれて、県の実務担当者にも再三お話をしてあるということです。 

 

【司会】 

よろしいですか。ありがとうございました。 

はい、毎日新聞さん、どうぞ。 

 

【毎日新聞】 

人口減少の話に戻ってしまうんですけれども、市長、先ほど 70万人維持のストレッチ目標について

は堅持したいとおっしゃっていた一方で、定住人口の増加よりも、むしろ交流人口の増加の方を活

性化してやっていきたいというふうにおっしゃっていて、少し発言が矛盾されているかなと思うんで

すけれども。これは方向転換ということではなくて、ということなんでしょうか。お聞かせください。 

 

【市長】 

全く、矛盾していません。合わせ技でやっていくということです。並行してやっていくということです。 

今までどおり、定住人口の維持に向けての諸政策というのは継続してやっていきますし、それだけ

では足りないのならば交流人口の拡大策も並行してやっていくということで、要は人口活力。やはり

人がここに集まる仕組みをつくることによって、モノやサービスを売り買いするという経済活動が活

発になるわけでありますのでね。定住人口であろうと交流人口であろうと、その維持拡大に向けて

下支えをしていく、ということであります。 

 

【毎日新聞】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

いかがでしょうか。 
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よろしいですか。はい、ちょうどお時間の方もまいりました。ありがとうございます。 

以上で本日の定例記者会見、終了させていただきます。 

次回なんですが、2 月 1 日、金曜日ではありますが、時間がいつもと違いまして午前 10 時半の開

始となりますので、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。 

 


