
６月４日市長定例記者会見 

 

【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。 

先ほどご案内しま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４件であります。それでは市長よろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

今日は、アイスブレイクもなく、この話題から入っていかなければなりません。 

川崎市で５月 28 日に起こりました児童等殺傷事件。亡くなられたお二人に対しましては、

心より御冥福をお祈り申し上げますとともに、怪我をされた２名のお子様方の、1日も早い

回復をお祈り申し上げたいと思います。本当に不条理でとても残念な事件が起こってしま

いました。私ども静岡市も子どもたちを守っていかなければいけないという強い気持ちを

しております。 

危機管理の要諦は、想定外という言葉を使わないということだと聞いております。想定外の

事をひたすら想像しながら危機管理をするということですね。今回も想定外の事件だった

かもしれませんが、それを終わらせることなく、私たちはそこをどうするのかという緊急対

策が必要であるというふうに三役で議論をし、事件の 3日後に緊急会議を招集し、指示をい

たしました。 

お手元の資料を、このＡ4横紙の、細かい資料ですけれども、ここにその時の結論の全体像

をまとめましたので、またご利用いただきたいなというふうに思います。 

市民局や子ども未来局、教育局など関係の 11課、それに市内の警察署の生活安全課長にも

会議に加わっていただき、緊急の対策について、このようなまとめを致しました。 

その中で私ども、まず率先垂範をしていかなきゃいけないということで、2つの取り組みを

しました。 

広報課長、私の市長室の前に緑のあれがあるんでちょっと持ってきてくれるかな。 

まずやらなきゃいけないのが抑止力の向上ですね。従来から青パトと言われている青色の

防犯パトロール。これが市内を循環をしておりますけれども、公用車 100台を現在登録をし

ていますが、すべての公用車を青パト化することを決め、県内の 35の市町の中では最も多

い 200台以上を青パト車として今後登録をしていきます。つまり青色のパトロール、青色の

あの点滅をしている防犯パトロール車を、こう行き来する中で抑止力を高めていくと。あの

例えばいろんな商業施設とか公共施設に防犯カメラありますよね。防犯カメラも抑止力の

向上につながるわけですね。目線があるということはものすごくやっぱり行動を起こしに

くくするという効果があります。青パトも同じであります。ただ青パトは 200台以上にする

とはいえ、台数に限りがありますのでそれに加えて、新規の事業として青パトの人間版と言

ったら良いんでしょうか。一人一人の人間が青パトになっていくということで、お手元にあ



る腕章を配布させて頂きましたが、手元の資料を 1 枚めくった静岡防犯パトロールの概要

というこの資料ですね。 

この資料をご覧いただきたいと思いますが、裏面をめくってください。こんな風に利用して

もらえればいいという写真が載せてあります。とにかくこれを着用して、これ非常に目立ち

ますのでね。ちょっと待ってください写真。まず率先垂範して、市の職員を募ってこれをつ

けて通勤をしてくれということを、まず 150人で、それを起爆剤にして市民の方々にもこの

「ながら見守り」をして下さいと言って、300人の方々に登録してもらおうという目標を立

てています。そうすると、450人が毎日少なくともこの腕章を持って通勤をしていただくと、

それが先ほどの車と相まって効果を出していくということを期待をしております。これを

「ながら見守り防犯ボランティア活動」とこういうふうに称しています。つまり通勤をしな

がら、買い物や犬の散歩などをしながら見守り活動を行うということであります。これを地

域の防犯力の向上につなげていきたいというふうに思っています。 

先ほどの、このまとめの表に戻りますと、その他にも、これは市民局がね、一番の所管、生

活安心安全課ですのでやっていくということ、その他にも教育委員会では、新規として登下

校の見守りボランティアの緊急時の対応依頼や注意喚起であるとか、子ども未来局の方々

にはこども園の子どもたちへの防犯ブザーとかスプレーの配布を行って、いざそういうこ

とがあったらすぐそのブザーを鳴らすとかスプレーをかけるとかそういう対応もしていき

たいというふうに思っています。いずれにしましても子どもの通園通学路の安全確保につ

いては、行政が緊急に取り組むべき最重要課題として市内各警察署をはじめ、関係機関・団

体にもご協力を頂き、市職員が先頭になってスピード感を持って取り組んでいき、安心安全

な環境を守っていきたいというふうに思っています。以上です。 

 

二つ目の話題は補正予算ですね。これは財政局から既に記者レクが済んでいるというふう

に思いますので市長の言葉として改めてポイントだけ読み上げます。 

市議会 6 月定例会に提出した補正予算の規模は、一般会計が約 19 億 5000 万円、企業会計

が約 10 億 5千万円。総額では約 30 億円の増額となりました。選挙の時から 3 期目は経済

の活性化をやるんだと財政の健全化に一定の目途がついたから、今度は公共投資を行うこ

とを一つの呼び水にして民間投資を促し、そして経済の好循環を作っていき、雇用の創出で

あるとか、あるいは地域の経済の活性化につなげていくというものでありますが、その選挙

で訴えた経済の活性化の一助のための今回の補正予算であります。 

国の国土強靭化のための緊急対策に呼応し、社会基盤の整備を推進をする取り組みをキー

ワードとして中心に据えて、さらに地方創生と共生社会の 2 つのキーワードのもとこの補

正予算を編成いたしました。 

予算規模の大きい一つ目は社会基盤の整備です。 

経済活動の活性化のため国際拠点港湾清水港へのアクセス向上を図る、国道 150 号区の拡

幅そして清水富士宮線の整備などの道路新設改良事業を加速化させていきます。一方中心



市街地の渋滞を解消し、都市交通の円滑化を図るため街路整備事業などの増額も盛り込み

ました。 

他方、安心安全な街づくりのため道路や橋梁などの老朽化や自然災害に備えて橋梁の補修

工事や道路の法面対策事業なども進めていきます。昨年度大阪府北部地震においてブロッ

ク塀の倒壊などによる被害が発生をしました。全国で 4 つの自治体が対象になったモデル

事業として専門家と地域住民が連携し、危険なブロック塀の調査点検や普及啓発など、静岡

市は先進的な取り組みを積極的に進めていき、撤去改善に対する助成経費も増額をしたと

ころであります。また安心安全の確保のためには建築物の耐震化も欠かせないことから、耐

震診断を行う民間への助成経費も拡大をしました。さらに大雨による浸水被害を防止する

ため下水道施設の整備を実施し、さらに社会基盤の整備を進めてまいります。 

そして 2つめは地方創生であります。 

これは清水区三保の独自資源である地下海水と東海大学海洋学部の技術を活用し、鮭です

ね、トラウトサーモンの陸上養殖施設の整備に対する助成を実施します。これが非常に特筆

すべきものですけども、国内では初めてのアニサキスフリー、アニサキスというのは寄生虫

という意味ですけれども、寄生虫が全くない鮭、これを地域のブランド化することによって

食品加工業や観光業などの地域経済に対する好循環が生まれ活性化されることを、効果と

して期待していきたいと思います。一方、昨年 11月に日本平夢テラスがオープンをし、大

変多くの来訪客で賑わっておりますが、駐車場の数が十分でないという課題を指摘されて

おりますので、これを前倒しして整備をします。また国内外から静岡市を訪れる外国人の

方々に、あの富士山が仰ぎ見れる日本平の場所に記念の植樹をしてもらうための植樹エリ

アを整備する経費も計上してあります。 

一方、大手や中小ベンチャーなどを多種多様な企業や人材が入居している WeWorkの拠点を

活用し、定住人口拡大のため首都圏企業の誘致に向けたニーズ調査とセミナー開催。これに

要する経費も計上いたしました。今日も経済局が取り組んでくれた成果の一つとして、いわ

ゆるコンタクトセンターを静岡市に誘致をすることができ、その COO が先ほど私を訪ねて

くれましたけども、女性が活躍しやすい街だということをアピールするためにもサービス

業を中心とした、企業誘致ということもこれから取り組んでいくつもりであります。 

3つ目は共生社会であります。出入国管理及び難民認定法の改正に伴いさらに増加が見込ま

れる在留外国人への情報提供や生活相談などの支援を行う、多文化共生総合相談センター

の設置運営にをする経費を計上しました。一方女性消防士吏員の活躍を市民の皆さんに幅

広く周知し登用率を向上するため、ラッピングバスによる募集 PR事業も実施します。 

一方、次の話題でありますけれども、桜えびの記録的な不漁に伴い、漁業者の操業の多様化

などを由比港漁協と連携して検討するため、由比蒲原沿岸漁場の環境調査も行います。 

また桜えび関連商工業者が金融機関から借り入れる運転資金などの利子を軽減するための

助成経費と、事業の多角化などの経営強化に対する助成経費を計上しました。詳細はこの次

に発表します。 



これらの結果、予算額の累計は一般会計が約 3202億円で、特別会計及び企業会計を合わせ

た総額では約 6258億円となりました。以上が今回の補正のアウトラインであります。それ

で、その中のひとつの目玉になると思います。桜えびをどうこれから下支えをしていくかと

いうことです。桜エビはこれまで年間約 1000トンの水揚げ量を記録していましたがご承知

の通り、昨年から不漁が続いており今年の春漁は先月末に打ち切られ、水揚げ量は過去最低

の 85.3トンに留まっております。この記録的な不漁について、なんとか市、行政としても

手を打っていかなければならないと考え、経済局水産漁港課中心に議論に議論を重ねてく

れ、ひとつこれ画期的でありますけどもパッケージとしてのね、パッケージとしての総合的

な対策と緊急対策ということを打ち出しました。これは漁業者だけではなく、加工業や飲食

サービス業を営む商工業者の皆さんも視野に入れた支援策を今回補正予算に計上したとい

うことであります。これもお手元の資料、これ A4横紙のやつ、これカラー刷りでわかりや

すく書いてありますのでご参照いただきたいなというふうに思います。 

もうすでに所管課の方に取材をされた記者の皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、市

長からも、これかなり頑張って経済局がまとめた緊急対策なので重複になるかもしれませ

んがお知らせを致しますと、まず県も県で頑張ってくれていますので、県と市と連携してや

らなきゃいけないんですけども、調査は、従来は県の方にお願いをしていた経緯があります。

専門職も揃ってますのでね。でもこれ市やろうと。ちゃんと市もちゃんと調査をしていこう

とこういうことに踏み切りました。なので環境局とも経済局、連携をしてこの議論をしてい

るわけでありますけれども、まず漁業者の皆さんへの支援策として漁業の経営安定化に向

け、沿岸部の基礎情報を集めることを目的とした調査を実施いたしました。桜えびのみなら

ず、いわゆるしずまえ鮮魚の漁獲量も減少していることから、今回沿岸部の水質や堆積物な

どの現状はどうなのかということをきちっと調査をし、得られた情報をもとに漁業者の皆

さんとともに、この漁の多様化といった今後の対策を検討していくベースにこの調査結果

をしていきたいと考えております。調査対象のエリアは先ほどの資料の裏面の地図のとお

りでありますが、由比漁港をから富士川の河口までの沿岸海域を想定しています。もちろん

県のみならず、焼津市などとも共調し、今後、沿岸漁業への支援策は講じていきたいと考え

ております。 

次に、ここが新しい部分でありますけど商工業者の皆さんへの支援策も講じます。桜えびに

ついては食品加工や飲食サービスなどの関連事業があります。こうした事業者の皆さんを

支援し経営の安定と強化を図り、事業活動はもとより雇用の維持にもつなげたいと期待を

しております。 

主に 2つの取り組みをしていきます。ひとつめは、資金調達支援事業であります。既存の利

子補給事業を拡充をしていくとともに、新たな利子補給制度を創設することにしました。二

つ目は、実はその商工業者の皆さんにヒアリングをしたところ、こちらの方がぜひやってく

れという反応があるわけでありますけども、経営強化支援事業に取り組んでいきたいと思

います。これは中長期的な、すぐに効果が出るということではなく、中長期的な経営力の強



化を図ることを目的としています。皆さんご存知でしょうか、桜えびの加工食品というのは

あの全体のシェアの中、素干しが半分以上の 6割なんですね。それで生食が 3割、そして釜

揚げが 1 割という 6:3:1 の割合であります。その中でこれから桜えびの水揚げ量に影響を

受けにくい、新たな商品のラインナップを経営の強化を図っていく必要があります。そこで、

今後も桜えびの不漁や、原材料の価格の高騰が続いても大丈夫なように、商工会社の皆さん

が、経営のリスク分散対策として、少量のえびまたは桜えび以外のしずまえ鮮魚を使った新

しい商品の開発をしていこうという、インセンティブを高めるための助成を行っていきた

いという、取り組みの内容であります。 

結びに、今年は桜えび祭りが中止になってしまいましたが、ピンチがチャンスという発想で

私たちは由比の皆さんを、これからも下支えをしていきたいと思います。海の桜えびが駄目

なら、由比は山の幸もたくさんあるじゃないか。という発想であります。それに呼応して由

比の地域の方々が、当事者意識を持って自発的にゴールデンウィーク、桜えび祭りの代替イ

ベントの「由比いいもん祭り」を行ってくれました。とても私はそれ、嬉しかったです。行

政がやろうじゃなくて、俺たちこれをやるかなというふうに手を挙げてくれました。とても

賑わっておりました。もともと昨年の秋に由比と旧静岡市の合併 10周年の時に、山のもの

もあるよ、桜えびだけでは由比はないよ、という若い子への私とトークセッションをした時

の声もありましたので。よし！秋漁の時に桜えびも海の幸も山の幸も全部由比で取れるも

のを、すべてアピールした大収穫祭をやろう。という提言がありましたので、そこにつなげ

ていきたいというふうに思っています。桜えびに関わる漁業者と商工業者、双方に多角的な

支援策を講じることにより、そして山のを産物もそれに加えることによって 地域の未来に

つなげていきたいというふうに考えております。以上であります。 

 

最後前回の定例記者会見で質問をいただきました駿河湾フェリーについてであります。年

間 20万人の利用者数を目標に掲げ新たなスタートを切ったのは、ご承知のとおりでありま

す。昨年度の利用者が 17万 2千人ですか、ら約 3万人も増やしていかなければなりません。

そのため静岡市では、市内の学校に通うすべての小学生を対象とする、無料乗船キャンペー

ンを実施していこうと考え、このようなチラシを配布をしたところであります。残念ながち

ゃんとここのところに「見本」と印刷していますので、皆さんは使えません。子供が行きた

いって言ってくれれば親もついてくれますし、それを乗船へのモチベーションにしてもら

いたいということで、６月 15日から 10月 14日までの４カ月間、対象の小学生の片道の乗

船料金を無料にすると。先着 4,000名が対象であります。このキャンペーンの実施にあたっ

ては伊豆の関係で団体にも協力をいただき、観光施設などの割引特典を受けることもでき

ます。無料乗船券の利用方法など、詳しくは先ほどの資料をご覧下さい。 

また、静岡市独自のキャンペーンには 2つの狙いがあります。一つ目は、子どもたちに駿河

湾フェリーの良さを知ってもらいたいということです。駿河湾フェリーは、単なる海の移動

手段というだけではなく、船の上から眺める駿河湾越しの富士山の眺望やデッキに描かれ



たトリックアートなど、子どもから大人までが楽しめる魅力を持つ観光スポットのひとつ

です。このような駿河湾フェリーの素晴らしさを、静岡市の未来を担う子どもたちに、夏休

み体感してもらうことで、この先も長く市民に愛されるフェリーになることを、期待してお

ります。 

二つ目は、友達に清水港とか駿河湾に対し、もっと興味や関心を持ってもらいたいというこ

とであります。フェリーに乗船することにより、海の上にいる、という非日常の中で駿河湾

や清水港と普段と異なる視点で眺めることができます。こうした特別な、印象に残る思い出

が、豊かな水産資源を誇る駿河湾や世界三大美港のひとつである清水港について、自分たち

の地元の海なんだと。これは旧静岡市の葵区や駿河区の子供たちに対しても、我々静岡の海

なんだと。そんな風に思ってもらえればうれしいなと私は思います。けれどもこれがこれか

ら清水区を海洋文化都市、国際海洋文化都市という都市ビジョンに向けてまちづくりをし

ていく基礎になっていくのではないかな。というふうなことを期待しています。 

今回のこのキャンペーンで、一人でも多くの子どもたちに乗船をしていき駿河湾フェリー

の魅力を知っていただきたいと考えております。保護者の皆さんご家族の皆さんには、ぜひ

子どもたちを駿河湾フェリーに乗せていただくチャンスを提供していただければ、うれし

いなというふうに思います。 

一方、この前私から答弁をしましたように、ソフト対策として船上の小一時間を、より魅力

的にするように色々今アイディアを出し合っております。今のところ静岡の得意技ですの

でね、大道芸人による船上のパフォーマンスを行ったり、あるいはしずまえ鮮魚であるとか、

オクシズであるとか、静岡の食のイベントなどを官民連携で展開をしていきたいというふ

うに思っています。いずれにしてもこの新しい法人、私たち行政としても責任を持って支え

ていきたいと思いますので、どうぞ報道の方よろしくお願い致します。 

今日は、4つを話題がありました。長くなってしまって恐縮ですけども以上であります。 

よろしくお願いします。 

 

【司会】 

それではただいまの発表項目につきまして、ご質問がある方お願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

読売新聞さんどうぞ。 

 

【読売新聞】 

読売新聞の深井です。「ながら見守り」の関係でお伺いします。 こちら資料に市民に向けて

8月下旬に研修会開催予定とありますが、実際市民の 300人の方がこの腕章をつけて街に出

られるのは、どのぐらいのタイミングなるのかというのが 1点とですね。 

幅広く募集するとは思うんですけれども、性別や年代、活動時間等どういった方々に活躍し

てもらいたいか、というその期待を 2点お伺いします。 



 

【市長】 

なるほど。とてもいい質問をいただきました。2つ質問に対し実務的には担当課から答えて

いただきますけども、私はできるだけ早いタイミングで、できるだけ多くの男性女性、ある

いは若い方から年配の方まで、市民に登録していただきたいなというふうな思いは持って

おりますけれども。所管の方から少し実務的に補足をしていただきたいと思います。 

 

【市民局長】 

市民局長深澤と申します。ご質問いただきました「ながら見守り」につきましては、地域の防犯力の

強化ということで、これまで昨年来から警察さんとも協議をして準備を進めているところだったんで

すけれども、今回ですね、このような事件が起きまして、急遽前倒しをして実施をするということで、

今準備を進めているところですが、市民の皆様にはですね、現時点では 2 学期の始まりからお願

いをしたいという風に考えております。で、それまでの間の緊急対応ということで、市の職員が前倒

しで、できれば来週早い時期から実施をしたいということで、今現在準備を進めております。それか

らですね、どのような対象ということですけれども、あの市長の方からもお話がありましたとおりです

ね、幅広い見守りの目、時間帯も、もちろん通勤通学あるいは下校の時間、それももちろん重要で

すけれども、まあいろんな時間にですね、まあ買い物ですとか犬の散歩、まあ、ながらということで、

様々な生活の中でですね、地域で防犯の見守りの目を持っていく、そのような主旨だもんですから

まああの様々な時間帯、様々な方にですね地域でそのような活動をしていきたいという趣旨でござ

います。 

それから一点付け加えさせていただきますと、青色防犯パトロールの件ですね、先ほど全車両とい

うことで、これから準備を進めていきますけれども、青パトの登録にはまあ少し時間を要します。まあ

これも、青パト全車登録できるのは、多分あの動かせるようになるのは 2学期以降になると思います

ので、それまでの間の緊急対応としまして、まずはですね、やはりこれも来週早々に準備が整い次

第、とりあえず通学時間の 7時台から 8時半以降ですね、その時間帯、朝の早朝の時間帯にです

ね、これは所管局この市民局それから教育委員会、子ども未来局を中心にしますけれども、全庁の

職員の協力を得てですね、３区それぞれ各区 3台ずつですね、7時からの時間帯、青パトを走らせ

るように今準備を進めております。以上でございます。 

 

【市長】 

はい、どうもありがとうございます。先ほど着用の仕方の写真をご覧になって頂きましたけどね、これ 

とても議論があってね、腕に巻きつけるだけじゃなくてもいいですよ、こんな使い方もできますよとい

うことなんです。とりわけ、先ほどの質問に答えると女性の方につけていただきたいと。そうするとね、

ダサいって思われたら着けてもらえないわけですよね。それをどうしたらいいだろうと言ってデザイ

ン的にも今話題の今川さんのゆるキャラをポンとこうつけてみたり、あるいはまあ青色パトロールな

んで、これもあれと同じ色にしようかということも検討課題になったということですけども、やっぱりこう、



夏、これからね、着てもらうファッションとの色合い・カラーリングで、その邪魔しないあまり強い色で

はないということでちょっとライトグリーンというか、これにして、あのファッション的にもまあダサくはな

い、着けていただけそうな、そんなカラーリングとこのイラストというか、ゆるキャラを作ったということ

も、ぜひ職員の頑張りを、ぜひみてもらった上で、あの女性のみなさんにもつけてもらうような報道

をお願いはできればありがたいなあというふうに思います。幹事社さん、よろしくお願い致します。 

【司会】 

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】 

静岡朝日テレビです。同じ川崎の事件の対応でお伺いします。今回のこの事件では通学路の安

全のほかにもですね、このいわゆる中高年の引きこもりの問題、これも大きくクローズアップされてま

すけれども、これに関する対応、取り組みというのは何か考えがありますでしょうか。 

 

【市長】 

まあおっしゃる通りですね。あの、熊沢元農林水産省事務次官の事件も、川崎の事件とのね、関連

ということが取沙汰をされております。いわゆる 8050 問題ということが、今回の事件の背景にあると

いうふうに思っています。静岡市では引きこもりにある方やそのご家族を支援するため、平成 27 年

度から静岡市引きこもり地域支援センターＤａｎＤａｎしずおかを開設しました。ここでは臨床心理士、

社会福祉士などの専門スタッフによる面接相談をはじめ、引きこもりの当事者の方々に安心して過

ごせ、自由に活動できる居場所を設けるとともに、ご家族の理解と交流を深める家族教室も開催を

しております。一方、家庭訪問や行政機関・就労支援機関・医療機関などへの同行もするなどのサ

ービス支援も行なっております。まあ改めて、ここのところがクローズアップをされたということですの

でこの対応ということも、今後強化をしていきたいというふうに思っています。以上です。 

 

【静岡朝日テレビ】 

もう一点だけ伺わせてください。今回の対応で緊急関係課長会議を実施されたということですけれ

ども、これは今後も継続して開かれるものなんでしょうか。 

 

【市長】 

まずは 5月 28日に事件起こってすぐにやれっていうことでの 3日後の会議になりました。で、かな

り関係各課、当事者意識を持って積極的にこのような対策を考えてきましたので、これでこのことに

ついての対応は一旦終了ということになろうかと思いますが、まあそうはいえね、継続的にこのこと

については市民局を中心に取り組んでいかなきゃいけない。安心安全な子どもの生活環境の提供

という行政の大事な施策だろうというふうに思っています。 

 

【司会】 



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す。それでは幹事社質問に移りま

すので幹事社さん、お願いいたします。 

 

【静岡第一テレビ】 

幹事社の静岡第一テレビです。よろしくお願いします。幹事社質問は 1 点です。夏の参院選につ

いてお尋ねします。参院選まで残り約 1か月となりました。立憲民主党からは静岡にゆかりのある徳

川家広氏が出馬することも明らかになり各候補準備が進められています。今回参院選をどのように

見られているのか、また期待することを聞かせください。よろしくお願いします。 

 

【市長】 

本当に、まず私とすると、投票率を向上すると。向上させるということを啓発していきたいというふう

に思っております。市長の立場ですので、どの候補者といったことは控えますけれども、やはり大事

な選挙だろうというふうに思っています。今のまちの安心安全をどうするかという、それぞれの市民

の皆さんの関心のポイントからぜひ各候補者の政策を比べて、そして自分の基準から投票にいっ

ていただきたい。とりわけ若い方々、私の選挙もそうでしたけれども、私も若い方々への訴えをした

つもりでありますけども、やはり有権者の方々が、やはり当事者意識を持ってもらうということが一番

だろうというふうに思っています。ぜひ静岡市は、非常に投票率が高かったというふうに数字が出る

ような選挙に、する啓発をしていきたいというふうに思っています。以上です。 

 

【司会】 

よろしいですか、はい、ありがとうございました。 

それでは、各社さんのほうから、ご質問を受けたいと思いますが、どうでしょうか。 

はい、読売新聞さん、どうぞ。 

 

【読売新聞】 

静岡空港が 10 周年を迎えまして、この 10 年間で搭乗率も、搭乗数も上がってきていると思うんで

すけれども、静岡市への影響と、４月に民営化しましたが、そこについての何か期待があればお伺

いしたいんですが。 

 

【市長】 

これ、大反対運動があったんですよ。私、県議会議員の当事者でしたので、本当にのるかそるかの

大反対運動がありました。やはり自然環境をき損するのではないかということで、地権者がね、最後

まで強行に反対をしたという難産の末に生まれた富士山静岡空港で、あれから 10年経ったんだな

あということをすごく感慨深く感じています。 

そして、私たちは、この恩恵を受け始めています。いわゆる交流人口の拡大という観点であります。

今まで清水港という海の道、東海道新幹線という鉄道の道、そして、新東名高速や中部横断自動



車道という車の道があったわけですけども、東京から近いということで静岡に空港はいらないと。セ

ントレアや羽田にすぐ行けるじゃないかと特に西部地方や東部地方からそういう意見が多かった中

での、この中部地域の空港だったわけですね。そこに空の道が一つ加わったことにより、交流人口

の拡大がより多様性と言いますか、広範になってきました。 

例えば、福岡市との交流人口の増加であります。これは聖一国師が静岡市出身で、800 年前に博

多で疫病が流行った時に、清水を撒いた、聖水を撒いたということが、今の祇園山笠、７月 14 日の

伝統行事につながっているということを、ひとつの故事にして、その故郷の静岡市をとても大事して

くれているというような、文化的、歴史的な交流が始まりまして、それによって私たちからも、もちろん

福岡市、福岡市民が静岡市という交流につながって、お互いの地域経済の活性化になっています。 

あるいは、これは５チャンネル(注：静岡朝日テレビ)ですけども、静岡マラソンですね。これも静岡空

港があったおかげで、国際化が格段に進んできました。フルマラソン化するということ、それも富士

山の見えるフルマラソンだと、日本で唯一のね。それが一つの売りになって、やはり台北線が就航

されましたので、台湾からの市民ランナーがたくさん静岡マラソンに参加をすることになり、また行

政も台北市政府と静岡市が交流をすることになったし、私、台北市長ほど、総統選にね取り沙汰さ

れているね、柯台北市長とも出会いがありましたし、いろんな意味での交流人口の拡大、これは経

済的な意味ではなくて、行政的な文化的なスポーツを含めた、そんな交流にもつながっています。

そういった意味で、その効果というものを実感する、社会インフラっていうのはこういうもんだろうと思

うんですね。リニアの問題もそうだと思います。成田空港だったてそうだったというふうに思います。

そういうことでね、10年経ってここまで来たんだろうなと。ただ最初 135万人の年間目標を掲げてお

りましたので、ここに向けて民営化されて、まだまだ、これをどう生かしていくかということが、知恵を

出していかなければいけない課題だろうというふうにも認識しています。以上です。 

 

【司会】 

はい、静岡朝日テレビさん。 

 

【静岡朝日テレビ】 

すいません、参院選の関係で聞かせてください。徳川家広さんについてですけれども、市長、これ

までさまざまな場面で接点があったかと思うんですけれども、家広氏については、人柄ですとか、

政治家としての資質に関してはどのように感じてらっしゃいますか。 

 

【市長】 

とても見識の高い方でありますし、博学であります。人格的にもたいへん素晴らしい方であります。

国際感覚も、帰国子女でありますのでね、お持ちの方だと。私は、市長として、やはり久能山東照

宮の例大祭の祭主を今年も務めていただきましたので、たいへん敬意を持っています。 

 

【司会】 



よろしいですか。はい、お時間の方がありますので、ここらで人を限らせていただきますが、中日さ

ん、どうぞ。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございます。最後の質問に相応しくないかもしれないですけど、静大と浜松大の再編につ

いて、ご意見を伺ったことがあるのかなと思って、ちょっと質問したんですけど。ちょっとふと協議会

の議事録を読んでたら、「これを機会にさまざまな取り組みを進めてください」との意見をいただい

てるって言うのは、大学側、静大側からの意見が議事録に残っていて、賛成なのかなと思ったんで

すけど、ちょっとこの問題について、確か意見を聞いたことがなかったと思うんで、ちょっと聞かせて

ください。 

 

【市長】 

それ、私も見て驚いたんですけどね、なんとなく自治体との協力ってこれから大学経営ですごく大

事で、ＣＯＣ、その中で、自治体との関係どうなんですか、という外部委員さんからの質問に事務方

が答えたんですけども、浜松市長は賛成をしているし、静岡市長もというようなくだりでね、それ答え

られているんですね。ただ、これについては石井学長に、「これ、なんか趣旨違っていますよ」と。２

月に確かに学長が私のところに訪ねてきて、説明ありました。それ聞きおいて、しかし、静岡大学ら

しいアイデンティティをちゃんと確立してくださいよと。大きなビジョンを確立してくださいよ、というこ

とは申し上げましたけどね。今回のことを了解したとか、賛成をしたとかいうことはいっさい言ってい

ませんよ、ということは直接、学長に言いました。 

ただ、選挙だったんですよ。確かそれ、３月 29 日だったと思います。真最中だったもんですからね。

選挙が終わった後、その議事録を私、所管課から見せてもらって、これ、ちょっと違ったように取ら

れたかもしれないね、ということで訂正をしてあるところです。 

 

【司会】 

よろしいですか。はい、ありがとうございました。本当にお時間がなく、申し訳ございませんが、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、６月 28日、金曜日の午前 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。 


