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令和元年９月 19日 市長定例記者会見 会見録 

 

【司会】 

それでは、ただいまから市長定例記者会見を開催いたしますが、本日もライブで配信をしておりま

す。11時 45分までの予定でおりますので、皆様ご協力をお願いいたします。 

本日の話題は３件になりますので、では、市長よろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

はい、今日は話題が盛りだくさんでありますけど、最初のアイスブレイクはお手元の資料にあります

が、「返り咲け世界で一番のチーム」。なでしこジャパンとカナダ代表との国際親善試合を初めて静

岡市に迎えるという、10 月６日、日曜日のＰＲであります。明日ね、ラグビーワールドカップのファン

ゾーン、駿河城ラグビーパークがオープンするんですよ。これはこれでＰＲしてほしいんですが、大

丈夫でしょう。かなりの話題になる。 

で、ラグビーが終わった頃に我々はなでしこジャパンを迎える。今日、そのＰＲ方々、なでしこ高倉

監督が私のところに、午後何時だっけ？３時半に表敬訪問をしてくれます。ぜひ取材をしていただ

きたい。 

私はね、なでしこを盛り上げていきたいな、それがサッカー王国静岡としての務めだなというふうに

思っています。私自身は日本サッカーを応援する自治体連盟の副会長、会長はさいたま市長です

けども、努めている中でＪＦＡとＪリーグと密接にコミュニケーションを交わしながら、どういうふうに静

岡市が支えていくべきかということを協力しているんですけど、どうしても男子中心なんですよね。 

特に興行性とか事業性とか、いわゆる観客動員力ということからすると。だけど、女子サッカーという

ものをどう支えていくかということが、ＳＤＧｓで私たちが目標にしている５番目のジェンダー・イコーリ

ティにもつながるということなので、サッカー王国静岡でのＩＡＩの、この代表戦、なんとか事業的にも

成功させる協力をしてあげたいなというふうに思っております。 

ぜひ、皆さま方のご協力、今日の高倉監督の表敬も取材をしていただき、インタビューをしていた

だき、記事していただければ大変うれしいなということを、冒頭、お願いをしておきます。 

それでは今日の話題、３件であります。 

今日は、３件とも大きな話題なんですけれども、一つ目はこれ画期的です。「区役所におくやみ窓

口を開設をします」。 

で、皆さんはお若いから切実にまだ感じた経験が無いかも知れませんけども、我々世代になると、

そうだよねというふうに、すごく感じるんですけども、身内に不幸があると、とにかく役所に行って死

亡届はもちろんなんですけども、例えば、銀行関係の書類を整えるために、税金のことを、相続の

ことを整理していかなきゃいけないとかね。その方が福祉サービスを受けていたということならば、そ

ちらの方の善後策というものもしていかなければいけない。その個人の関わってきた行政関係のこ

と全て整理して、ちゃんとやっておかないとその後、困る事になるんですね。 

知らない通知が来てみたり、余計のお金を払わなきゃいけなかったりという不便を感じることが多い
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んです。 

しかしながら、行政に詳しい方だったら要領よくいけるんですけども、窓口が多岐にわたっているん

ですね。いわゆる死亡届の市民局だけの仕事ではないんです。財政局も関わる、保健福祉長寿局

も関わる。そういった時にワンストップで、身内の誰かが亡くなったとき、全く知識が無いままでも役

所に届出をしなきゃいけないといったときに、その方のために専用の窓口があればどんなに心強い

かと。なんで今までこれに気がつかなかっただろうというふうに、私も２年前に父を送ってすごく感じ

ました。役所は手続きが煩雑なのが当たり前という、いわゆる役所仕事がスタンダードになっていた

のかもしれません。 

全国的には、そこのところに気がついた自治体として有名なのは大分県の別府市なんですね。私

も２年前、気がついていたんですが、これめんどくさいなと、いろいろ。だけど、私が、市長が、やれ

と言うということは、はばかっていたんですね。 

で、今回、静岡市は県内で初めて職員による付き添いサービスまでつけて、この窓口を設定をする

んです。それも 10月１日という切れ目の良いところからやるわけなんですけれども、これをやる最後

の決断だったのは、職員の方からやりませんかと。市長、おもてなしをするんだったら一番悲しみに

くれている、そういう市民をそっとサービスすることですよねという提案をもらって、私の２年前の経

験と相まって、よし、やろうと。いわば啐啄動機ですよね。自主的に職員がこのような窓口の開設を

立案をしてくれました。 

その端緒になったのは、これは以前にも皆さんに発表した「おもてなしコンシェルジュ」。去年の実

証実験から今年、本格実施にして、一期生、二期生が、今、頑張って声かけ運動しているんですけ

ど、やはりこういうニーズがあるということに気がついたわけであります。 

コンシェルジュの職員が、家族が亡くなったんだけれども、どういった手続きが必要なのか、どこに

行けば分からないといった声を多くいただいたと。そこで、葵区役所・駿河区役所・清水区役所の

職員が、このような声にどう応えていくのか検討を進め、ご家族が亡くなった際の専用窓口、おくや

み窓口を、10月 1日から各区役所に開設することといたしました。 

市民の声を受けて現場の若手職員が、当事者意識とスピード感を持って動いてくれたことを、私は

うれしく思いますし、コンシェルジュに代表されるおもてなし市役所の心が、市役所の職員にも広が

ってきていることをたいへん心強く思います。 

さて、この取り組みの特色は、さっき少し言いましたけれども、三つあります。 

一つ目は窓口の明確化。どこに相談に行けばいいのか、まず、最初に行くところがわからないとい

う市民の皆さんの声に応えて、各区役所の保険年金課におくやみ窓口を設置します。とりわけ、も

っともおくやみ関係の相談に来る市民が多い、この葵区役所、ここ、葵区役所は専用窓口、パーテ

ーションで区切った専用の窓口を設置をします。そして、課長を含む主査以上の職員 66 名が、当

番制でおくやみ専用窓口専属の職員として対応する体制を整えました。 

どうしてもね、ここ追手町、葵区にあるんで、駿河区も清水区にお住まいの方も、わりあい、この区

役所に行きがちなんですね。圧倒的に、ここ多いんですね。だから、ここは保険年金課とは別に専

用窓口を作ります。 
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二つ目は、これ言わずもがなですけども、負担の大幅な軽減です。異なった書類に住所や氏名な

ど同じことを何度も書かされるのが大変だという市民の皆さんの声に応えて、住所や氏名があらか

じめ印字された区役所での手続きに必要な書類一式をお渡しをするということで、書類の記載に関

わる負担を軽くしていきます。 

最後の三つ目、これが画期的だと私は胸を張るんですけども、付き添い対応をしていきます。 

先ほど説明したとおり、制度上、ご家族が亡くなった際の手続きは、どうしても一つの窓口で終わる

ことができません。そこで窓口を訪れたお客様が、その次の窓口へ迷うことなく手続きを進めていく

ために、全ての手続きが完結するまで、次の窓口、その次の窓口に一人の職員が付き添います。 

職員が付き添うことによって、行政知識があまりない市民の方、お客様の不安感を取り除き、何度も

同じ説明をする手間を省くことができ、時間の短縮にもつながります。窓口へ行って、同じことを説

明する必要がなくなるということですね。 

このような形で、私たちがおもてなしコンシェルジュということで、ホテル並みのサービスをしていき

たいということの一つの試みとして、おくやみ支援窓口を、今回、作るということであります。この付き

添いサービスを始めるというのは県内で初めてであります。藤枝市が予約制で承っているということ

は聞いておりますけれども、ここまで徹底してやるというのは静岡県内では初めての取り組みであり

ます。 

ただ、まずはやってみると。そして、やってみながら走りながら考えて改善していきたいと思います。

いろんなニーズがあろうかと思いますので、経験を重ねていきます。今後さらにどういったことがで

きるのだろうということを、これ、ばらばらにやるのではなくて、葵・駿河・清水、三つの区役所が区役

所連携をして、手続き的な負担の軽減ではなく、大切な方を亡くし、悲嘆にくれている方々の心理

的な負担を少しでも軽くできるよう、市民の皆さん一人ひとりに寄り添ったおもてなしサービスが、静

岡市役所、できるように取り組んでまいります。二つ目は以上であります。 

三つ目、これは明るい話題であります。エネルギーあふれる元気な話題であります。主役は駿河区

長ですので、ここで譲りたいと思いますけれども・・・ 

 

【司会】 

二つ目は夜景サミットの方です。よろしいですか。 

 

【市長】 

ああ、飛ばしちゃった。観光交流文化局申し訳ありません。二つ目は夜景サミットだっけ。そうだそう

だ、失礼しました。 

初めて静岡市で夜景サミット 2019 を開催します。in 静岡ですね。これＭＩＣＥの推進ということを積

極的にやっている成果の１つですが、全国大会として今まで 10回ぐらい回を重ねているのかな。 

前回、昨年は札幌市でやって私プロモーションに行ってきたんですけども、今年、静岡市で初めて

この全国大会を開催誘致をいたしました。 

というのは、日本平夢テラスが好調なのは皆さんご存知でしょうけど、そのアンケート調査でいらっ
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しゃった方々から聞くと夜も見たい、日本平は夜景も綺麗なんだってねと。夜も夢テラス開放してく

れと言う声が多いということが、市民・観光客の声からわかりました。で、我々、観光行政に力を入れ

る立場でも、どうナイトエコノミー、つまり夜の滞在の期間を長くするかというのは課題だったんです

ね。これはまあ、日本全体ナイトエコノミーをどう画すかで、滞在時間を長くすればそれは宿泊につ

ながるということが経済効果を高める。よし、それでは夜景というコンテンツをもっともっと磨いていこ

うと。その起爆剤として全国大会の誘致をしようということで今回サミットを開くことになりました。 

さて、今、このプロジェクターに写っているのは、日本夜景遺産にすでに認定されている日本平か

ら望む静岡市内の夜景であります。ここを会場にして、今回サミットをするわけでありますが、今年

で 11回目の開催となります。先ほども申し上げました。もう一度読み上げますと、夜景をはじめとす

る夜の観光を充実させると昼のみならず夜まで静岡市を楽しもうということで滞在時間が延び、さら

には宿泊客も増えることが期待でき、消費の拡大、つまりは地域活性化に繋がっていく、私はそん

な夜の観光の可能性を静岡市内の観光業者や市民の皆さんに知っていただき、官民連携で静岡

の夜の観光の充実に取り組むきっかけを、このサミットに求めたいと思いました。 

そこで、記者の皆さんにも、ぜひこのサミット、10月 18日ですが、３つのイベントを準備しております

ので、取材をお願いをしたいと思います。 

まず一つ目は、夜景サミットそのものであります。これは 10月 18日金曜日ですけれども、午後１時

半から、これは配付資料あるのかな。そこ、しずぎんホール「ユーフォニア」ここで開催をいたします。 

当日は参加をする都市の皆さんから、夜景観光の先進的な取り組みや成功事例がそれぞれ発表

されるほか、会議終了後には市内の夜景の視察や参加者同士の意見交換の場が設けられるなど、

メインイベントと言いますか、実務的なサミット本体がこれであります。ぜひ、多くの静岡内のホテル

業や飲食業者の皆さんに参加をいただき、今後の夜景観光の可能性をどうやって経済効果にして

いくのかということを学んでいただきたいと思います。 

次に二つ目は、官民連携イベント「ヒカリノイタダキ」、これカタカナで書きます。これ配付資料入っ

てるんだっけ。記者配付資料の①②③という形で整理をしてくれておりますので、②のやつですね。

この資料、４つの写真が載っておりますけれども、このような内容で整理されております。16 時から

夜市、17 時から展望回廊のライトアップということでありますが、夜景サミットの開催を記念し、市民

の皆さんに食事や音楽などを楽しみながら、夜景の魅力に触れていただける機会を提供するという

内容であります。日本平夜市は、組合の皆さんを中心に少しずつ月に一度、知名度も上がり集客

数も増えているんですね。ただ、このサミット、新たなきっかけにして、もっともっと日本平に登って

夜市を楽しもうという知名度を上げていきたいなと思っています。皆さんは台湾、観光されたことが

ありますか。台北なんかは毎日毎日夜市がたって、それが観光資源になっていますよね。本当に

楽しいというか、いろんな店が台湾のエネルギーの中で満喫できるわけでありますけれども、夜景と

いう観光資源を使いながら、夜市を楽しんでもらおうという流れを、もっともっとここで作っていきた

いないうことが目的であります。 

さらにこの日は、当日しか見ることのできない日本平夢テラスの庭を幻想的に彩るプロジェクション

マッピングや、静岡青年会議所の皆さんが静岡愛をテーマに制作した映画「Ｂｏｎｄ」の特別野外上
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映会など、夜の日本平を存分に楽しめる「ヒカリノイタダキ」となっています。この日は、プレミアムフ

ライデーでもありますので、ぜひ金曜日の夜、多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。 

三つ目はこの配付資料の③市民カメラマンの写真展であります。これは、期間中 10月 8日から 21

日まで約 2 週間、今ピアノが置いてある静岡駅北口地下のしずチカで開催をします。日頃から静

岡市のＰＲに協力していただいている市民カメラマンの皆さんの選りすぐりの、渾身の写真を通じて

静岡市内にはこんなにも素晴らしい夜景があったんだ、ないものねだりではなくて、あるもの探しを

するという大きな方針の下、この素晴らしい夜景の写真をそこで展示をしたいというふうに思ってい

ます。いらっしゃった方は、そこで静岡の夜景の意外な場所を再発見していただけることを願って

おります。 

最後に、静岡市は今回の夜景サミット開催を起爆剤として、新たに日本平に加えて梶原山公園と、

エスパルスドリームプラザ観覧車「ドリームスカイ」も認定を受けましたが、このような夜景スポットにさ

らに光を当てるとともに、周辺の環境やアクセスの向上を図ることによって、本市の夜景を観光資源

へと発展させていきたいと考えております。そして、2030 年、これＳＤＧｓの終期でありますけども、

2030 年までに、今回の主催者、サミットの主催者である夜景観光コンベンションビューローという団

体ですけども、ここが３年に１度ランキングを発表して、日本平は去年 10位だったんですけど、ベス

ト３だけ特別に日本新三大夜景都市ってやるんですね。ちなみに昨年は長崎市、札幌市、そして

工場夜景が綺麗な北九州市がここに食い込んでいるんですね。函館が落ちちゃったんです。長崎

市、札幌市、北九州市、これが日本新三大夜景都市といってプロモーションをしてくれることになっ

ています。今、日本平はランキングの 10位ですが、このベスト３に食い込んでいくということをＫＰＩ、

目標にして取り組んでまいります。これによって、本市を訪れた観光客が夜景を楽しむために滞在

時間を延ばし、市内での食事や宿泊など消費額の拡大を図り、地域経済の活性化に繋げられるよ

う、民間事業所とも連携協力しながら取り組んでまいります。 

イタリアのことわざにね、「ナポリを見て死ね」という言葉があるのをご存知ですか。ナポリから見える

風景、これは夜景も含めてワールドクラスだというナポリ人のプライドなんですよね。ナポリを１回見

なきゃもったいないよと。さしずめ「日本平を見てから死ね」と静岡市長は言いたい。2030 年までに

そんな夜景を、さらにどうやって磨いて、静岡に来るんだったら日本平の夜景見なきゃ来た甲斐な

いよねと。三保松原もあるし、駿府城もあるし、水族館もあるかもしれないけれども、夜景見なきゃい

けない。そうすれば１泊もすると。そんな方向性の中で今回の夜景サミットを起爆剤にしていきたい

と考えております。ぜひ、10月 18日、取材をよろしくお願いいたします。 

さて、それで三つ目であります。これは元気な話題であります。ご存知の様に、静岡市駿河区には

６つの大学が立地をしております。静岡大学、静岡県立大学、常葉大学、英和学院大学、常葉の

短期大学、そして英和の短期大学と、その６つの立地によって多くの大学生が学び、暮らしていま

す。そこに注目をして駿河区では、大学を卒業したあとでも静岡市に住み続けたい、働きたい、地

域の一員であり続けたいと思ってくれるような、静岡市に愛着を持つ、アイデンティティを持ってもら

う、そんな街をつくるために、フィールドワークの一環として駿河区役所では、目下若い力を活用を

した取り組みを強めております。 
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自分たちが住み続けたいまちにつながる、駿河区の地域資源とは何か。大学生から発信をしても

らう、提案をしてもらうという試みであります。 

そして昨年、区長を中心にそんなセッションをしたところ、いろいろな提案や意見を本当に若者らし

い発想をもらいました。その提案の 1 つが、登呂遺跡を会場にした「するがフェス」をやったらどうだ

と、若者主体でね。そういうことでありました。大学生が主体となって事業を、企画運営をするという

取り組みは、駿河区役所にとっては初めての試みであり、若い方々が行政に関心を持ってくれるき

っかけにもなるし、また地域のそれぞれ自治会とか、消防団とか様々な活動に関心を持ってくれる

きっかけにもなります。そこに授業で忙しい中コミットメントしてくれた学生、今日はその代表が４名、

この記者会見に駆けつけてくれたということなので、今から区長に紹介方々、舞台をお渡ししたいと

思いますので、職員の皆さんは拍手をもって迎えて欲しいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【駿河区長】 

はじめまして。駿河区長です。本日はよろしくお願いいたします。 

駿河区では区民の皆様の意見を区政に取り入るために、「区長とまちみがきセッション」、これを平

成 27年から行っておりまして、昨年度は学生 30人にこのセッションに来ていただきまして行いまし

た。このセッションのテーマは、「地域資源の活用」。こちらを学生たちが議論を重ねてくれまして、

若者目線で、お手元の資料を見ていただきたいんですけども、ここに載っている若者目線で、若者

が地域資源に魅力を感じてもらうためにはどうしたらいいか、この６つのアイデアを、学生さんたち

が出してくれました。 

その学生さんたちのアイデアを一つにまとめたイベント、それが本日紹介いたします、この「スルガ

フェス in 登呂」、こちらの方をイベントといたしまして、やる形になるんですけども、このスルガフェ

スを成功させようと「区長とまちみがき」セッション、こちら 30 人の学生が参加してくれたんですけど

も、その中から９名の方が、このするがフェスを成功させようという気持ちを持って、手を挙げてくれ

て、企画から運営まで行ってくれます。企画から運営を学生たちがやってくれるというのは、駿河区

でも初めてのことになりますので、駿河区の若手職員とともに、盛り上げていきたいなというふうに思

っています。 

本日はですねその９名のですね、学生のうちの４名が、こちらの方に来てくれておりますので、この

４名の方に、そのスルガフェスにかける思いと、特色、こちらの方を話していただきたいと思います

ます。まずは一人ずつ簡単に自己紹介を。 

 

～学生４人の自己紹介～ 

 

【学生代表】 

10 月 20日の日曜日、午前 10時から午後４時の間に、登呂遺跡、登呂エリアで、「スルガフェス in

登呂」を開催いたします。このイベントは、昨年度行われた区長とまちみがきセッションの中で、駿

河区に住む若者が、同じく駿河区に住む若者たちに、その駿河区の魅力をどうしたら伝えられるか、
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というのを考え企画されました。 

この昨年度行われた区長とまちみがきセッションの中で、この駿河区の魅力を伝えるには、どこでス

ルガフェスを行ったら良いかという話し合いになった時に、登呂遺跡で行うのがよいのではないか、

という意見が挙がったので今回登呂エリアで開催することにいたしました。このイベントを通して駿

河区にあるたくさんの地域資源の魅力を、たくさんの人に知っていただければ良いなと思いました。 

この駿河フェスなんですけど、テーマが３つあって、一つ目は食です。駿河区にある食材や飲食店

を発掘していただこうかなと思っており、例えば丸子紅茶を使ったタピオカドリンクであったり、駿河

区の人気のお店に出店していただこうと考えております。 

テーマ二つ目なんですが、歴史伝統です。「たぬき探偵ジェリー」と駿河区応援隊長であるトロべ

ーがコラボして、謎解きゲームをすることができます。またステージイベントがあるんですけど、そこ

で中学生から大学生の方に参加する方々に参加してもらって、勝ち抜きゲームを行いたい考えて

おります。 

そして三つ目なんですけど、アート音楽です。アート部門の方では、英和学院大学のハンドメイド

サークルに協力してもらって手作りの雑貨の販売を行おうと思います。また、障害者施設「ラ・ポー

ル静岡」によるウッドバーニング体験を行います。そして、音楽部門では、駿河区内にある高校の

吹奏楽部であったり、大学のサークルによるステージイベントを行いたいと考えております。 

私はこのスルガフェスを企画するのに携わっていて駿河区にあるたくさんの魅力を知ることができま

した。この魅力をもっとたくさんの人に知ってもらいたいなと考えています。 

こういった大学生と地域の方々が連携してまちおこし事業を行うというのが初めてなので、実際に

やってみないとわからないことをあると思うんですけど、精一杯できる限りの準備をさせていただい

て、このイベントを成功させたいと考えております。今、皆さんに見ていただいているこちらのポスタ

ーなんですけど、今、隣にいる方に考えて頂きました。このポスターのポイントを説明してもらおうか

なと思います。 

 

【学生】 

それではポスターのデザインについて、簡単に説明させていただきます。私は今回このポスターを

作るにあたりこのロゴに一番力を入れました。このロゴには駿河レッドを使用しており。また、この真

ん中の一番大きいところには、駿河区のシルエットを使っています。あと、この旗のデザインのような

所には、駿河区のエレメントを使用するなど、駿河区でイベントを行うんだよということを一番伝えら

れるようなロゴにしたいなと思い制作しました。また、全体の構成としては、今回登呂エリアで開催

するということで、トロベーのシルエットを入れたり、所々ちゃんと顔を入れたりして遊び心も盛り込

むように意識しました。 

 

【駿河区長】 

はい、みなさんありがとうございました。10 月 20 日の開催に向けまして、実行委員会の方の会合、

今日の夜もございますけども、そちらの情報もまた随時皆さんの方に発信させていただきますので、
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取材の方をぜひお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【市長】 

ぜひ学生、取材してあげてください。よろしくお願いいたします。歴史的な第１回のスルガフェスで、

100年後もこれ続けるからね。学生、責任持てよ。うん。はい以上です。 

 

【司会】 

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

の際は社名とお名前をおっしゃってからお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

よろしいですか。ありがとうございます。では引き続き幹事社質問に移りたいと思いますので、幹事

社さんお願いいたします。 

 

【静岡新聞】 

明日ですね、ラグビーのワールドカップが開催しまして、静岡市では駿府城公園にファンゾーンが

設けられ、イタリア代表チームの合宿も予定されています。世界中のラグビーファンが集結する一

大イベントの開催を前に静岡市として期待することを教えていただけますか。また、市長の優勝予

想も教えて下さい。 

 

【市長】 

はい。最後にちょっと困ったな。 

まず期待することでありますけれども、入管法がこの４月に改正されて、多文化共生ということが一

つの行政課題になっているのは皆さんご承知のとおりです。今の静岡市内には、80 国籍の方々が

お住まいになっているということです。生活習慣が違う、宗教が違う、文化が違うという中でどう相手

の立場を理解し、相手の文化を理解し、どう共生していくかということが、とっても大きな課題であり

ます。静岡市自身、ＭＩＣＥの推進等々で国際化に舵を切っております。その一環として、今回ワー

ルドカップのホストタウンとして、イタリア代表をお招きすることになりました。イタリア代表の選手の

皆さんが十全の活躍ができるように私たちはバックアップしていきたいし、またイタリアの選手の皆さ

んも、この静岡も太陽が降り注ぐラテン系の明るい陽気な土地でありますので、その静岡を楽しん

でいただきたいと思います。市民との交流も私たちプロデュースをしていきたいと思っています。 

10月の１日には森下小学校と静岡聖光学院中等部、ラグビーが強いですので、この学校訪問を予

定しています。 

小学生や中学生がこういう国際交流をすることによって、外国語教育も始まりましたのでね。一つ、

コミュニケーションをもっともっとしていきたいな、英語を勉強してみたいな、イタリア語、勉強してみ

たいな、イタリアに感心を持っていきたいな、そんなきっかけになってくれれば、この教育的な効果

もあるのではないかなというふうに思っています。また、冒頭アイスブレイクの時に言いましたけども、

明日からファンゾーン in 静岡がありますけど、私たちはこれ、ファンゾーンというのは全国的な一つ
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の統一名称なんですよ。ここ駿府城ラグビーパークというふうに名付けました。 

８月はね、水祭、駿府城夏祭りというものが盛大に開かれて、ＤＡ ＰＵＭＰなんて来て盛り上がりま

したけど、あそこを使って日本対ロシア戦、20 日、パブリックビューイング 5,000 人入るそうです。で

すので、あそこを開放してみんなでね、開幕戦、東京スタジアムでやっているわけですけれども、日

本代表対ロシア代表、これを映し出してみんなで日本代表応援をしたいというふうに思っています。 

今、手元に、僕にも一枚ください。駿府城ラグビーパークのパンフレット、お渡ししましたけれども、

見どころが４つあります。ビールもハイネケンバー、用意をしておりますので、仕事もあるでしょうけ

れども、記者の皆さんもぜひね、このラグビーパーク楽しんでいただければうれしいなというふうに

思います。で、優勝、もちろん日本だと、準優勝はイタリアだということを願っております。よろしくお

願いします。 

 

【司会】 

幹事社さん、よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

それでは各社さんからの質問を受けしたいと思いますが、冒頭 45 分までと申しましたが、ちょっと

案件が多かったもんですからね、時間を延長して 50分までを目途とさせていただきます。 

では、お願いします。ＮＨＫさんどうぞ。 

 

【ＮＨＫ】 

すいません。うちの昼のニュースの都合で恐縮ですが、先に住民投票について、５つほど聞かせて

ください。まず、昨日、清水庁舎の移転について、住民の意見を聞くべきだということで、創生静岡

さんが住民投票の条例案を提出されました。これに対する意見、受け止めをお願いします。 

 

【市長】 

大いに私は、今回の９月の定例会で、このことについて市議会の皆さんと議論をしたいと思ってお

ります。これは法令などに位置付けられた制度ですので、それを尊重し、推移を見守っていきたい

と思っています。 

 

【ＮＨＫ】 

昨日、創生静岡さんからの発言としては、田辺市長は施策の説明に理解が得られているという自

信があるならば、それを数字で示したらよいと。つまり住民投票をやることで、賛成が多数であること

を見てもらえばそれでいいじゃないかということもおっしゃられているんですが、そういったことにつ

いてどうでしょうか。 

 

【市長】 

それよりも大事なのは事業のスピード感なんです。これは先日もお話しをしましたとおり、清水のグ

ランドデザインの下で活性化をしていかなければなりません。その一丁目の１番地がこの庁舎の問
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題でありますので、令和５年の１月には新しい庁舎を供用開始するという目標を目指していかなけ

ればいけません。 

一昨年、29 年度にそういう市民の説明会を開いてくれという要望に応じて１年間、期間を置いてタ

ウンミーティングをやりました。そこで説明をしようとしました。だけど、それが理解にはつながらなか

ったということもあります。もう待ったなしですので、このことは市議会の場を通じて私の考え方はお

伝えをして市民の皆さんに説明をしていきたいと思っています。 

 

【ＮＨＫ】 

住民投票をやったとして、過半数の賛成が得られるかどうか自信がおありでないということでしょうか。 

 

【市長】 

そんなことはありません。 

 

【ＮＨＫ】 

わかりました。住民の直接請求でなくて、間接民主主義を代表する議員からこのような直接民主主

義を求める条例案が出ることについて、これは重いことだと受け止めるか、それとも違和感がおあり

か、いかがでしょうか。 

 

【市長】 

もう一度お願いします。 

 

【ＮＨＫ】 

議会という間接民主主義制度に則った代表者である議員側からですね、議員の会派の方から直

接民主主義である住民投票を求める議案が提出されることについて、市長は重いことだと受け止

めるか、違和感があると思われるか、いかがでしょうか。 

 

【市長】 

それは制度として担保されていますので尊重したいと思います。ただし、やはり市議会議員さんは

情報量が多いです。やはり情報量が多い中できちっと同じ土俵の中で中長期的な、あるいは大局

的な観点からどうあるべきだという議論をしていきたいと思っています。また、そこのところを議論を

通じて市民の皆様にも知っていただきたいというふうに思っています。 

 

【ＮＨＫ】 

わかりました。基本計画について、ちょっと振り返って恐縮なんですけれども、私も勉強はしたつもり

なんですけれども、津波浸水想定区域ということで、あそこに避難ビルの意味合いも含めて建物を

建てるというのは、これは一つの考え方だと思いますが、発災後の区災害対策本部としてのヘッド
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クォーター機能が本当に維持されるのか、対策室は中層階に設けられるということですけれども、

おそらく巨大津波が来たら下のピロティ構造の間に漂流物とか、タンクですとか、車が流れてきて孤

立するという恐れも専門家から指摘されています。そういった中で関係機関が参集して災害対策本

部を作るという機能が果たして果たされるのかどうか、いかがでしょうか。 

 

【市長】 

いろんな議論があろうかと思います。この庁舎だって本部、ヘッドクォーターは作っていくわけで、

清水庁舎をどうするかという議論もあります。今はそこのみにフォーカスを当てるのではなくて、報

道機関とすると、ぜひ私がいつも申し上げているように、総合的に大局的に清水の都心のまちづく

りがどうあるべきか、それは防災に強い地域にしていかなければいけないということもありますけれ

ども、報道していただければ大変ありがたいなと思います。 

 

【ＮＨＫ】 

区災害対策本部としてのヘッドクォーター機能は、外部からのアクセスを含めて、どのように維持さ

れるのかをお尋ねしておりますが・・・ 

 

【市長】 

私が申し上げているのは、そういうことではなくて、強い防災拠点というものを、この清水の事務所と

して、清水の庁舎として作るということは、今まで市の広報等々を通じて市民の皆さんに説明をして

いるとおりであります。 

 

【ＮＨＫ】 

ヘッドクォーター機能をどう維持するかについては、考えは明確なものはないということでしょうか。 

 

【市長】 

いやいや、それはヘッドクォーター機能、この本庁舎、ここが本庁舎で、私がいるところであります

ので、それはここで体制を作っていくというのは、これは当然であります。その中で清水庁舎をどう

するかということについては、これからのね、危機管理部との議論の中でやっていくということに尽き

ると思いますけれども、そのあたりのところ、私の発言を補足をしてもらえればたいへんありがたい。

どうでしょうかね。 

 

【清水区長】 

区の本部につきましては、災害時に浸水される恐れがありますので、消防本部の方にですね、清

水の消防署の方に災害対策本部を設置できるように機能は担保してございます。以上です。 

 

【市長】 
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庁舎の問題というのは、防災面も一つの切り口ですけども、それだけではないということを、ぜひ記

者、ご理解をいただいた上で報道していただきたいと思います。 

 

【ＮＨＫ】 

わかりました。先日の市議会委員会で自民党の大村幹事長から、県も防潮堤を作るんだから、津

波と言い過ぎるべきではないというご発言がありました。この県の防潮堤について、日の出エリア一

帯にいつ頃、どういう計画でできていくかというのが、なかなか見えてこないのですが、それについ

て進捗状況がありましたらお聞かせ下さいませ。 

 

【市長】 

おっしゃるとおりですね、私も本当に県と連携をしてね、どう防災に強いね、清水都心を作っていく

か。その中で県の事業として防潮堤の事業に期待をしておりますし、連携して市民の安心を担保し

ていきたいと思っています。庁舎という点ではなくてね、この面としてやっていかなきゃいけない、そ

のためには県の協力連携が不可欠だということを、私自身、呼び掛けたいと思っています。 

 

【ＮＨＫ】 

それはまだ十分に協議が進捗しているとは言い難いということでしょうか。 

 

【市長】 

県は県で頑張ってやってくださっているものと私は理解しています。 

 

【ＮＨＫ】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

はい、静岡第一テレビさん。 

 

【静岡第一テレビ】 

別の話になってしまうんですけど、昨日、駿河区の方で発砲事件がありまして、まだ捕まっていない

ということなんですけど、警察の方もそんなに警戒を、巡回はしているみたいなんですけど、してい

なくて、教育委員会の方でも特に通知とかもしていないみたいなんですけど、何かこれから、こう住

民の方々に対して、市としてすることがあったら教えていただきたいです。 

 

【市長】 

市民の安心・安全を守るということは、私たちの第一の使命でありますので、市民が巻き添えになら
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ないような体制を教育委員会にも指示をしていきたいと思っています。これについて駿河区長、ま

た何か補足があればお願いいたします。 

 

【駿河区長】 

はい。駿河区長です。発砲事件の関係につきましですね、警察の方も今、動いているというふうに

聞いております。それでですね、駿河区といたしましてもですね、見守りの防犯とかですね、そうい

うようなことをですね、子どもたちの安全・安心、こちらの方は引き続き見守っていきたいと思ってい

ます。以上です。 

 

【市長】 

御社にとっても近いところですよね。 

 

【司会】 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。またご不明な点はそれぞれ所管の方への取材をお願いし

たいと思います。 

 


