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令和元年 11月 11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。 

本日の話題は 1件です。市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

はい、おまたせをいたしました。 

さて、今日も天気がたいへん良いけれども、「まちは劇場」という５大構想の中で、この秋はいろいろ

な催しが目白押しであります。まず、お礼を申し上げたいのは、大道芸ワールドカップにつきまして

はそれぞれの報道機関の皆様が精力的に報道をしていただきまして、その結果 170 万を超える

方々に楽しんでもらったということは、たいへん経済効果にも繋がったたし、良かったなあというふう

に思っております。 

大道芸ばかりではなくて、先週末、昨日、一昨日は清水港のマリンパークで建設まつりが行われ、

これもたくさんの親子連れで賑わっておりました。これは建設局と建設業協会の官民連携のたいへ

ん思いのこもった催しで、ドリプラさんからは観覧車の無料券をいただいたりして、今年、４回目に

なるのかな、行ったわけですけれども、「三つ子の魂百まで」で子どもたちに、子どもたちって車、大

好きだし、機械操作するの大好きだし、ものづくり大好きだと、そういう経験をしてもらうことによって、

将来まちづくりに携わりたいな、建設業に携わりたいな、そんな目標を持っていただくきっかけづく

りとして始めた官民連携の大げさに建設業の担い手育成のイベントなんですね。 

それも大道芸と違って少しそういう教育的な効果のあるものでありますけれども、私の想定以上が

たくさんの親子連れ来場者で建設まつりの趣旨も達成することができたなということもＰＲ、報道をし

ていただいた皆さんのおかげだと感謝しております。7,500 人を超える来場者があったということで

あります。 

はい、そんなことを最初にお礼を申し上げ、今週末は、富士コスがいよいよ、これは第７回目になり

ますけど、これも思い出があって官民連携で清水の中心市街地に若い人を寄せてこようよと、何に

注目するかと言ったら、よし、コスプレだと。で、いわゆる市民文化ホールとかね、室内で愛好者に

だけ自分のコスプレ姿を見せるんじゃなくて、不特定多数の方が通る商店街という環境を提供して

いろんな人に見てもらいたいっていうのが、レイヤーさんたちの気持ちなんですね。なので、あえて

不特定多数の方が通る商店街全体を、アウトドアを会場にしたというところが、このコスプレ、富士コ

スの最大の売りであります。そんなことでこの期間は、今週末、土日、本当に清水の銀座商店街、

あの界隈がもう普段とは全く違ったようなたくさんの方々、若者で溢れかえった富士コスになること

を期待するし、知名度もずいぶん富士コスの愛称で上がっていますのでね、期待をしたいと思いま

す。そちらの方もぜひ報道をよろしくお願いしたいなと思います。 

とりわけテレビなんか、レイヤーさんはやっぱり見られるのが大好きですのでね、テレビの報道や企
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画なんかで、ぜひ富士コスに光あててもらって、レイヤーさんをぜひモチベートしていただければう

れしいなというふうに思います。これも「まちは劇場」の中で、これから大事に育てていきたいイベン

トであります。 

さて、そんなこともお願いを申し上げ、今日の話題は令和元年度 11月補正予算の概要ということで

あります。予算でありますので、もうすでに財政局の方から記者レクが入っていると思いますので、

私の言葉でもう一度繰り返しになりますけれども、今日はお伝えさせていただくということであります。 

今回の補正予算の規模は、一般会計が約 32 億 400 万円、企業会計が約 2 千万円、総額では約

32億 2,400万円の増額となりました。 

安心感と満足感、これが私の世界に輝く静岡の実現に向けた２つのキーワードであります。ここへ

来る人や暮らす方が、静岡市に安心感と満足感を持ってもらうということで、補正予算の２つの柱を

「災害復旧対策」と「教育環境の充実」という２本柱を立てました。お手元の資料に、そのあたりのと

ころは説明済みだと思います。 

まず、ひとつめの災害復旧対策です。 

先月 12 日に静岡県に上陸し、日本列島を縦断した台風 19 号の豪雨、暴風、高潮は日本の各地

に甚大な被害をもたらしました。静岡市内においても静岡気象台で 48時間雨量 414 ミリという観測

史上最大の雨と台風の接近と満潮の時刻が重なったことにもより、清水港では過去最高の潮位を

記録することとなりました。 

駿河区や清水区で多くの住宅が浸水被害に遭っただけでなく、葵区の林道や道路、駿河区の用

宗漁港や清水区の三保松原など、静岡市内全域で数多くの被害が発生してしまいました。今回の

台風により被害に遭われた方々が、一刻も早く普段の生活に戻れるように行政として全力を尽くし

ます。今回の補正では、そこで既存の予算で一時的に対応した分も含め、災害復旧費として約 27

億円を計上いたしました。津波のみならず高潮、河川、内水の氾濫など日本全国どこでも様々なリ

スクを抱えていることを、今回の台風 19号により改めて認識しました。 

災害対策は次のフェーズに入りました。すなわちＳＤＧｓをリードする都市として、根本的には地球

温暖化が解決されなければいけないし、その新しいフェーズの中で強靭化、ハード・ソフトの両面

からしっかり市域の強靭化に取り組んでいかなければなりません。 

次にふたつめの柱でありますが、教育環境の充実であります。 

これまでも小中学校のトイレリフレッシュ事業としてトイレの洋式化や、ブースの改修などを着々と前

に進めてまいりました。今回の補正予算では当初予定していた８校分に加えて、国の補助も活用し、

新たに安倍口小学校など 8校のトイレを追加の改修工事を行い、子どもたちの快適なトイレリフレッ

シュ環境を充実するための取り組みをいっそう進めてまいります。 

この他、母子生活支援施設の措置人数等の増に伴う事業費の増額であるとか、あるいは静岡市内

の二次救急医療を担う病院群の輪番制の参加病院が行う設備整備に対する助成の経費なども計

上をしております。 

教育環境の充実というか、子育て環境の充実というふうに言ってもいいと思いますけども、安心感

のある医療教育体制を作っていくということが 2つ目の柱であります。 



3 

 

この結果、予算額の累計は一般会計が約 3,255 億円で、特別会計と企業会計を合わせた総額で

は約 6,323億円となりました。以上が補正予算の概要です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

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

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。 

 

【市長】 

2本柱を建てました。 

 

【司会】 

よろしいですか。はい、じゃあＮＨＫさん。 

 

【ＮＨＫ】 

NHK です。改めて、この災害復旧についてですね、市内の被害、この 1 か月間、見聞きされたこと

を振り返ってどのようなことを、これはマイナスをゼロに戻すための予算だと思いますので、今後、

強靭化に向けてどういったことに取り組まれたいかということと、前回の会見でおっしゃった排水ポ

ンプ機能の向上については、今後、取り組まれていくのかどうか、お聞かせください。 

 

【市長】 

ポンプが端的な例でありますけれども、次のフェーズに災害対策を進めなければいけないというこ

とですね。ですので、深刻な地球温暖化で海面水温が高かったが故に台風が勢力を維持したまま

今回直撃してしまったと。これに対応しなきゃいけないということでありますので、あのポンプも設計

がこれで大丈夫だろうという時間雨量 250 いくつですね、に対して実際 414 ミリ降ってしまったとい

うレベルで、今度、強靭化を進めなければいけないということでありますので、その点で建設局、あ

るいはソフト対策としての総務局危機管理部にね、もうそのくらい深刻にフェーズを上げて、次の局

面の中で市民の命を守っていかなきゃいけないんだよということを、私自身改めて認識させられま

した。 

これが国も同じであります。数年前に鬼怒川という一級河川が堤防決壊をしたということがきっかけ

で、水防災意識社会というのが、国土交通省がつけたスローガンでありますけど、水防災意識社会

を作っていかなきゃいけないということで、安倍川さえ安心ではないよというメッセージを国から受け

取ってやってきたわけですね。安倍川はおかげさまで今回、ぎりぎりのところでなんとかなりました

けれども、全国を見ると千曲川とか、阿武隈川とか、一級河川が全部やられているという想定外のこ

とが起こってきたわけでありますね。それに対応していかなければいけないということを強く感じて

います。以上です。 
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【ＮＨＫ】 

強靭化については、来年度予算の中で取り込まれていくということでしょうか。 

 

【市長】 

はい、そうです。明日、明後日と、私、また国要望で東京、参りますけどもね、そこでも主要な論点

になろうかと思います。美濃部副市長がこれ架け橋になってくれておりますのでね、国と連携して

強靭化に取り組んでいきたいと思いますし、報道でご承知のとおり国、政府の方もね、補正予算の

中でずいぶんパッケージとしての強靭化の対策ということは議論をしてくれているということでありま

すよね。そのあたり連携してやっていきたいと思っています。 

 

【ＮＨＫ】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

他にいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは幹事社質問のほうに移りたいと思い

ますので幹事社さん、よろしくお願いいたします。 

 

【静岡朝日テレビ】 

幹事社質問、２点ありまして、1点目が静岡市で特別養護老人ホームを運営する法人がですね、先

週、施設の継続をするということを決まったと思うんですが、それまでは施設を閉鎖するのか、継続

するのか、なかなか方針が定まらず、利用者も困惑している状況が続いていたと思います。 

一連の流れを見た市長の所感と、今後の市としての対応方針お願いいたします。お聞かせくださ

い。 

２点目なんですが、先ほどもありましたように 11 月の補正予算の中に林道東俣線の復旧予算も盛

り込まれていました。林道東俣線はＪＲ東海が 80 億円負担して道路の舗装や、拡幅工事を行う見

通しなんですけども、こちらの進捗状況はいかがでしょうか。 

 

【市長】 

はい、どうもありがとうございます。大きく２つ質問いただきました。 

まず、ひとつの質問ですけれども、これは経営している法人に対して、かつて入居していた方々や、

その家族に対して、あるいは静岡市の行政に対しても誠実な対応をしてくれたということは言い難

い。とても残念だと思っております。誠実さが感じられないと、私は市長として思います。極めて無

責任であります。 

これも法人に対してはどういうことをしていくのか、その方針について、自ら説明責任を果たしてほ

しいということを求めていきたいというふうに思っています。 

２つ目の質問ですね、林道の件ですね。林道の改良工事の実施ということになりますけれども、静
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岡市とＪＲ東海の間でご存知のとおり、７月 1 日に協定を結んでおります。ですので、それに基づい

て、年内に全て復旧を含めた改良工事について、着手するべくＪＲ東海さんと協議をもっかもっか

進めているところであります。なお、今後の林道改良工事の実施については、災害復旧作業の進

捗状況も考慮しながら調整をしてまいります。以上です。 

 

【静岡朝日テレビ】 

１点目の特別養護老人ホームについてなんですけども、施設の入居者の方が、もう全員他の施設

に移られていたりとか、職員も大半が退職されていたりとか、そういった状況があると思うんですけど

も、市として何か対応する予定というのは、今のところ決まっているんでしょうか。 

 

【市長】 

とにかく当事者責任をまず取っていただきたいと、先ほど申し上げたとおりありますけれども、それ

を見て判断したいと思います。静岡市からね、今後も存続してほしいという要望を受けたとかいうふ

うなこともおっしゃったそうですよね。後でね、言わなかったと撤回をしてくれたようでありますけども

ね。そのあたりの信頼関係というのが、今、構築できていない状況でありますので、今後、しかしね、

これからしっかりしてくださればいいわけで。ちょっと今回のことを教訓にして、ぜひ、説明責任、果

たしてほしいなと、それを願うばかりです。 

 

【静岡朝日テレビ】 

具体的に年内中とか、そういった期限の目安などありますでしょうか。 

 

【市長】 

それは私から特段設けません。誠実な対応をしていただきたい、それだけであります。 

 

【司会】 

はい、ありがとうございました。 

それでは各社さんから、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

中日さん、どうぞ。 

 

【中日新聞】 

中日新聞です。静大と浜松医科大の再編統合問題についておうかがいします。 

現在、反対派の静大の教員の方々が、これから静大と静岡市で設置する静岡大学将来構想協議

会について、静岡市とゼロベースでの議論を求めて署名活動を進めております。このゼロベースの

議論につきましては、市議会９月定例会でも話題に出たかと思うんですが、さらに、田辺市長や市

議会議長あてにも、そこの請願が出ているとうかがっております。 

そこで２点お伺いします。石井学長はこのゼロベースについて、白紙ではなく反対意見に耳を傾け
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ることであり、現計画を上回る案があれば採用すると説明していますが、田辺市長としまして、この

ゼロベースをどういう意味で捉えていらっしゃるかというのを、１点目、お伺いできればと思います。 

２点目として、この協議会の設置時期について、もし目途などがあれば教えてください。 

 

【市長】 

２つ質問をいただきましたので、まずひとつめの質問から、私たちのゼロベースというのは、３月 27

日の合意も含めた上で、もう一度、静岡大学、静岡キャンパスのあり方、そして将来のどんな大学を

目指していきたいのかというビジョンも示してくださった上で、それをベースで議論を組み立ててい

きたい。そのための受け皿としての協議会を要請を受けましたので、石井学長から受けましたので、

これから作っていきたいなというふうに思っています。 

その中で、高等教育は大事ですし、我々リカレント教育の必要性ということも人生 100年時代で、伊

藤元重先生がね、この前、新聞でも主張されておりましたけれども、リカレント教育っていうのが大

事ですのでね、そんな観点からね、静岡大学さんといろいろ連携ができることがあろうかと思います

ので、そんなことを期待をしていきたいなというふうに思っています。 

ふたつめの質問については、なるべく早く設置をしていきたいなというふうに思っております。やっ

ぱり、私、理念としてはね、リカレント教育の受け皿としての静岡大学さんが時代にあった方法だよ

というふうにも思っていますし、もうひとつはやはり海外からね、とりわけアジア諸国から静岡大学に

行きたいんだと憧れられるようなね、大学として新しい静岡キャンパスを打ち出していただきたいな

というふうに思います。 

私もかつてイギリスやアメリカの留学、いつかをしてみたいなと 20 代、模索したことがあるんですね。

ただね、学生、特に日本の大学の中だとね、詳しい情報があるのでね、東京の大学行ったほうがね、

いろいろ有利だとか何だとかとなるけれども、海外についていくと僕はとにかく英語はしゃべれるよ

うになりたいなとか、国際関係は勉強できるようなところがいいなと思ったんだけどね、だけど別にワ

シントンに行きたいとは思わなかったですよ、ロンドンに行きたいと思わなかったんですね。首都じ

ゃなくても、でも、イギリスだったらどこでも、とにかくそういう環境があれば行くよという構えで留学先

を選択したんですね。その結果、ブライトンのサセックス大学と縁があったわけでありまして、何もオ

ックス、ブリッジにね、だけを目指したわけじゃない。サセックス大学でとっても良い経験をさせても

らったし、逆にその田舎のいいグランドの雰囲気で生活できたというのは、すごく私にとってかけが

いのない、今、市政運営をする発想の原点にもあるんですね。そういう意味では留学生も東京に行

かなきゃいけないということではなく、日本の大学に留学できればね、とにかく夢が実現できるんだ、

目標達成できるんだという学生の意識もたくさんあろうかと思います。その時に静岡大学を選んでも

らえるようなね、そんな大学になってほしい、世界から学生が集まるようなそんな静大に。今でもね、

留学生たくさん受け入れているけれども、今回こういうことになって、再編になってね、その力が落

ちないように、その魅力をむしろ増して欲しいなというふうに思っています。そんなことをこの協議会

でもね、私どものほうからも提案していきたいし、今まで「高等教育のあり方検討委員会」で委員の

皆さんから積み上げたたくさんの知見がありますので、それを求められれば、いろいろと提供はして
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いきたいなと思っています。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございます。1点目のゼロベースの定義につきましては、今のお話ですと石井学長が言わ

れているような白紙撤回ではなくても、より良い案を作るためというニュアンスに近いような印象を受

けたんですが、実際そういった理解でよろしいでしょうか。 

 

【市長】 

行政手続き上というか、学内手続き上もやはり今、私たち第三者として見ると、もう少し学内でやっ

ぱり丁寧な議論を積み重ねておくべきでしたよね。シンポジウム、市の職員も行かせてもらいました

し、新聞報道にも接しましたけれども、そこのところをやっぱり丁寧にやっていくということが大事だ

ったのではないかなというふうに思っています。 

やっぱり、行政に対してもね、浜松市さんには早い時期から投げかけていたということですけど、本

当に私どもには今年の２月に、「こうなりましたからよろしく」という説明だったものですからね、そこの

ところ私たちも想いがあるからこそね、ゼロベースで議論していきたいなと思っています。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございました。最後に先ほどの２点目の時期のところで、なるべく早くというところだったん

ですが、もし希望も含めて、年度内であったりですとか、いつまでというのがあれば。 

 

【市長】 

それもやっぱり静岡大学さんが主体性を持ってやること、ただ私たちは静岡市議会も決議をしても

らっていますし、静岡市議会の皆さんの要望も受けた形でなるべく早い時期でということをお願いし

ているというふうに理解していただきたいと思います。 

 

【中日新聞】 

ありがとうございました 

 

【司会】 

はい、産経さん。 

 

【産経新聞】 

産経新聞です。林道東俣線の件でちょっとお伺いしたいのですけれども、まずこの林道東俣線はＪ

Ｒさんとの協定の締結時には今年秋に着手すると。で、早ければ９月にもという話だったのですが、

当初予定よりも遅れているのではないかと思っているんですけれども、このスケジュール感につい

て市長がどのように認識しているか教えてください。それが 1点目です。 
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２点目はですね、リニア新幹線をめぐって県とＪＲ東海での協議が進んでいないことが林道整備の

進捗に影響を与えているんでしょうか。この２点を教えてください。 

 

【市長】 

これについてはちょっと事務方から丁寧に説明をさせてもらいますが、私自身早くやるべきだという

思いを持って、今、協議を見守っているところであります。協定を締結した７月１日の時点では早く

ても９月以降になるんだろうなという認識はありました。ＪＲ東海さんもね、協定締結をした以降、今

年度に林道工事を実施しようとしていた区間については、測量と設計を実施していたというふうに

認識をしています。そこに今回の災害があったということですね。そのあたりのところ、少し私たちの

スタンスについて説明をしてください。 

 

【産経新聞】 

すみません、よろしいですか。事務方の方からの説明はもちろんお願いしたいのですが、すみませ

ん、まず市長に２点とも、まずお答えいただきたいと思います。で、その後、ご説明が願えればと思

うんですが・・・。 

 

【市長】 

わかりました。私は早く９月中に着工をして欲しいと思っていました。ただ、協議は今になっていると

いうことですのでね、災害復旧も含めて、役割分担を決めて、なるべく早く工事を着手していきたい

という気持ちを持っています。 

 

【産経新聞】 

ということは、市長としては当初予定よりも遅れていらっしゃるという認識なのでしょうか。 

 

【市長】 

遅れているというような認識を持っています。 

 

【産経新聞】 

それはどのようなことが影響しているとお考えでしょうか。 

 

【市長】 

それは、協定以降このような想定以上の災害だったということが大きく影響をしていると思います。

自然相手のことですのでね、ここでやっぱりＪＲ東海さんと協定をしてね、攻め合うようなことをするこ

とは私にとって本意ではありません。あくまでも連携して、なるべく早くして欲しいという気持ちは持

っております。 
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【産経新聞】 

県とＪＲ東海との協議が進んでいないことが、林道の整備にも影響しているとお考えでしょうか。 

 

【市長】 

もう一度。 

 

【産経新聞】 

今、県とＪＲ東海とのリニア新幹線の着工めぐる協議が進んでいない状況にあるんですけれども、そ

の県とＪＲ東海の協議が進んでいないことが、林道の整備に影響を与えているとお考えでしょうか。 

 

【市長】 

それはＪＲ東海さんに聞いてみてください。私たちは、市との協定に基づいて先ほど申し上げたよう

な気持ちを持っているということであります。ただ、ひとつだけ、これ余分なことかも知れませんけど

申し上げると先週末ね、ある会合で現場の静岡支社のトップの大山支社長がわざわざ私のところに

来てくれて、この林道の件、遅れてたいへん申し訳ないというような一言がありましたのでね、私に

ついては、いや頑張ろうねというふうに、支社長とエールの交換をしました。 

 

【産経新聞】 

その申し訳ありませんという大山支社長の発言は、これは林道の整備が遅れていることについて、

ということでよろしいんでしょうか。 

 

【市長】 

一連のことについてね、会合の時の雑談でありますよね。そんな新聞記事になるようなことじゃあり

ません。ただ余分なことですけどもね、こうやりとりをさせていただく中で、あくまでもやっぱり批判を

し合うことは絶対いけない。やっぱり、協定を結んでそれに向けてやっていくという相手のあることで

すのでね、とにかく頑張ろうねと。遅れているという批判は甘んじて受けます。受けますので、そこの

ところが、これからもきちっとやっていきたいなというふうに思っています。 

ＪＲ東海さんの立場、先ほどのリニアの件のことについて、やっぱり大変だなということは推察できる

と思いますけれども、私たちでやっぱり協定を結んだ以上ね、協力をしていきたいと思っています。 

 

【産経新聞】 

ちょっと確認だけさせてください。大山支社長の発言は、リニアの整備が遅れていることについてな

のか、それとも県との協議が進んでいないことについてなのか、市長はどちらというふうに捉えてら

っしゃったのか。 

 

【市長】 
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そんなことを私が判断できるような会話ではなかったです。挨拶がわりみたいなものです。 

 

【産経新聞】 

ありがとうございました。もし、事務方の方からご説明があればお願いいたします 

 

【農林水産統括監】 

農林水産統括監です。先ほど市長から説明がありましたように、林道東俣線の工事の着工時期に

ついては７月１日に、（協定を）締結いたしましたけれども、早くとも９月以降になるというふうに事務

方としては認識しておりました。ＪＲ東海は、協定締結以降、今年度、林道工事を実施しようとしてい

た区間につきまして、測量と測量に基づいた改良工事の設計の作業を進めておりました。なお、林

道工事の着工時期につきましては、今回の災害復旧作業やＪＲ東海が進めている林道の改良工事

の測量設計作業の状況など、考慮しながら協議を進めてまいりたいと考えております。 

それから、今回の台風 19 号による災害の状況でございますけれども、東俣林道につきましては、

大きく３か所で路肩が崩れまして、通行を阻害しております。で、今のところですね、始点の沼平か

ら、終点の二軒小屋の手前の千石大橋、そこまではですね、おおむね通行できるように仮設道路

を作ってですね、復旧作業を進めています。その千石大橋の近くを工事できれば通行できるという

状況です。以上でございます。 

 

【市長】 

はい、じゃあ政策官、補足をお願いします。 

 

【政策官】 

すみません、少し補足をさせていただきます。政策官です。ＪＲ東海による林道東俣線の工事に関

してはですね、県は知事も含めて反対の意向は示していないというふうに静岡市としては認識をし

ています。むしろですね、早く進めてほしいと県は思っていらっしゃるということだと思いますので、

この林道の工事に関しては、トンネルの本体工事とは分けて、位置づけてやるものですので、トン

ネル工事のＪＲ東海と県とのですね、調整がこの林道の工事の遅れに影響しているわけではありま

せん。あくまでも事務的にですね、先ほど農林政策統括監から話がありました、事務的に、例えば

測量をしたり、あるいは設計をしたり、そのあたりで結局、事務的に手間がかかって予定よりも遅れ

ているということでございます。以上です。 

 

【司会】 

他にいかがでしょうか。ＮＨＫさんどうぞ 

 

【ＮＨＫ】 

話題変えていいですか。すいません、市長申し訳ありませんが、私が前回伺ったインクルーシブ教
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育について、市長が、想いがあって、かつもどかしい気持ちも持たれていることも含めておっしゃっ

ていただかないとやっぱり伝わらないので、あえておたずねしますが、まず先週、この障害児の市

教委の修学拒否問題についてですね、おたずねしましたところ、市長、教育長と話すとおっしゃっ

ていましたので、お話しになったか、話した結果どうだったかというのをおたずねしておきたいのと、

ひとつだけ、保護者の方の私が聞いてる言葉をお伝えします。 

「誰一人取り残さないとか、いい言葉をよく耳にするんですけれども、誰一人取り残さないという中

に、私たちは入っていないのかなとそう感じます。どんなに重い障害があっても、心を持った子ども

なので、同じように考えていただけたらうれしいなと思います。」 

このようにおっしゃっています。何か市長、お感じになることあればお聞かせください。 

 

【市長】 

切実な現場の声も教えていただきありがとうございました。 

質問のポイントですけれども、前回質問をいただいてから教育委員会と、議論を始めております。ま

だ議論の最中であります。教育委員の皆さんとも、この議論をしなければいけないと思っています

が、それはまだしていません。 

ですので、教育委員も交えて、この理想と現実の中で、そういう思いを持った、家族の皆さんに対し

てきちっと、対応していきたいというのが、私の今の気持ちであります。 

 

【NHK】 

ありがとうございます。 

 

【司会】 

いかがでしょうか。はい。静岡第一テレビさん。 

 

【静岡第一テレビ】 

第一テレビです。清水庁舎の解体費用についてなんですけれども、７億 2,000万という解体費用が

先日・・ 

 

【市長】 

(手元の水のグラスを倒して)動揺しちゃったかな。大丈夫、このまま続けましょう。続けてください、ご

めんなさい。 

 

【第一テレビ】 

はい、質問続けます。は解体費用は 7億 2,000万円というものが、最大で 32億円かかるという試算

が出ましたけれども、この数字について質問なんですけれども、その分、実際に 32 億円かかるとな

れば、その分お金が使われるということになるんですけれども、また反対派の意見とかが強く出てく
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ると予想されますけれども、実際その点、進展なども含めどうお考えでしょうか。 

 

【市長】 

はい。まず解体費用は増えていません。そこのところを押さえてほしいなというふうに思います。こ

れから議論はします。だけれども解体費は増えていません。なので、少し誤解を与えてしまってい

るのかな、ということをきちっと説明をしなければいけないなというふうに思っています。 

で、確かに老朽化が進んでいた、あの庁舎をどうするのか、移転するのか、現地へ建て替えするの

か、改修に止めるのか、というそれぞれ想定をするという基本構想を策定する議論の時に、その整

備手法の検討の一つの数字として、上物、上物ね、上物を解体するとなると、かかるであろう試算を

したのが、7億 2,000万円なわけであります。 

その時に地下に、130本ぐらい杭が埋まっているんですけども、そのことは入っていなかったわけで

あります。そのことはまだ桜ヶ丘病院の移転ということが前提ではなかったわけですね。ですので、

７億 2,000万円という上物解体費用ということを想定していたわけであります。 

で、32 億円というのは、最大 32 億円というのは、そのプラス、上物解体プラス地下の埋設物、具体

的に、この杭ですね。これまで撤去した場合の金額になりますね。 

で、これらの金額の差というのは、工法の違いによるものだし、上物だけの解体で大丈夫だよという

考え方もあると思いますし、いろんなパターンが専門的にもあるようです。実際の解体の工法や実

施範囲はこれから、今度は相手がおりますのでね、JCHO さんとこれから議論を始めていこうという

ことでありますし、建物杭まで想定したら最大そのぐらいの額も必要だということを算出したものであ

ります。詳細については担当部局から、もし補足があれば、きちっとこれは説明をしなければ、市民

に誤解を与えてしまうかなと思う大事な質問だと思いますので、お願いいたします。 

 

【公共資産統括監】 

公共資産統括監です。概要について市長から話があったとおりです。 

32 億円という金額は、算出してございますけれども、現実的に今、この金額を見ていただいて印象

でも多いかと思いますけれども、現実的に全部杭を抜いてですね、そういう工法を取るかどうかとい

うのは、この金額から換算するとなかなか難しいこともございます。 

それから今、市長の話しにもありましたとおりに、実際にあの土地の部分のどこに建物を建てるのか

どうなのかということも、全くまだ決まってない段階ですので、この 32 億というのは、一応このぐらい

のお金がかかるということで、我々としては上の建物を除去する 7億円ということを今、比較の中で、

検討させていただいております。以上です。 

 

【市長】 

はい。ありがとうございます。 

いずれにせよ、私はこの庁舎の問題、ＰＦＩもね、手法としてこれから活かしていくんですけれども、

サステナブルに費用対効果を高めていくということが一丁目一番地ですのでね、いかに最小の費
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用で最大の効果を上げていく公共投資にしていくかということを念頭にしているということを、ぜひ、

ご理解いただきたいなと思います。 

 

【司会】 

よろしいですか。ありございました。他にいかがでしょうか。 

はい。どうぞ。 

 

【ＮＨＫ】 

いいですか。時間が余っているようでしたら、河井克行前法務大臣の辞任について、市長も非常に

気にされていた案件だと思いますので、所感があればお聞かせ願いたいのと、これによって市長

が個人的に何か相談されて一緒にやろうとしていた政策が滞るとか、静岡市政に影響を与えるか

どうか、お考えがあったらお聞かせください。 

 

【市長】 

残念ですね。１カ月余りで辞任をしてしまったというのは残念であります。 

ただし、私たち地元静岡選出の上川陽子衆議院議員が大臣でありました。その時に私ども地元の

自治体として、本省と連携して再犯防止法という法律に基づいて、矯正施設を持っている自治体の

ネットワークを作ろうという共同作業をしました。 

それは、これからも大臣が次の方に代わって、森大臣になっても、なんら変わらず連携をして再犯

防止のために、自治体としての責任を果たしてまいりたいというふうに思っております。 

 

【ＮＨＫ】 

特に個人的な繋がりの中で、こういうことを一緒にやっていきたいと思っていたんだけれどもというこ

とはないでしょうか。 

 

【市長】 

そんな議論をする前に今回のことになってしまいました。 

 

【司会】 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。 


