
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長と青少年の対話集会 
 

～スポーツ少年団～ 
 

 

 

平成３０年１月１７日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

（司会） それでは，これから西川市長とスポーツ少年団のみなさんとの対話集会を始めます。 

まず初めに西川市長からご挨拶をお願いいたします。 

（市長） はい，わかりました。みなさんこんにちは。 

（参加者） こんにちは。 

（市長） 今日は小学校の始業式で，三学期がちょうど始まったのかなと思います。久しぶりに学

校に行って，友だちに会えて楽しかったかなと思うけれど，ちょっと疲れているのかもしれない。

久しぶりの学校で疲れているかもしれないけれど，今日はみんなに対話集会ということで集まっ

てもらいまして，どうもありがとうございました。小学校５年生，６年生ということで，それぞ

れスポーツに今力を入れて頑張っているみんなに声を掛けさせてもらいまして，今日はこういう

形で対話・意見交換の場を作らせてもらいました。 

私は今まで市内のいろんな地域，例えば神居だとか東光だとか永山だとか，いろんな地域でそ

の地域のみなさんとこういう形で話し合いの場を持ったりだとか，あとはいろんな団体，例えば

幼稚園の人たちとこういう場を持ったりとか，そんなことをずっと市長になってからやらせても

らっています。あと，市内の中学校も，今は約３０ぐらいあるんだけれども，全部の中学校を回

って，たくさんの中学生の話を聞かせてもらいました。 

それで，特に中学生とやったときに本当に良かったなと，自分もすごく勉強になって，子ども

たちのいろいろな意見を聞きながらまちづくりの中に生かしていきたいなという思いも持たせ

てもらったり，そういう若い子どもたちに是非頑張ってもらいたいなという思いになったりして

すごく印象に残っていたもので，今日は中学生よりもっと若い小学校高学年ですけど，スポーツ

に打ち込んでいるみんなといろいろと話をできたらなぁということで，今日はこういう場を持た

せてもらいました。今日は一時間ほどの時間ですけれども，どうぞよろしくお願いします。あと

は，お父さんお母さん方も今日はどうもありがとうございます。 

 

（司会） それではこれから対話に入ります。進行は西川市長にお願いしたいと思いますので，よ 

ろしくお願いします。 

（市長） はい，わかりました。約一時間ぐらいの時間なんだけれども，最初に山口くんから順番
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に，大体一人最初４分くらいで順番にいけたらなと。それで，９人いるから大体４０分ぐらいに

なるかなと思うんですけれども。 

まず簡単に自己紹介をしてもらって，そのあと質問だとか何かほかにあれば言ってもらって，

意見交換をしながら順番にいくってことで。そしたら山口くんから…二人は双子かい？ 

（山口） はい。 

（市長） あ，そうね。顔そっくりだもんね。そしたら順番にいこうか。 

（山口(琳)） 旭川市立朝日小学校６年１組の山口琳斗です。団体名は旭川中央道場で，将来の夢 

は，柔道でオリンピックに出場することです。 

（市長） ああ，はい。そしたら，何か質問とか。 

（山口(琳)） 市長になろうと思ったきっかけは何ですか？ 

（市長） よかったら全部言ってもいいよ。 

（山口(琳)） 旭川で誇れると思うことは何ですか。あと，市長のつらいと感じる仕事，やってい 

て良かったと思う出来事は何ですか。 

（市長） 山口くんどうもありがとう。結構，体が大きい方だよね。身長体重って，今どれぐらい 

あるの？ 

（山口(琳)） １７０cmぐらいで， 

（市長） １７０ぐらいあるのか。 

（山口(琳)） ６６kg とか，それぐらい。 

（市長） そうか，小学生にしたら大きいね。是非オリンピックを目指して頑張ってね。 

（山口(琳)） はい。 

（市長） 期待してるので。旭川には，みんな結構知ってると思うけど，柔道でもすごく立派な先

輩がたくさんいて，オリンピックの金メダリスト・銀メダリストも何人もいて，立派な指導者も

たくさんいるから，しっかり頑張れば実現できると思うので，期待してるので頑張ってね。 

（山口(琳)） はい。 

（市長） 最初市長になろうと思ったきっかけについての質問があったんだけど，山口くんが将来

オリンピックに出たいなと，もしかしたらその後は柔道の指導者になりたいなとかいろいろある
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かもしれないけど。自分がちょうど小学生ぐらいの頃かな，漠然とした思いだけれども将来政治

の道に進んでみたいなっていう思いがあって，その思いがやっぱりずっと忘れられなくて，それ

で大学を出てからしばらく別の仕事をしていたんだけれども，３０歳のときに旭川に戻ってきて，

政治家になろうということで，いろいろ選挙に出たりしていたんだけど。実は最初は国会議員の

選挙にチャレンジしていたんだけれども，何回かやったんだけど残念ながらなかなか当選をする

ことはできなくて，しばらく浪人をしていた時期があったんだけれども，その中で国会議員とい

うのは国全体の話になってくるので，やっぱり政治を目指すんだったら，例えば市長の仕事だと

もっともっと身近に，旭川のいろんなまちづくりに力を入れることができるなあという思いがど

んどん強くなってきて，それで平成１８年かな，今からもう１２年前になるけれども。大体みん

な平成１８年っていったらまだ生まれてないんだよね？ 

（参加者） はい。 

（市長） １９年生まれとかそれぐらいだよね。みんなが生まれるちょっと前に一番最初に市長選

挙に出て，それで幸い当選させてもらって，それからずっと市長をやって，今３期目をやらせて

もらっています。きっかけはそんな感じです。 

次の質問は，旭川で誇れること，ね。誇れるものはたくさんあるんだけど，一番はやっぱり人

だと思うんだよね。人。今年は，旭川の若い人たちがもっともっと活躍できるような，そんな街

を目指していきたいなというふうに思っているんだけれども，やっぱり人は，旭川で誇れると思

います。それとこう街を見たときに，自然もやっぱり素晴らしくて，スキーの好きな人もいるか

もしれないけども，本当に２０分３０分でスキー場に行けたりだとか。そして山もすごい。大雪

山があるのも誇れることだし，雪もこれだけのすごい粉雪があるっていうのも旭川の誇り。それ

と食べ物。野菜だとか果物だとかお米もそうだけれども，これがやっぱりすごく美味しくて，大

都市ではなかなかないものだなと思います。あともうひとつあったな。 

（山口(琳)） 市長のつらいと感じる仕事や，やっていて良かった出来事。 

（市長） つらいなと思うことは，いろんな市民の人からいろんなお話を受けるんだけれども，そ

の受けたお話をその人の思ったとおりにできないこともやっぱり結構ある。そのできない理由っ

ていうのも，そのときそのときによってあるんだけれども，せっかく思いを伝えてもらったのに，
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それが実現できないときっていうのがやっぱり一番つらい。その裏返しで，そういういろんなこ

とを言っていただいたことが，まちづくりの中でできたときは，すごく嬉しい。そこがやっぱり

一番やっていて感じることだよね。 

 

（市長） そしたら次，同じ山口くん。どっちがお兄ちゃんでどっちが弟なの？ 

（山口） 右がお兄ちゃんで左が弟です。 

（市長） あ，そうなんだ。じゃあ今度お兄ちゃん。 

（山口(瑛)） 旭川中央道場で柔道をしている，旭川市立朝日小学校６年１組の山口瑛太です。 

僕の夢は，オリンピックに出て入賞することです。 

（市長） そっか，頑張ってね。そしたら質問を続けて言ってくれるかい。 

（山口(瑛)） 旭川市独自の条例は何ですか。 

他の市や町に負けない取組は何ですか。 

今後，旭川市を PRしていく取組は，どんなことを考えていますか。 

（市長） はい，どうもありがとう。そういえば，旭川中央道場って，いつもどこで練習してるの？ 

（山口(瑛)） ヨーカ堂の。 

（市長） ああ，あそこの裏の。 

（山口(瑛)） 横の道場。 

（市長） 結構古いね。 

（山口(瑛)） はい。 

（市長） なんかすごく冬は寒いって聞いてたんだけど，どう？寒い？ 

（山口(瑛)） はい。 

（市長） 何年か前に畳を入れ替えて新しくなったんだよね。畳はどう？ 

（山口(瑛)） いい。 

（市長） ちょっと寒いのが問題だよね。 

瑛太，お兄ちゃんの方だよね。頑張ってね。それで質問…旭川の独自の条例ね。実はいろんな

たくさんの条例が旭川にはあるんだけれども，その中でも旭川らしい条例っていうのが，例えば
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一つは，「地酒の普及・促進の条例」っていう条例があるんだよね。地酒ってまあみんな小学生

だからお酒は飲めないけど，旭川に男山酒造だとか高砂酒造だとか，あと，合同酒精・大雪の蔵

だとか，旭川地ビールとか。４つほどね，地元でお酒を造っている会社があるんだよね。その旭

川で造っているお酒をなるべくみんなで飲みましょうという条例がある。そして，その条例をな

ぜ作ったのかというと，お酒を飲むときに，最初ビールで乾杯することが多いんだけれども，最

初の乾杯のときはまず地元の日本酒でやろうかとか，そのことによって日本酒を飲む量っていう

のが結構増えてきて，それがやっぱり地域の地場産業の振興に繋がっていくんじゃないかと。そ

れで，普段なかなかお酒を飲む機会が少ない人も，ビールで乾杯じゃなくて，地元の，例えば男

山の酒で乾杯すると，それをきっかけにお酒のファンになっていくとか，それでお酒を飲む人が

増えてきたらいいなあっていう趣旨で，そういう条例を作りました。旭川だけではないんだけれ

ども，結構これは珍しい。全国的にもいくつかしかない条例。 

それと子ども条例っていう条例を何年か前に作ったんだけれども，これも少ない条例で，みん

なのようないろんな世代の子どもが，この旭川でしっかりと元気に育っていくために地域のひと

たち・会社・市役所，お父さんお母さんはもちろんだけれども，いろんな人たちがみんなでしっ

かり子どもを支えていきましょう，みんなで子どもの成長を応援しましょう，そういう条例です。   

次に，旭川の他のまちに負けない取組。いろいろ力を入れているんだけれども，今力を入れて

いるのは，旭川の空港。飛行機に乗ったことあるかな？旭川空港からも乗ったことがあるかもし

れないけど，実は旭川空港の就航率，就航率っていうのは飛行機が欠航しない割合なんだけど，

就航率が９９．１％。だから，欠航する・飛行機が飛ばないっていうのは０．９％。これはね，

全国でも本当にトップクラス。なぜ就航率がいいのかっていう理由がいくつかあるんだけれども，

雪は結構降るんだけど降っても欠航しない。除雪の体制がすごく良くて，雪が降っても非常に短

時間で素晴らしい除雪ができるっていう，それは街中で日頃から除雪をしているということで，

やっぱりすごく技術が高いというのが一つの理由。あと，旭川は結構雪が降るけど，風が少ない

って思うでしょ？それはね，盆地になっていて周りをずっと山に囲まれているから，風があまり

吹かないんだね。風が吹くとやっぱり飛行機は離陸したり，着陸したりっていうのができなくな

る。特に横風のときはね。そういうのがあまりないということで，すごく就航率がいい。それを
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今どんどん売り出していこうということで，実は旭川にも今国際線が飛び始めてるんだけれども，

国際線のターミナルを今造っていて，今年の１２月に新しい国際線ターミナルが完成する予定に

なっている。それを機にね，もっともっとたくさんの飛行機が旭川に飛んできてもらえるように

頑張っていかなきゃいけないなあと思っていて，それが今特に負けないで頑張っていきたいなっ

ていう取組の一つかな。 

それと，旭川の今後のＰＲの部分ね。さっきの部分とちょっと重複するんだけれども，旭川の

人，いろんな人の見方があるんだけれども，一般的によく言われるのは，旭川の人たちはすごく

真面目で努力をする。こういうことを東京とかから来た人たちにはよく言われていて，それはや

っぱり地域にとってすごくいいことだと思う。そういう努力する人たちが多い街だっていうこと

をもっともっとＰＲしていきたいなと思うし，あとさっき言った自然だとか食べ物だとか雪だと

か，それと実は病院・医療機関・福祉施設，これもすごく充実していて，旭川にいるお医者さん

の数っていうのは非常に多くて，人口の割合でいくと札幌よりも旭川の方がお医者さんの数が多

い。お医者さんの数が多いということはその分病院がたくさんあるということで，安心して暮ら

せる。歳を取ると病気になることが多くなるので，やっぱり近くに病院があるかないかっていう

のはすごく大事なことになってくる。そういったこともＰＲしていけるのかなというふうに思い

ます。 

 

（市長） そしたら次は，髙橋くん。 

（高橋） はい。 

（市長） 剣道ね。そしたらよろしく。 

（高橋） 旭川剣和大雪剣道スポーツ少年団，青雲小学校６年１組，将来の夢は動物園スタッフで

す。 

（市長） はい，そしたら質問もしようか。 

（高橋） 市長になって良かったと思ったことは何ですか。 

（市長） はい。どうもありがとう。将来の夢は，動物園のスタッフ。旭山動物園は好き？ 

（高橋） はい。 
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（市長） ああ，そうかあ。じゃあ獣医になってもいいし，獣医にならなくても市役所の職員にな

ってもらって，飼育係とかで動物園に行くこともできるし，もし気持ちが変わらないで将来動物

園に携わりたいなあと思うのなら，是非旭山動物園に志願していただいて。頑張ってね。 

そして，市長になって良かったことね。そうだな，さっき話したようにいろんな人とお話をし

ていろんなことを聞かせてもらうんだけれども，まずそのことがすごくいいなあと思います。な

ぜそう思うのかというと，やっぱりいろんな人の話を聞くっていうのは，すごく勉強になる。自

分が今まで経験したり体験したしたりしたことがないお話を直接聞かせてもらうというのは，や

っぱり自分にとって本当にすごく勉強になっていて，そういった人の話を聞かせてもらいながら，

その思いになるべく添えるように頑張っていく中で，旭川のまちづくりを進めていくというとこ

ろは市長になってすごく良かったなあというところかなあ。 

市長という仕事は結構人前で話すことが多くて，何百人とかあるいは時には千人以上人がいる

前でお話しするようなことがあるんだけれども，もともとみんなくらいの時から人前で話をする

のは得意じゃなくて，中学校の時，選挙に立候補した時には，自分で何をしゃべってるかわから

ないぐらい緊張してたんだけれども，話をすることに慣れてきたことで，人前でも緊張しないで

話ができるようになったな。それもまた良かったのかなと思うけれども。いろいろといいことも

あれば悪いことも，時には嫌なことももちろんあるかもしれないけど，総じて非常にいいことの

方が多いかなあと思います。 

 

（市長） はい。そしたら次，おお，変わった苗字だね。わけべくんっていうの？はい。 

（別部） えっと，旭川市立青雲小学校６年生の別部蓮です。団体名は旭川剣和大雪剣道スポーツ

少年団で，将来の夢は今はまだありません。 

（市長） 質問を…じゃあ。 

（別部） 市長さんっていろいろと忙しいと思うんですけど，趣味って何ですか。 

（市長） はい，どうもありがとう。練習は，いつも二人はどこでやってるの？ 

（別部） えっと青雲小の体育館です。 

（市長） あ，そっかそっか。将来はまだこれからね。是非そのうちいい方向に動けるようにいろ 
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いろ考えて頑張ってね。 

ええと，そうだな，趣味ね。趣味は年代ごとに変わってきているんだけども，今はやっぱり別

部くんが言ってくれたように，まとまって決まった日だとか，決まった時間っていうのがなかな

か取れない仕事なものだから，時間が空いたときに一人でできる趣味っていうのが，やっぱりや

りやすいかなっていうのがあって，夏なんかは自転車に乗るようにしていて，河川敷にサイクリ

ングロードがあるけれども，時間のあるときに一人で結構そこを走ってる。やっぱり運動するか

ら汗もかくし，足の筋肉も付くからいいのかなあと思って，今は特に夏はサイクリング，あと冬

は娘が休みのときは娘と一緒にスキーに行くんだけれども，私一人のときもふらっとスキー場に

行ってスキーをする。永山に住んでるもんだから，比布までだと大体２０分くらいでスキー場ま

で着くんだよね。だからちょっと朝から行って午前中スキーを滑って帰ってきたりだとか，そん

な形で冬は特にスキーかな。大体一人で自分の時間に合わせてできるような趣味を持って今はや

っている。結構昔からスポーツが好きで，小学校の時は野球をやっていたんだよね。野球をやっ

ていて，スキーもずっと小学校の時からやってたりだとか，高校の時は今はもうレスリング部っ

ていうのはないんだけれども，レスリングをやっていて，本当はそういうのが大好きなので，暇

があれば体を動かしたいなあというふうに今でも思ってやっています。 

 

（市長） じゃあ次は，菅原くん。はい。 

（菅原） 北柔会道場に所属しております，旭川市立緑新小学校６年，菅原悠斗です。 

将来の夢は，医者になりたいと思っています。 

（市長） おお，はい。じゃあ質問も是非続けてもらって。 

（菅原） 市長をやってる上で一番苦労したことと，やりがい，やり応えがあったことを教えてく 

ださい。 

（市長） はい，どうもありがとう。練習はいつもどこでやってるの？ 

（菅原） 末広と総合体育館と当麻でやっております。 

（市長） 何か所か練習場があるんだね。 

（菅原） はい。 



- 9 - 

 

（市長） 北柔会っていったら先生は誰だったっけ？ 

（菅原） えっと，わかこ先生です。 

（市長） あ，上野さんだ。そうだね，そっかそっか。上野雅恵さんとか順恵さんのお母さんだも

んね。そうだそうだ，頑張ってね。そうか，将来お医者さんになりたいのか。じゃあたくさん勉

強してね，お医者さんの国家試験に通って，病気になっている人を治してあげてください。頑張

ってね，期待しているので。 

それで，苦労してることね。うーん，今ちょうど平成３０年度に向けての予算編成作業をして

いて，年度なんで４月から始まって３月までね，今その予算づくりをしているんだけれども，や

りたいことがすごくたくさんあって，そして市民の方からもこういうことをしてほしいっていう

お話をたくさんもらうんだけれども，お金が限られてるものだからやりたいことがなかなか全部

はできない。それで，その中で知恵を絞って，お金を減らしながらも少しでもやりたいかなとか，

本当はやりたいんだけれども我慢して今年はこれはやめておこうかなとか，そういうのがつらい

部分もあって，やっぱり大変かな。そこが今一番苦労しています。 

やり応えがあったことは，そうだな，イベントで「北の恵み・食べマルシェ」っていうイベン

トがあるんだけれども，このイベントがスタートしたのが平成２２年からなのね。２２年からだ

から今年でまだ８回かな。みんな１０歳から１２歳だから，みんながまだ幼稚園とか保育園くら

いの頃から始まったイベントなんだけど。きっと一回か二回ぐらいは行ったことあるかなとは思

うんだけど。イベントを最初に始める時に，旭川で大きな食べ物のイベントっていうのを今まで

やったことがなくて，結構冒険で。旭川村というのが明治２３年にできたんだけれども，それか

らちょうど１２０年の年が平成２２年だったのね。それで，その１２０年の記念のお祭りとして

「食べマルシェ」をやったんだけれども。第１回目の時にたくさんの人に来てもらって，みなさ

んが楽しそうに食べ物を食べている光景を見て，良かったなっていうのがすごく印象に残ってい

て，市長となってからの一つの大きな出来事になっています。第１回目がすごく成功したものだ

から，これは毎年続けていこうということで，平成２３年からもずっと続けて，やりがいのある

仕事のひとつとなっています。 

（菅原） ありがとうございました。 
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（市長） はい。次が，松倉さん。 

（松倉） 北柔会道場で柔道をやっています。旭川市立末広小学校の５年生，松倉歩優です。 

将来の夢はこれからも柔道を続けて大きな大会で優勝することです。 

（市長） はい。じゃあ質問も続けて。 

（松倉） はい。これから旭川をどんなまちにしていきたいですか。 

（市長） はい。松倉さんどうもありがとうね。柔道頑張ってね。 

（松倉） はい。 

（市長） 柔道始めるきっかけっていうのは，どういうきっかけだったの？ 

（松倉） お姉ちゃんが柔道をやり始めて，その時一緒に見学に行ったら面白かったので，それか 

ら始めました。 

（市長） へえ、いくつぐらいから始めたの？ 

（松倉） ２年生です。 

（市長） 小学校２年生から。そうかあ，頑張ってね。柔道は男女別だし，体重によって階級が違

うから，体が小さくても頑張ればオリンピックに行けるかもしれないね。将来ずっと続けられた

らいいね。頑張って練習してね。 

（松倉） はい。 

（市長） はい。旭川をどんな街にしていきたいかね。そうだなぁ。今はね，旭川はやっぱり人口

が少しずつ減ってきていて，一番多いときは人口が３６万人くらいいたんだよね。それで，今は

３４万人ぐらいになってしまったんだけれども，毎年少しずつ減ってきて，大体この２０年くら

いで２万人くらい減ってきている感じで，この先も人口は少しずつ減っていくという予想がされ

ている。これは旭川だけの問題じゃなくて，日本全体で人口が減ってきている中で，なんとか人

口が減る数を少しでも減らしていきたいっていうことをすごく思っていて，そのためにはやっぱ

り子ども，若い人がたくさんいないとだめ。それでそのためには，結婚して子どもを産む，産ん

で育てて，この街で暮らしていくためには，子どもを産みやすい環境だとか，育てやすい街だと

か，またそのためにお金もやっぱりたくさん必要だから，お父さんお母さんがちゃんとしっかり

した仕事について，給料を毎月しっかりともらえることが必要。いろんなことを考えてやってい
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るんだけど，人口がなるべく減っていかないような街にしていきたい。 

あとは，今は北海道では二番目に人口が多い街で，道北では一番多い街なんだけれども，道北

地域のいろいろな街としっかりと連携しながら，そういう街の人たちにも頼られる旭川でありた

いなと思うし，道北をしっかりとリードしていけるような街でありたいなと。それと，みんなも

いずれ高校を出て大学でほかの街に行ったり，その後ほかの街で仕事したりということになるか

もしれないけど，大きくなって旭川を離れても，旭川のことが大好きで，いつかは戻りたいなと

思ってもらえるようなそんな街であってほしいなと思っています。 

（松倉） ありがとうございます。 

 

（市長） はい。そしたら次は野球だね。中村くん。 

（中村） はい。中央野球少年団で野球をしています，旭川市立新町小学校５年生の中村友哉です。 

将来の夢は野球選手，設計士です。 

（市長） 質問も一緒に言ってもらえるかな。 

（中村） えっと，質問は物事を進めるときにすべてが賛成の声ではないと思いますが，そういう 

ときの判断はどうしているのか，ということです。 

（市長） はい。将来の夢は野球選手か設計士ね。プロ野球の選手になれたらいいけどね。頑張っ 

てね。設計士になっても野球を続けていくことはできるからさ。 

質問ね。何かを進めていく上で，こうします，ああしますっていったときに１００人の人がい 

たら１００人みんながそうだねって言ってくれることって結構少なくて，７割の人がいいねって

言って，３割の人が違うなっていうくらいであればまあいいんだけど，やっぱりなかなかそんな

こともなくて。難しい問題だと，半々ぐらいに分かれるようなことも結構あったりするんだよね。

それで，そのときには本当に悩む。もちろん悩むけれども，どこかでやっぱり決めなきゃいけな

いので，その決めるまでにはなるべくいろんな人の話を聞いて，なるべく多くの人の思いってい

うのは一体どっちなんだろうというのを自分の中でいろいろ考えて，十年後，二十年後まで想像

を巡らせて判断するっていうこともある。それで最後は，もう自分でこう決めたんだから，後悔

しないでその決めたことを実現できるように頑張っていく。反対のことを言う人も認めない人も
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もちろんたくさんいるかもしれないけれども，それでも自分を信じて頑張っていくしかないのか

なって思います。 

（中村） ありがとうございます。 

 

（市長） はい。じゃあ次は，小瀬さん。 

（小瀬） はい。中央少年野球団の新町小学校五年生，小瀬煌です。将来の夢はソフトボール選手 

です。質問なんですけど，なぜこのような対話とかのイベントを開こうと思ったのですか。 

（市長） はい。そっか，ソフトボールね。日本はすごく強いよね。オリンピックで金メダルも獲

ったことがあるし。次の東京オリンピックではまたソフトボールの種目も復活するしね。昨年，

一昨年と，スタルヒン球場にソフトボール女子の１部リーグの選手が来て。将来オリンピック目

指して頑張ってね。ピッチャーって，下から投げるんだけど，すごいスピードだよね。野球だと

それこそ１５０キロから１６０キロぐらい出す選手がいるけど，野球よりも距離が短いから，ソ

フトボールだとそこまでスピードは出てないんだけれども，バッターとしてはやっぱり１５０キ

ロから１６０キロぐらいのスピードで飛んでくるっていうふうに言ってたんだよね。アボットと

か上野選手とかね，そのクラスの球だとね。是非頑張ってね。 

それで，こういう対話イベントを開こうと思ったのはね，さっきもちょっと話させてもらった

んだけども，以前に中学校を回った時に，中学生のいろんな話を聞かせてもらって，すごく自分

も勉強になったし，楽しかったなっていうのと，あとは，みんなよりも少し人生の先輩だから，

みんなのいろんな疑問だとか質問だとか，聞いてくれたことに答えて，少しはみんなのこれから

の人生を生きていく上でアドバイスになるようなことも言えるんじゃないかなあと思って今日

この会を開きました。特に今回はスポーツをやっている子どもたちってことで，何か一つのこと

に集中して頑張っている子どもたちがどんなことを考えているのかなとか，そんなこともちょっ

と知りたかったので，今日はこういう機会をつくらせてもらいました。 

 

（市長） はい，では最後。少林寺拳法の鈴木くん。 

（鈴木） はい。少林寺拳法旭川北道場から来ました，鈴木悠仁です。趣味は読書で，将来の夢は
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医者かピアニストか考古学者を目指してます。 

（市長） はい。じゃあ質問も一緒に。 

（鈴木） 市長として仕事をする上で，一番大切にしていることは何ですか。また，旭川を発展さ

せる上で，一番必要だと思うことは何ですか。 

（市長） はい。どうもありがとう。練習はいつもどこでしてるの？ 

（鈴木） 北星地区センターです。 

（市長） 地区センターなんだ。そうなんだね。いつぐらいから少林寺拳法を始めたの。 

（鈴木） 小学一年生です。 

（市長） 一年生から始めたの。そっか，頑張ってね。 

（鈴木） はい。 

（市長） 将来の夢は，お医者さん，ピアニスト，考古学者。ピアニスト…ピアノもやってるの？ 

（鈴木） やってます。 

（市長） ピアノはいつぐらいからやってるの？ 

（鈴木） ３，４歳ぐらいから。 

（市長） ああ，そっか。お医者さんも，ピアニストも考古学者もどれもね，面白そうな仕事だね。

うん。なるほど。その三つの仕事どれかになれたらいいね。 

（鈴木） はい。 

（市長） 考古学者っていうのはなぜそういうのに興味を持ったの？ 

（鈴木） まずは，昔の歴史や神話についてが気になって，それでどんどんそういう物語とか好き

になっていって。 

（市長） ああ，そうか。ピアノとかいろいろなことに関心があるんだね。そうか。頑張ってね。 

（鈴木） はい。 

（市長） はい，そっか。仕事をする上で一番大切にしてることね。いくつか大切にしてることが

あるんだけれども，まず一つは，何かを決めたりしていくときに，市役所という組織なので，公

平に仕事をしなければならない。公正公平ってみんなの小学校でもよく言われると思うけど，や

っぱり公正公平に仕事をしていくってことを常に頭に置いておかなきゃいけないなあというふ
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うに思っている。それと，決めなきゃいけないことがたくさんあるものだから，公正公平という

を頭に置きながらも旭川の街にとって何が一番いいんだろう，将来…今だけじゃなくて，十年と

か，二十年先を考えたときに今何をしなければいけないだろう，ということをいつも考えながら

仕事をやっています。 

それとね，まあこれは自分の個人的な問題なんだけれども，仕事を元気にしていくためには体

が健康でなきゃいけない。病気になってしまったら仕事もできなくなってしまうし，体調が悪い

とね，やっぱり仕事のやる気も起こらなくなってくるから，体が病気にならないようになるべく

たくさん寝る。睡眠不足にならないように。食べ物もね，あまり暴飲暴食しないようにするだと

か，あとさっきサイクリングが好きって話をしたんだけれども，なるべく運動をして，体を鍛え

ていくだとか，そういうことを個人としては大切にしています。みんなはスポーツをする習慣が

ついているから，そのスポーツをする習慣っていうのをできれば大人になってからもずっと続け

ていったらいいなあと思う。まあそんなことで，体が丈夫になって健康になると仕事もやっぱり

気持ちよくできるし，特に気を付けていきたいなぁと思います。 

あと，旭川を発展させる上で一番必要だと思うことは，いろいろ今まで話してきたことと重複

するんだけれども，旭川の良いところをもっともっと伸ばしていこうと。すばらしい食…食べ物

だとか，農業だとか，すばらしい人材だとか。そして，そういう所をどんどん伸ばしていって，

人の数が減らないように。いろんなことをやって旭川の街の魅力を高めながら，旭川をなんとか

発展させていくことができるように頑張らないといけないなあというふうに思っています。 

（鈴木） ありがとうございます。 

 

（市長） はい。これでちょうど一巡したかな。 

（司会） はい。それでは少し時間がありますので，まちづくりに関しての意見や，そのほかスポ

ーツをやっていて良かったことなど，是非発表したいことがあれば手を挙げて発表してください。

進行は引き続き市長にお願いします。 

（市長） はい。そしたら，事前に何か考えてきたことでもいいし，もしかして今までの話の中で

もう聞いたからいいやってことであれば新しいことでも構わないんで，時間があと少しあるから
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手を挙げてもらってみんなそれぞれ発言してもらえるかな。 

 

（市長） そしたら，はい，最初鈴木くん。 

（鈴木） まず，市政への要望で，旭川は北海道の第二の都市であるのに，大学の選択肢がちょっ

と少ないっていうので，魅力ある大学を設立して，旭川で活躍する人材を育てたり，文武両道の

街っていうのをできればしてほしいなと思います。 

（市長） はい。そうだね。どうもありがとう。今旭川に大学がいくつかあるけれども，やっぱり

もっと大学があるとここで高校を卒業した生徒も地元の大学に入る人が出てくるだろうし，他の

街からも旭川の大学を目指して入ってくる人も出てくるだろうし。そういう意味ではすばらしい

魅力的な大学っていうのが一つでも多くあればいいなというふうに思ってます。今も実は旭川の

公立大学っていうのを，旭川市立大学っていうのが旭川にはないんだけれども，旭川市の大学を

つくることができないかということでいろいろと検討してる最中で，もし旭川市で大学をつくろ

うということになれば，また旭川らしいものをしっかりと前に出した大学っていうのができるか

なと思っていて，今いろいろと研究をしているところです。文武両道っていうのがね，本当に大

切なことで，文武両道っていうのは頭も鍛えなきゃいけないのと，体も鍛えなきゃいけない，と

同時に心も鍛えなきゃいけない。まあよく心技体とかよく言うけれども，この三つ，頭と心と体

と三つが全部バランス良く成長することによって，立派な人になれる。他の人に信頼される人に

なれると思うので，やっぱり文武両道っていうのはすごく大切なこと。体も鍛えることによって

体も健康になるからその分やっぱり仕事にも力が入りやすくなるし，それはまた他の人に気配り

ができるだとか，他の人を助けてあげるだとか，そういう余裕にもなってくる。自分のことで精

一杯だとなかなかね，他の人を助けてあげるだとか他の人のことまで考えるのは大変かもしれな

いけど，文武両道を常に心がけて，人の気持ちを考えてスポーツをする。スポーツマンシップっ

ていうのがあるから，相手のことを思いやってっていうのがたぶんスポーツの原点にあるんだけ

れども，それはすごく大事なことだなと，そういう子どもたちが増えていくように頑張っていき

たいなと思ってます。 
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（市長） じゃあ次だな。菅原くんね。 

（菅原） 市政の要望なんですけど。 

（市長） はい。 

（菅原） 柔道に行くときなど移動するときに，道路が綺麗なところは綺麗なんですけど，ガタガ

タになってたりしてハンドルが曲がりすぎたりとか，そういう危ないところを綺麗に除雪すると

か。 

（市長） そうだよね。どうもありがとう。特に冬ね，旭川は雪が降る場所なんで，除雪がやっぱ

りすごく大切だと思っていて，地域の人にここの道路を早く除雪してとか雪持ってってとかいろ

いろお話をいただくんだけれども，なるべくそれに応えられるようにってことで頑張ってはいる

んだけれど，除雪の予算ていうのが，旭川市の道路，市道が一年間で大体２６億円ぐらいなんだ

けども，他のこともいろいろやらなきゃいけない中で，除雪予算も青天井で３０億、４０億と増

やしていけないっていう部分で，そこをこうバランスを取りながら除雪をしているっていうのが

あります。ただ，やっぱり車で走っていたら危ないだとか，そういったところはしっかり解消し

ないといけないので，なるべくそういう道路にならないように早め早めに処置をしていかなけれ

ばいけないなと思っています。その辺は本当に冬場大変だと思うので，しっかり頭に置いて頑張

っていきたいなと思ってますので，また何かあったらよろしくお願いします。 

（菅原） ありがとうございました。 

 

（市長） あと他には。はい。 

（山口） 中央中学校にはとてもいい武道場があるので，是非僕たちが所属する柔道部を作ってほ

しいなって。 

（市長） そうか，そうだよね。中央中学校には柔道部はないか。あるとは聞いてないね。中央中

学校は今旭川で一番新しい中学校なんだけど，武道場ってことですごくいいスペースがあってね。

なんとかあそこのスペースを使えたらなと思っていて。実はね，今学校といろいろやりとりをし

ている最中で，ただ中学生もいるものだから，どこまで使えるかっていうのはまだ整えてはいな

いんだけれども，今みんなが練習してるところは結構古い建物なもんだから，中央中学校のとこ
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ろが柔道で使えるようになったらいいなあというふうには思ってるので，まだちょっとどうなる

かはわからないけれど，そこはまた学校といろいろと協議をしていきたいなあと思ってます。 

（山口） はい。 

 

（市長） どうぞ。 

（小瀬） この間比布に行って，いちごアリーナで練習してきたんですけど，この近くにも屋内練

習場があるといいなと思って。 

（市長） そうか。特に冬でしょ。ね。野球とかサッカーとかやっている選手からは，やっぱり冬

場なかなか室内で思いっきり練習する場所がないっていうので，そういう話は本当によく聞いて

た。なかなか専用の場所っていうのがね，今なくて。旭川の一つの課題かなと思ってるんで，今

後，今すぐはちょっとまだ難しいかもしれないけど，そういった声があるっていうことで，今後

後また新しい施設を整備することがあればそんなことも考えていけたらなと思ってます。まあ高

校とかまで行くとね，室内練習場なんかがあるんだけど。なかなかそういうのがなくて，不便を

かけてるなと思ってるんだけど。わかりました。そういうことがあったんだなということを頭に

置いときます。 

（小瀬） ありがとうございます。 

 

（中村） 夏に試合するところの旭星グラウンドが，川の水があふれて流されてしまって，去年は

当麻の球場とか結構遠いとこまで行ってたので，旭川にも試合ができるところが欲しいです。 

（市長） そうね，はい。旭星のところは河川敷なもんだから，一昨年の台風の時に川が増水して

全部流されてしまってね。それで野球場が全部だめになっちゃって。あそこはこれまでもね，大

きな台風がくるとやっぱり何回かそういうことがあって，どうしようかっていろいろと考えてい

たんだけど，結局また台風がくるとせっかく整備しても泥だらけになってだめになっちゃうなと

思って，あそこに野球場をもう作らないことに決めたんだよね。それで，去年はみんなに当麻ま

で行って練習してもらって，ちょっと遠かったと思うし申し訳なかったんだけど。今ね，東光に

スポーツ公園があるけれども，そこに野球場がもう二面できていて，横にもう一面できる広いス



- 18 - 

 

ペースがあって，そこに何面か，旭星のところみたいにね，最大だと四面作れるだろうけど。外

野がちょっと交差しちゃうかもしれないけども，旭星グラウンドに代わるグラウンドとして整備

をしていこうということで今年の春から工事に入る予定で，もうちょっと時間がかかると思うけ

ど，完成したら旭星グラウンドの代わりに使ってもらえればなということで，それまでは他のと

ころで申し訳ないけど，そんな予定であります。 

（中村） ありがとうございます。 

 

（市長） 旭星とかね，あの辺の河川敷のグラウンドは昔から結構使っててね。自分もみんなと同

じぐらいの時だからもう三十数年前だけど，あそこのグラウンドで野球をしていて，自転車に乗

って遊びに行ったりもしたけどね。ちょっと残念だけどね，そんなことで考えてるんで。 

そしたら，そろそろ時間なので。 

（司会） それでは，皆さんまだまだ話したいことがあるかもしれませんが、時間になりましたの

で，最後に市長から一言ごあいさつをお願いします。 

（市長） はい，わかりました。一時間っていう時間だったので，人数も今日はたくさん来てくれ

たので，一人一人もっといろいろと話したいこととか聞きたいことなんかあったかもしれないん

だけれども，今日は一時間本当にありがとうございました。私も今日はまたみんなからいろんな

話を聞かせてもらって，すごく有意義な時間を過ごすことができたかなあと思っているし，今日

聞かせてもらった話をね，しっかりとこれからまた仕事をしていろんなところで生かしていける

ように頑張っていきたいなというふうに思っています。みんなも三学期が始まってこれからまた

学校，そしてそれぞれスポーツ，クラブ活動と忙しくなるかもしれないけど，是非勉強も頑張っ

て，スポーツも頑張ってそれぞれいろんな夢を持っていると思うんで，その将来の夢に向かって

頑張っていってもらいたいなあと思っています。みんながこれからも旭川で活躍できるようにし

っかり私も頑張るし，旭川の大人の人たちがみんなしっかり応援・サポートしてもらえるような

そんな街になるように，そんな街をずっとこれからも続けられるように頑張っていきたいなと思

うので，のびのびと頑張ってもらえたらなと思います。寒いので風邪とか引かないように，事故

とか交通事故とかないようにね，頑張ってね。 


