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（司会） それでは，これから西川市長とスポーツ少年団の皆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。皆さんこんにちは。 

（参加者） こんにちは。 

（市長） 今日はお休みのところ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かけ

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。 

これまで，大人の人たちとは，まちづくりや地域づくりの話をいろんなところでやってきたり，

あとは，市内の中学校を全部回って，たくさんの中学生からいろいろな話を聞かせてもらったり

して，自分が今まで経験したり体験したりしたことがない話を直接聞かせてもらえるというのは，

自分にとってもすごく勉強になるし，そういう意見を聞きながらまちづくりの中に生かしていき

たいなと思っています。 

今日は一時間ほどの時間ですけれども，みんなからいろんな質問などを用意してもらっている

ようなので，もし事前に考えていた質問がほかの人と同じになってしまったなあというのであれ

ば，違う質問でもどんなことでもいいので，是非質問もしてもらえたらなと思っています。 

今日は保護者のみなさんも来ていただきましてどうもありがとうございました。 

それではよろしくお願いします。 

（参加者） よろしくお願いします。 

（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。今日は予定では１６人の予定だったんですけれども，二人休んで

いるということで，１４名のみんなに来てもらいました。最初に，一人ずつ簡単に自己紹介をし

てもらって，スポーツを通して学んだことだとか，私への質問だとかを続けて言ってもらって，

１５人くらいだから時間にすると３分から４分くらいになってしまうんだけれども，もしそれで

一巡して時間があったら，みんなから旭川のまちづくりに対してのいろんな提言だとか思いなん

かを聞かせてもらえたらなと思ってるので，よろしくお願いします。 
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そしたら，中村さんから順番にいこうか。 

一番最初に，じゃあ中村さんから言ってもらっていいかな。そのまま座ったままで。 

（中村） 濤豊館空手スポーツ少年団，東光小学校６年生の中村歩優です。趣味は読書で，将来の

夢は助産師です。市長への質問です。旭川をより良いものにするために，市長さんは日頃どんな

ことを考えていますか。教えてください。 

（市長） はい。旭川をより良い街にするためにね，市長という仕事でいろんなことを考えていか

なきゃいけないんだけども，今旭川にいろんな課題があって，その一つとしては，ちょっと残念

ながら，街の人口が少しずつ減ってきていて，その理由の一つは，例えば子どもの数が減ってき

ているだとか，あとは学校を卒業した後に東京だとか札幌だとかに行ってしまう人たちが多いだ

とか，そういう課題があります。日本全体で今人口が減ってきていて，旭川だけじゃなくてどこ

の街も大きな課題となっているんだけども，なるべく人口を減らさないようにということで，子

どもをたくさん産んで育てたいなとお父さんやお母さん方に思ってもらえたりだとか，また，学

校を出た子どもたちが，東京に行きたいだとか，アメリカに行きたいだとか，もちろんそういう

人たちがたくさんいても全然構わないんだけれども，旭川にいたいんだけど旭川には仕事がない

から東京に行かなきゃいけないだとか，そういう人たちも実は結構いて，そういう旭川で仕事を

したいという人たちが，しっかりここで仕事を持って，家庭を持ってもらえることができるよう

に，そんな街にしていかなきゃいけないということで，市長として，保育所を増やしたりだとか，

子どもが病院にかかったときの医療費を少しでも少なくするようにお父さんお母さん方の子育

てを応援させてもらったりだとか，あとは旭川にいい仕事がどんどん増えるようにということで，

地域にいろんな会社があるけれども，そういった会社がもっともっと儲かるように，頑張っても

らえるように，市役所としてもお手伝いしたりだとか，あと，外から会社を呼んできて，新しい

工場を作ってもらったりだとか，そんなことをいろいろと考えています。まあそれだけじゃない

けども，やっぱり旭川がこれからもしっかり活力があって，今北海道で二番目に人口の多い街だ

から，そして道北では中心都市になっているので，みんなが大人になったときにもそういう街で

あってほしいなと，そういう思いで頑張っています。はい。 

（中村） ありがとうございました。 
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（市長） それだけで大丈夫かな？ 

（中村） はい。ありがとうございます。 

 

（市長） はい。そしたら岡﨑君だね。よろしく。 

（岡﨑） 西御料地小学校，西御料地ファイターズ，６年，岡﨑銀之介です。趣味はゲームとドッ 

ジボールで，将来の夢はプロ野球選手と消防士になることです。 

質問です。市長の仕事で，一番大変だなと思うことは何ですか。 

（市長） そっか。プロ野球選手になりたいんだね。頑張ってね。 

今日は野球をやっている選手もたくさんいるけども，旭川からプロ野球の選手もたくさん出て

いて。ちょっと余談になるんだけども，私の高校の時の同級生が実はプロ野球選手になったんだ

よね。高校を卒業してから大洋ホエールズに入って，今は横浜ベイスターズっていう球団なんだ

けど，そこでピッチャーをやっていて，何回か一軍で投げてテレビにも出たんだよね。でもなか

なか厳しくて途中で辞めちゃって，今は旭川に戻ってきて，仕事をしながら子どもたちに野球を

教えているんだけども。結構旭川からもプロになった選手が何人もいるからね，頑張ってね。 

（岡﨑） はい。 

（市長） 中村さんは助産師だったね。助産師もいい仕事だから，頑張ってね。 

（中村） はい。ありがとうございます。 

（市長） それで，市長の仕事をして大変だと思うことね。そうね，市長の仕事に限らずどんな仕

事も大変なことはたくさんあるんだけれども，市長という仕事で大変だなあということは，そう

だなぁ，まあ大変だと思えばなんでも大変になってしまうんだけど，それを大変じゃないように

感じて仕事に取り組むことができるかってことが実はすごく大切なことで，そこは自分の感情を

コントロールしながら，いろんな難しい問題があるときに，前向きにどう考えていい判断ができ

るかっていうことを常に心掛けていないと，ちょっと自分自身がつらくなってくるかなってこと

はあるので，そういう意識を持ち続けるってことが大変と言えば大変かもしれない。 

 もうちょっと平たいというか，日々の話をすると，３４万人の市民がいるんで，いろんな考え

を持ってる人たちがたくさんいて，いろんなお話を聞く機会があるんだけれども，それぞれ皆さ
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んが言ってることがどれも正しいことで，いいことがほとんどなんだけども，それでもどちらか

に決めなきゃいけないって仕事やタイミングが結構あって，この人が言ってることも理解できる

し，この人が言ってることもわかるんだけれども，どっちかに決めなきゃいけない。そういうの

が結構大変と言えば大変。それでもなるべくいろんな人の思いに少しでも応えられるようにって

ことを意識しながら頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っています。 

（岡﨑） ありがとうございました。 

 

（市長） 次は，松谷くん。 

（松谷） はい。永山西小学校，永山西クラブ，５年，松谷陸叶です。趣味は野球と水泳です。将

来の夢は，甲子園に行くことと，プロ野球選手になることです。 

（市長） はい。 

（松谷） 市長への質問です。市長はどのような街にしたいですか。 

（市長） はい。甲子園頑張ってね。最近高校野球で，当時常連と言われていた高校が地方の学校

に負けたりだとかして，旭川勢が甲子園に出られないっていう年もあるんだけど，是非毎年旭川

の学校から甲子園に行ってもらいたいなと思ってるので，是非頑張ってもらえたらなと思います。 

 さっき中村さんからも近いような質問があったけど，みんなが大人になったときに，旭川がま

だ北海道の人口２番目の街としてあって，この街がいいなあと思ってもらえるような街にしてい

かなきゃいけないなと思っています。自分は旭川で生まれて育ってきて，この街が大好きで，市

長という仕事も，自分が生まれ育ったふるさとで仕事をしたいという思いもあって，旭川の市長

という仕事をさせてもらっています。みんなも大人になったときに，旭川から離れていろんなと

ころで活躍する人もたくさん出てくると思うけども，遠く離れていてもふるさとのことを忘れな

いような街，たまに旭川に帰りたいなとか，旭川に戻りたいなとか，そんなふうに思ってもらえ

るような街を目指して頑張っていきたいなと思っています。 

（松谷） ありがとうございました。 

 

（市長） じゃあ次は，松本くんだね。はい。 
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（松本） すずらん剣道スポーツ少年団，東光小学校６年の松本晃明です。趣味はカードゲーム，

将来の夢は消防士です。市長への質問ですが，さっき出てしまったので，変えたいです。 

（市長） あ，はい。 

（松本） 市長の子どもの頃の将来の夢で，できなかった夢は何ですか。 

（市長） 松本くんはちょうど今６年生だもんね。 

（松本） はい。 

（市長） もうすぐ卒業だね。自分はちょうど６年生ぐらいの時に，卒業文集に将来の夢って書い

たんだけども，そのときに自衛官っていうのと，政治家っていうのと，パイロットっていうね，

３つ，自分が将来なりたい夢っていうのを３つ書いてたんだよね。で，今の市長という仕事も政

治家なものだから，実は小学校の時から自分がなりたい仕事の一つだったんだよね。実は，私は

市長になる前に日本航空でパイロットをやっていたんだけども，小学生の時から将来パイロット

になりたいと思っていて，それも夢だったんだよね。自衛隊に入りたいなという夢もあったんだ

けども，それはちょっと残念ながら叶わなかったんだけども。ただ，自衛隊に入りたいなと思っ

て，防衛大学っていう大学があるんだけれども，そこを受験して合格はもらったんだけども，そ

のときに戦闘機のパイロットになりたくて自衛隊に入りたかったんだけど，防衛大学の合格をも

らったあとに「戦闘機のパイロットになりたいんだけど，なれますか？」って自衛隊の人に聞い

たんだよね。そしたらすごく狭き門で，毎年百人とか二百人とか学生を採るんだけど，その中で

一人か二人くらいしかなれないという話を聞いて，それで，やぁちょっと自信ないなぁとそのと

きは思って，それで自衛隊に行くのは諦めたというのが実はありました。ただ，松本くんが将来

消防士になりたいと思ってる夢っていうのは，きっと子どものときに思ってる夢っていうのは，

大人になって考える夢よりもずっと純粋で，たぶん一番自分に向いてる夢を今持ってると思うん

で，その夢が今後変わっていくことはあるかもしれないんだけれども，もし変わらないんであれ

ば，それが天職になるかもしれないんで，消防士を目指して頑張っていこうっていうのはすごく

いいことだと思う。その消防士になるためには，どうしたらいいんだろうってことを少し頭に置

いて生活していくと，たぶん消防士だったら体も丈夫じゃなきゃいけないし，火の中にも入って

いかなきゃいけないから度胸もないといけないし，危ないところにも行くからいろんな危険を察
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知する能力っていうのも問われるし，そういったことを今から少しずつ意識していくことで，そ

れにぐーっと近づいていくと思うんで，もし夢が変わらなければ，その夢に向かって頑張っても

らいたいなと思います。 

（松本） はい。ありがとうございました。 

 

（市長） 次は，青山くんかな。はい。 

（青山） 附属旭川小学校，旭稜野球少年団に通っている，５年生の青山昴生です。趣味はプロ野

球観戦で，将来の夢はプロ野球選手です。質問で，僕はプロ野球観戦をいっぱいするんですけど，

市長さんは子どもの頃プロ野球観戦などを数多くしましたか。 

（市長） そっか。将来プロ野球選手，頑張ってね。 

（青山） はい。 

（市長） あのね，私も小学校の時は野球をやってたんだよね。永山小学校で少年団に入ってやっ

てたんだけども，野球が大好きでした。それで，自分が小学生の頃は，王貞治って知ってる？王

貞治っていう選手が，あのとき巨人の３番を打っていたりとか，張本って日曜日の朝テレビに出

てる人知ってる？あの人が巨人の４番を打っていたりだとか，結構そういう好きな選手がたくさ

んいて，野球はいつも見てました。今は北海道に日本ハムファイターズがあるから，テレビでは

大体日本ハムファイターズの試合をやっているけども，当時はまだ北海道にプロ野球チームがな

かった時代だから，ほとんど巨人戦しかテレビでやってなかったんだよね。だから当時は巨人の

ファンがすごく多かったんだけれども，テレビでやってるときは，ほとんど見てました。 

（青山） ありがとうございました。 

 

（市長） はい。次は，銃剣道の中田くん。はい。 

（中田） 春光スポーツ少年団，６年生の中田秀也です。趣味はゲームで，将来の夢は自衛隊に入

ることです。市長への質問は特にありません。 

（市長） はい。そっか。銃剣道は，どういうきっかけで始めたの？ 

（市長） どうして始めようと思ったの？ 
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（中田） 友だちに…… 

（市長） あ，誰かお父さんとかが銃剣道をやっていたの？ 

（中田） やってる。 

（市長） あ，そうか。そういう影響もやっぱりあったんだね。将来は自衛隊に入りたい。お父さ

んはもしかして自衛隊？ 

（中田） （うなずく） 

（市長） あ，なるほどね。そうか，それはじゃあお父さんの仕事を見ていて，自分もそうなりた

いなあと思ったんだな。質問はないということだけども，大丈夫？ほんとにない？ 

そしたら，銃剣道もたくさん練習して，自衛隊に入れるように頑張ってね。 

（中田） はい。ありがとうございました。 

 

（市長） 次は，塚本さんかな，はい。 

（塚本） チャレンジ少年団をやっている新富小学校５年の塚本美月です。趣味は手芸で，将来の

夢はたくさんあって決めていません。市長への質問が，昔勉強もできて，スポーツもできてたっ

て聞いたんですけど，どうやって両立していたんですか。 

（市長） 誰に聞いたの？そんなこと（笑） 

（塚本） お父さんに。 

（市長） お父さん？お父さんは私の知り合いかなぁ。 

（職員） お父さん市の職員です。 

（市長） あぁ，市役所なの？そっか 

（職員） 今日来てます。 

（市長） あぁ，それは失礼しました（笑） 

 そっか，いや，どうもありがとう。そっか。将来の夢がたくさんあって決められないってのも

いいね。夢がたくさんあるってのはね。ちょっと私も聞いてみたかったんだけども，チャレンジ

少年団っていうのは，いろんなスポーツをやるの？ 

（塚本） はい。 
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（市長） 例えばどんなスポーツをやるの？ 

（塚本） 陸上とか，バレーとか，バドミントンとかいろいろやってます。 

（市長） あぁ，なるほどねぇ。いろんなスポーツができていいねぇ。その中で一番好きなのはど

んなスポーツ？ 

（塚本） 基本的に体を動かすのが好きなので，全部楽しい。 

（市長） あ，なんでも。そうか，それはいいな。頑張ってね。 

（塚本） はい。 

（市長） そっか，勉強とスポーツねぇ。そんなにどっちもすごいできたってわけではないんだけ

ども，なかなかやっぱり勉強とスポーツを両立するってのは，１日２４時間の限られた中で，結

構大変なことだと思う。それで，勉強とスポーツを両方やるためには，例えばテレビを見る時間

を減らしたりだとか，ゲームをする時間を減らしたりだとか，あと，土曜日，日曜日の休みの日，

友だちと遊びたいよね？でもその友だちと遊ぶ時間を我慢して，それを部活動の時間に充てたり

だとか，勉強の時間に充てたりだとか，そういうふうに自分で時間を計画的に管理をして，自分

でこれだけの時間が必要だなと思ったら，その時間をどう確保していくかっていうのが一番重要

だと思います。自分は，全然頭もいいわけじゃないし，運動もずば抜けていいわけじゃないけど，

平均よりは少しいいから，勉強して少しでも成績が良くなろうと思って頑張るんだけども，その

ためには結構時間がかかるんだよね。でも，すごく能力のある人たち，天才と呼ばれるような人

たちは，ほんとに不思議なんだけども，全然勉強はしないんだけども勉強ができるとかね（笑）

高校１年生の時に高校３年生の勉強が終わってて，授業中ずーっと寝てるんだよね。寝てるんだ

けど先生に当てられると黒板に出て全部書くんだよね。どういう頭の構造してるんだろうかって

思う人がたまにはいるけれども，そういう人はたぶん千人に一人とかそれぐらいであって，大体

の人は努力をして，その時間どうやって段取りをつけてやっていくかってことが一番大事でない

かなと思います。 

（塚本） ありがとうございました。 

（司会） ここで前後の席を入れ替えたいと思います。９番から１６番のみなさんは前の席へ移動

してください。 
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（市長） はい，じゃあ笹原くん。 

（笹原） はい。濤豊館空手スポーツ少年団，永山南小学校６年，笹原匡貴です。趣味はスポーツ

で，将来の夢は警察官です。市長さんに質問なんですけども，仕事をやっていて，一番やりがい

があった仕事は何ですか。 

（市長） はい，どうもありがとう。そっか，将来は警察官ね。空手は警察官になったときに生か

せるね。悪いやつが来たときにね，捕まえたりするのにね。頑張って空手強くなってね。 

（笹原） はい。 

（市長） そうかぁ，市長をやっていて一番良かったなと思うことね。そうだなぁ，例えば選挙の

ときに，私はこういうことをしますとか，市民の皆さんに約束をするんだよね。それは公約って

いって，選挙のときにはたくさん作るんだけども，その公約が一つ一つ達成できたときにはすご

くうれしい。でもなかなか難しい公約もあったりして，その難しい原因を一つ一つ乗り越えてい

かないとできないような公約もあって結構大変なんだけれども，それはそれでやりがいがある。

みんなも空手だとかスポーツをやってるときに大変だなと思うことがたくさんあると思うんだ

けども，その難しい目標に向かって頑張っていくということは，もちろん大変なんだけどもやり

がいがあって，それが楽しいうれしいことになっていくのかなと思います。 

それとね，今日もそうなんだけど，市長という仕事をしていなかったら会えないような人たち

と会う機会が多くて，毎日毎日いろんな人に会える。一年を通すと本当にたくさんの人に会って

ると思うんだけども，そういうのがすごく楽しい。今日も小学生のみんなといろいろと話をして

るんだけども，自分もすごく勉強になっていて，子どもたちってのはこういうことを考えている

んだなというのを知ることは，市長として仕事をしていく上ですごく大事なことなんだよね。そ

ういったこともすごく楽しくてやりがいがあることかなと思います。 

（笹原） ありがとうございます。 

（市長） はい，どうもありがとう。 

 

（市長） 次は…五日市くん，変わった名字だね。 

（五日市） そうですね。 
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（市長） 学校にはあまりいないでしょ？ 

（五日市） はい，いません。 

（市長） はい，そっか。よろしく。 

（五日市） 西御料地小学校の西御料地ファイターズ６年，五日市恭也です。趣味は野球と工作で，

将来の夢は，旭川東高校に行き，野球部に入って甲子園に行くことです。市長への質問は，さっ

きスポーツは野球をやっていたと聞いたんですけど，その野球で何を学んだか教えてください。 

（市長） はい，わかりました。そっか，甲子園ね。東高は，まだ 1 回も甲子園に行ってないんだ

よね。旭川市内の高校は結構甲子園に行ってると思うんだけども，まだ行ってないもんだから，

是非頑張って。自分も実は東高なんだけども，さっきプロ野球の選手になった同級生がいるって

言ったでしょ？彼は高校時代ピッチャーをやっていたんだけど，今東高で子どもたちに野球を教

えている。休みの日とかは，毎日行ってるみたいだよ。そっか，頑張ってね。 

（五日市） はい。 

（市長） そうだなぁ，野球をやって学んだことね。自分は小学校の時にしか野球をやっていなか

ったから，本当は中学校，高校とずっと続けていたら，もっともっと野球を通していろんなこと

を学べたんだと思うけども，小学校の何年間かしかやっていなかったんで，そういう面ではまだ

まだ野球を通して学んだと言えるほど大したことはないのかもしれないけれども，ただ，みんな

もそうだと思うけど，チームワークの大切さということは，やっぱり団体競技なんですごく学ん

だかな。そして，みんなで一丸となって試合に臨んで，試合で勝つという目標に向かって苦しい

練習をしていくということが，すごく学んだことかなと思います。 

 当時は今と全然違っていて，今は練習中水とか飲んじゃだめって言われないでしょ？自分が小

学生の頃とかはね，練習が始まったら終わるまで絶対水飲んじゃだめだとか言われて，そういう

のが結構精神論みたいな感じで，たぶん科学的にはすごく体に悪いことで，それで脱水症状にな

って倒れちゃう子どもがたぶん全国ではたくさんいたんだと思うんだけども，当時はね，スポー

ツ，部活っていうのは，大体水とか飲んじゃだめだとか，そんな感じだったんだよね。また余談

になるんだけども，うさぎ跳びってみんなやったことある？ 

（参加者） （数名うなずく） 
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（市長） ある？でもほとんど今やらないでしょ。 

（参加者） はい。 

（市長） 昔はね，うさぎ跳びっていうのをすごくやらされたんだよね。あれね，ひざが痛くなる

の，うさぎ跳びをずっとやると。ひざが痛くなって，ひざには良くないんだけども，自分が中学

生ぐらいまではすごくやらされていたね。ひざが痛くて苦しかったんだけど，それを我慢してや

りなさいってのが指導だったんだよね。我慢することを覚えたってのは良かったかな（笑）今は

全然指導方法が変わったからね。 

それとね，自分が中学校の時スキーをやっていたんだけど，小学校の時もスキーをやっていて，

夏は野球をやっていたんだけども，冬はスキーに行ったりしていてね。スキーは小学校の時に級

をずっと受けていて，その級を受けるために冬の間本当にたくさん練習をしたのもすごく覚えて

いて，スキーは今でも休みの日とか，ふらっと一人で行ったりだとか，娘を連れて行ったりとか

しているんだけども，当時スキーを一生懸命やったから今でも楽しいなってのがあるし，それは

それで良かったのかなと思います。これからも是非野球を続けて頑張ってね。 

（五日市） はい。ありがとうございました。 

 

（市長） じゃあ次は，藤森くん。はい。 

（藤森） はい。永山西小学校，永山西クラブ５年の藤森勇成です。趣味はスポーツ観戦で，将来

の夢は，甲子園に行ってプロ野球選手になることです。質問で，子どもの頃，○○をやっていて

良かったと思うことはありますか。 

（市長） はい，どうもありがとう。藤森くんも野球頑張ってね。 

（藤森） はい。 

（市長） 永山西小学校？あ，そっか。よく小学校の時，永山西小学校と練習試合してたわ，そう

いえば。隣の小学校だったからね。 

 子どもの頃ね。そうだね，やっぱりみんなと同じように野球だとかスキーだとか，スポーツを

やってきたというのは本当に良かったなと思います。それとね，今は昔と違っていろいろ規制と

かもあって遊びも制限されちゃってるかもしれないんだけども，子どもの頃ね，川で泳いで遊ん
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だりだとか，友だちと自転車に乗ってずーっと遠くまで行って，夜遅くまで帰ってこなかったり

だとか，そういう子どもの時にしかできないようなことをいろいろやっていたことがすごく良か

ったのかなと思います。子どもの頃にドキドキしながらやったことだとか，ちょっと親に怒られ

そうだなと思いながらも，もうちょっと遠くまで行きたいなだとか，これ以上遠くまで行ったら

ご飯までに帰れないなとか，ドキドキしながらやったことはすごく思い出に残っていて，大人に

なるとなかなかできる時間もなくなってきたりするもんだから，みんな今スポーツをやっていて

忙しいとは思うけども，なるべく時間があるときには，やりたいこと，行ってみたいところに行

くだとか，怪我とか事故のない範囲でどんどんやったらいいなと思います。 

（藤森） ありがとうございました。 

 

（市長） 次は，小野寺くん。 

（小野寺） はい。すずらん剣道スポーツ少年団，千代田小６年の小野寺悠太です。将来の夢は，

警察官です。 

（市長） あぁ，警察官人気あるね。 

（小野寺） 市長への質問で，普段はどのような仕事をされているのですか。 

（市長） はい，どうもありがとう。そっか，警察官ね，頑張ってね。剣道も警察官になったとき

に生かせるね。是非強い立派な警察官になってください。 

（小野寺） はい。 

（市長） 市長の仕事ってね，実はいろいろな仕事があって，みんなは市長が普段どんな仕事をし

てるかっていうのはなかなかわからないかもしれないんだけど，旭川には市議会っていう議会が

あって，どこの街にも議会があるんだけど，国でいうと国会があって，北海道にいくと道庁って

のがあって，そこには北海道議会っていう議会があるんだけど，実は今，旭川では市議会が開会

中で，まだ始まったばっかりなんだけども，約 1 か月間，３月の２６日まで議会をやってます。

旭川には市議会議員の人が今３４人いるんだけども，議会では，その人たちからいろんな質問を

受けて，その質問に答えるという仕事をやっています。大きな議会っていうのは年に４回あって，

それが一つ大きな仕事としてあります。 
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それと，市にはいろんな部があって，例えば今日来ている子育て支援部だとか，総合政策部だ

とか，市民生活部だとか，いろんな部があるんだけども，それぞれいろんな仕事をしてるんだよ

ね。その仕事をするのにいろんな打合せが必要なことがあって，市役所の中で，例えば部の部長

だとか課長だとかと打合せをするというのも一年を通してたくさんある仕事の一つです。あと，

こういう形でみんなと話し合いをしているけれども，中学生とこういう会をやったこともあった

りとか，あとはね，例えば神楽地域の人たちだとか神居地域の人たちだとか，地域の人たちと対

話をやったりだとか，それから例えばＰＴＡの人たちだとか，保育所や幼稚園の人たちだとか，

あるいは老人クラブの人たちだとか，そういう団体の人たちとこういう意見交換の場を持ったり

だとか，そういうことも一年を通して多い仕事の一つです。 

あとね，いろんな式典だとか祝賀会っていうのがたくさんあるんだよね。新年会だとか，そう

いう会が，夜，大体市役所の仕事が終わった後にあって，新年会はようやく最近終わったんだけ

ども，何か所くらい出たかなぁ，毎年６０とか７０か所くらい出てるよね，もうちょっと行って

るかもしれないけど。夜はほとんどそういうのが多いかなぁ。時期にもよるんだけども，１月と

か２月とかは家でご飯を食べるのは，週に１回とかそれくらいで，４月になってくると夜の行事

が少なくなってくるんで，家族と一緒にご飯を食べる時間が増えてくるかな。あとね，出張も結

構多くて，札幌だとか東京はもちろんなんだけど，外国も結構出張が多いんだよね。東京に行く

ときは，例えば国会議員の人のところへ行って，いろんなお願いをしてきて，国の予算をつけて

くださいだとか，霞ヶ関っていうところに，国土交通省だとか，厚生労働省だとか，国のいろん

な省庁があるんだけども，そこに行っていろんな打合せやお願いをしてきたりだとか，海外に行

ったときは，例えば姉妹都市が旭川にはいくつかあるんだけども，海外の姉妹都市へ行って，向

こうとの交流をしてきたりだとか。あと，旭川には空港があるものだから，航空会社の路線誘致

だとか，観光の宣伝，例えば台湾だとかタイだとか，韓国だとか，シンガポールだとか，いろん

なところに行くんだけども，そういうところへ行って，旭川はこういうまちです，動物園があり

ますよ，夏は旭岳とか素晴らしい山で登山ができます，冬はスキー場がたくさんあってスキーが

できますよだとか，そういうことを向こうの人たちに宣伝してくるんだよね。そういう仕事が結

構あって，海外の出張も年に何回もあります。そんな感じでいろんな仕事をしています。  
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（小野寺） ありがとうございました。 

 

（市長） そしたら次が，荒川くん。 

（荒川） 附属旭川小学校の旭稜野球少年団の荒川洋輔です。市長さんへの質問は，旭川の市民に

何をしてほしいですか。 

（市長） はい，そっか。どうもありがとう。 

（荒川） あ，将来の夢は，野球選手になることです。 

（市長） あぁ，そっか。是非野球頑張ってね。附属小学校って野球はいつどこで練習してるの？ 

（荒川） 冬は体育館を借りたり… 

（市長） ふ～ん，どこの体育館？ 

（荒川） 自分の学校の。 

（市長） あぁ，学校のね。 

（荒川） で，夏はグランドを借りて… 

（市長） 学校のグランド？ 

（荒川） はい。で，冬の土日は高校の室内練習場で。 

（市長） 高校の室内練習場ってどこの？ 

（荒川） 北高です。 

（市長） あぁ，北高，近いといえば近いもね。あぁ，そっか，そうなんだな。 

 そっか，旭川の市民の人にしてほしいことね。そうだね，やっぱり３４万人の市民がいるので，

それぞれいろんな仕事をしていたり，いろんな家庭環境であったり，なかには病気を持っていた

り，障がいがあったり，いろんな人たちがこの街に住んでるんだけども，それぞれの置かれた立

場，環境の中でやっぱり一生懸命頑張ってもらいたいなってのは，もちろん思ってます。ただ，

一生懸命頑張ってもらいんだけども，その中でどうしても困るようなことがあったりだとか，助

けが必要な人たちも実はたくさんいて，そういう人たちに対してどうお手伝いができるかという

ために，旭川市役所があったりだとか，道庁があったりだとか，いろんな行政機関っていうのも

そういう役割を果たしています。 
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 それと，最近すごく個人主義っていうか，自分さえ良ければいいんだとか，例えば周りの人た

ちが困っているのを見ていても知らんぷりしたりだとか，そういう人たちが日本全体で昔に比べ

て増えてきている気がします。社会全体がすごく寂しい社会になっていくんじゃないかなという

危機感を持っていて，例えばみんなの立場からすると，お年寄りの人が困っていたら「どうしま

したか？」って声をかけてあげたりとか，バスとか電車で席を譲ってあげるだとか，そんなこと

もあるだろうし，小さい３歳，４歳ぐらいの子どもが困っていたら「どうしたの？」とかそうい

う声をかけてあげるだとか，そういう身近な，自分で簡単にできるようなことから一つ一つやっ

ていく。３４万人の人たち一人一人が一日一善の気持ちを持つことで，すごく街全体が温かい街

になるんじゃないかなと思っていて，是非そんなことをたくさんの人が思ってもらえて，行動し

てもらえたらいいなと思っています。自分もそういう気持ちを忘れないで，市長という立場と，

一市民という立場と両方の立場があるけれども，そういう思いで毎日過ごしていけたらいいなと

思っています。 

（荒川） ありがとうございます。 

 

（市長） そしたら次は，小池くん。 

（小池） はい。緑新小学校６年，緑が丘グリーンボーイズ野球少年団，小池生吹です。趣味はス

ポーツで，将来の夢は，エポック社に入って，最新型の野球盤を作ることです。 

（市長） お，はい。 

（小池） 市長さんへの質問です。友好都市，姉妹都市，非核宣言都市などは，どのような形で決

まるのでしょうか。 

（市長） はい，どうもありがとう。野球盤が結構好き？ 

（小池） はい。 

（市長） 野球盤って昔からあってさ，自分が小学生の時にも家にあったんだけど，最近もたまた

ま永山のトイザらスを見たら野球盤が置いてあったんで，ちょっと触ってみたんだけど，昔と基

本的には変わらないけれども，新しい機能がついたりして，進化しているよね。そうか，是非素

晴らしい野球盤を開発してください。期待しているんで。 
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（小池） はい。 

（市長） 姉妹都市，友好都市ね。旭川には，外国とはアメリカのイリノイ州っていう州の，ブル

ーミントン・ノーマル市っていう街があって，そこと一番最初に姉妹都市になったんだよね。そ

の次が，ロシアのサハリン州にユジノサハリンスク市っていう市があって，そこと友好都市にな

って，その次が韓国の水原（スウォン）という街，漢字で水原（みずはら）って書くんだけども，

その水原っていう街と姉妹都市になって，そのあと，中国の黒竜江省っていうところ，ちょうど

北東のロシアとの国境に近いところなんだけども，哈爾濱（ハルビン）っていう街があって，そ

こと友好都市になって，そして一番最近が，国内では姉妹都市や友好都市がなかったんだけども，

鹿児島県の南さつま市という街と姉妹都市に何年か前になったんだよね。 

 それで，それぞれなった経緯っていうのは違っているようなんだけども，例えば，最初になっ

たブルーミントン・ノーマル市だとかユジノサハリンスク市っていうのは，向こうから旭川市に

姉妹都市，友好都市になってくださいという話があって，それで旭川市で検討して，なりましょ

うって言ってなったりだとか，水原市とか哈爾濱市っていうのは，旭川の市民の人たちの中で， 

水原市なら韓国といろいろ交流している人たち，哈爾濱の場合は，中国といろいろ交流している

人たち，団体があって，その人たちが水原や哈爾濱と行き来をしていたんだよね。その中で，市

役所というよりは，民間の人たちから水原市と姉妹都市に，哈爾濱市と友好都市になったらどう

だっていう話が上がってきて，それが盛り上がって，市から向こうに姉妹都市，友好都市になり

ませんかって言って，なったのもある。それで，鹿児島との場合については，鹿児島の南さつま

市ってところでは，砂で像を作る砂像まつりというお祭りをずっとやっていて，その砂像まつり

と旭川の冬まつりとの間でいろいろ交流をしていたんだよね。２０年ぐらいずっと交流していて，

鹿児島の人たちが旭川に来て，毎年雪像を作ってもらったりだとか，で，こっちからは向こうへ

行って，砂像はあんまり作っていなかったんだけども，向こうへ行っていろいろ交流したりだと

か，そういう交流を２０年ぐらい重ねてきて，向こうの市長と私との間で，今までずっと友だち

でいたけども，そろそろ結婚しませんかっていう話になって（笑）それで姉妹都市になったとい

う経緯がある。あと，結構いろんな人たちから，例えばここの街と姉妹都市になったらどうです

かっていう話が実はたくさん来ていて，ただ，姉妹都市とか友好都市になると，毎年行き来した
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りしなきゃいけないからね，結構お金もかかるし，子どもたちの交流だとかスポーツの交流だと

か文化の交流だとか，いろんな交流をしているからね，姉妹都市との交流というのはやっぱり結

構大変なんだよね。本当はもっともっといろんな街と姉妹都市になれたらいいんだけども，少し

ずつ気運が高まってくれば，これからも姉妹都市や友好都市が増えてくるのかなと思うんだけれ

ども。そんな経緯でなっています。 

 それと，さっき非核宣言都市の話を言っていたんだけども，私が市長になる大分前から非核宣

言都市として入っていて，最初の呼びかけというのが，日本は被爆国なので，原子爆弾を投下さ

れた長崎だとか広島の２つの街が中心になって，全国の街に声かけをしていったんだよね。その

ときに当時の市長が，そういった核を無くしていくっていうのはすごく大切なことだってことで，

旭川市もその仲間に入りましょうということで，今旭川もその中で一緒に活動しているという感

じです。 

（小池） ありがとうございました。 

 

（市長） そしたら，最後になっちゃったけど，有野さん。 

（有野） はい。少林寺拳法旭川北，永山小６年の有野魅音です。趣味は字を書くことと本を読む

ことで，将来の夢は看護師になることです。 

（市長） はい。 

（有野） 市長への質問で，さっき質問がかぶってしまったので変えて，市長さんの趣味とかはあ

りますか。 

（市長） はい，どうもありがとう。永山小学校？私の後輩だね。 

（有野） はい。 

（市長） そっか，看護師。頑張ってね。女性とか女の子には看護師っていうのは結構人気のある

仕事なんだね。是非頑張ってね。 

 趣味。ええとね，市長の仕事をやっていると，チームに入ってスポーツをしたりとかっていう

のはなかなか時間が取れなくて，本当は社会人のチームに入ってやりたいなって思いはあるんだ

けども，時間が制約されてしまうんで，一人で時間が空いたときにふらっとできるような趣味を
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やらなきゃいけないなってのがあって，実はこれまであまりやっていなかったんだけども，雪の

ないときは自転車に乗るようになって，ロードバイクってタイヤの細い自転車あるでしょ？すご

く軽くてすごくスピードが出るんだけども，思い切りこぐと時速５０ｋｍとか６０ｋｍとか出る

ような自転車なんだけども，ちょっと休みの日だとか，時間があるときには，そういう自転車に

乗って河川敷を走っていたりするかなぁ。それですごく足も鍛えられるし，７０ｋｍとか８０ｋ

ｍぐらい走るんで，結構いい運動になるから，夏はそれをやっている。あと冬はね，自転車に乗

れないもんだから，スキーをやっていて，スキーも一人でできるものだから，時間のあるときに

スキー場へ行ったりして，友だちにもスキーをやる友だちが結構いるもんだから，予定が合えば

一緒に行ったりだとか，あとは，娘が小学生なんだけども，スキーに行きたいっていうときには

一緒に連れて行ったりだとか，趣味っていったら今はそんな感じ。基本的には体を動かすのはす

ごく好きで，スポーツが趣味かなと。で，できれば自分が健康で元気だったら，６０歳になって

も７０歳になっても自転車とスキーはずっとやっていたいなと思ってます。 

（有野） ありがとうございました。 

（市長） はい，どうもありがとう。 

 

（司会） それでは，少しだけ時間がありますので，まちづくりに関して意見のある人は，手を挙

げて発表してください。 

（市長） はい，小池くん。 

（小池） 野球に関してなんですけど，野球で冬に練習試合や土のグランドで練習をするときには，

隣の秩父別とか，妹背牛とかに行かなきゃいけなくて，それでなかなか土で練習をする回数がな

いので，できれば街の中に一つでいいので，土の大きめの練習場を，サッカーも野球も何でもで

きるような所を作ってもらいたいです。 

（市長） あぁ，そうだね。どうもありがとう。その話はね，これまでも何回か聞いたことがある

ので，特に子どもたちから冬場そういった所で練習をする場所がないっていう話は聞いています。

是非その期待に応えたいなという思いは持っているんだけども，いろいろやらなきゃいけないス

ポーツ施設の整備もあったりして，今すぐにはできない状態ではあるんだけども，将来そんな設



- 19 - 

 

備もできたらいいなと思っています。 

 ちなみに今新しく作るのは，冬のじゃないんだけども，東光のスポーツ公園にドリームスタジ

アムっていう球場があって，野球場が今２面あるんだけども，あそこの横に第三野球場を作るっ

てことで，今年の秋ぐらいに完成する予定なので，来年の春からは使えるようになるかなと思い

ます。ちょっと小さめのグランドで，野球で対面で使っているような河川敷のグランドあるでし

ょ？ああいうような形のグランドになると思うんだけども，外野のセンター，ライト，レフト辺

りは重なってしまうかもしれないけど，練習ぐらいだったら４面取れるようなグランドにはなる

のかなという感じで，ちょっとまだ屋内のほうまでは時間がかかるかもしれないけど。 

はい，わかりました。 

 

（市長） はい。 

（岡﨑） ここにも書いてあるんですけど，今，僕たちの西御料地ファイターズのグランドが，一

人の苦情によって使えない状況なんです。 

（市長） あぁ，そうだねぇ。 

（岡﨑） 今，後輩たちがいるんですけど，僕はもう卒業していないんですけど，今いる後輩たち

には伸び伸びと野球をやってもらいたいので，何とかしてグランドを使えるようにしてもらいた

いです。 

（市長） そっか。練習は全くグランドでしてないの？ 

（岡﨑） 反対側のマウンドもなくて砂場みたいな所… 

（市長） そっちのほうでやってるんだ。 

（岡﨑） はい。 

（市長） あのねぇ，その話は自分も聞いていて，もう何年も前なんだけど，その人から私のとこ

ろに手紙が来たこともあったりして。学校からその人の家に行ってもらって何回も話をしてもら

って，なんとか使いたいんだけどっていう話はずっとやってきていて，その作業はまだ諦めてい

なくて，これからもやっていかなきゃいけないなと思っています。今日また改めて話を聞いたん

で，もう一回私も確認してみますので。それこそいろんな人がいるものだから，いろいろ考えな
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きゃいけないこともあるんだけど，話はよく聞いてるので，その辺はまたしっかり頑張っていき

たいなと思っています。 

（岡﨑） ありがとうございます。 

（市長） はい。 

 

（司会） それでは，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

に市長から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

（市長） はい。わかりました。 

 今日は一時間という限られた時間だったんだけども，ちょっと人数も多かったんで，まだまだ

質問もたくさんあったんじゃないかと思いますけども，貴重な話を聞かせてもらえて，また，い

ろいろと意見交換もすることができて，本当に良かったなと思います。みんなも今日は，私と話

をしたことだけじゃなくて，同じ世代の学校もスポーツも違う人たちが集まって，なかなか普段

聞けないような，同世代の話も聞けたんじゃないかと思います。スポーツを通していろんなこと

を学んでいると思いますけれども，是非これからもたくさんの仲間を作って，いろんな練習をし

ていく上で，つらいこと苦しいこともたくさんあると思うけれども，それらを一つ一つ乗り越え

て成長していってもらいたいなと思っています。 

 これからの旭川の未来，日本の未来，もっと広く言うと，世界の未来を担っていくのはみんな

だと思うので，是非くじけないで一生懸命目標に向かって頑張っていってもらいたいと思います。

私も，また今日いる市役所の職員も，みんながこれから生き生きと頑張っていけるように，しっ

かり応援していきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 


