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副市長公募説明会副市長公募説明会副市長公募説明会副市長公募説明会    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

******************************************************************************** 

 

Ｑ１ 60 歳女性も副市長の対象ですか？ 

Ａ１ 60 歳女性でもかまいません。年齢は私より若くてもかまいませんし、上でもかまい

ません。先日、68 歳で勇退した副市長は 64 歳で副市長になっています。私は今 54 歳で、

若くはないのですが、若そうに見えます。時々、若さを露呈することがあるので、そこを

カバーしていただくのも副市長の役目です。ですから必ずしも私より若いということを要

求しているわけではありませんし、上でなければいけないということもございません。 

 

Ｑ２ あえて、民間から力を入れたいということがどうしてもわかりません。それも任期 4

年間の中で、何を求められているのかどうしても見えないのですが？ 

Ａ２ 市長になって 8 年が過ぎたところです。私は民の経験が全くありません。公務員か

ら県会議員をやって市長になりました。私の目から見てもこのコスト意識はおかしいので

はないかと思うことがしばしばあります。例えば、予算を要求する時は、頭金となる一般

財源がいくら、国の補助金がいくら、借金がいくら、とちょっと前までは一般財源がいく

らというと、例えば１億円の 5％、500万円だけが頭金です。これなら負担が少ないとして

いました。ところが借金は後で必ずかえってきます。それを例えば予算要求の様式の中に

入れ始めたところ、職員の意識が変わり始めました。大変恥ずかしいことですが、役所の

意識はまだこのあたりです。このあたりをコスト意識の中で戦ってきた方々に、ここはお

かしいのではないかと指摘をいただき、共にどのようにしたら良いかを現場の職員と一緒

に考え、組織文化として根付かせたい。そのノウハウを持った人を優れたコーチ役として

迎え入れたいと思っています。4年間は短いかもしれないが、私も 4年間で戦ってきていま

す。次の 4 年間は何の保証もないわけです。したがって、この 4 年間の中で市民に対して

何をするのかをお見せして、どこまでできたかをいい、次に出るならそこでテストを受け

るわけですから、同じことを私の補佐役（副市長）に求めているとお考えください。 

 

Ｑ３ 公募の論文はどのような観点から審査されるのですか？具体的な地域振興のような

施策提案みたいなものを予定されているのですか？または、内部マネジメント的な改革の

提案を予想されているのですか？ 

Ａ３ 私たちには課題があって、それに対する答えを求めているわけではありません。ど

ういう切り口から、その方が感心をもって、どういう論理構成で文章をまとめられるのか、

その向こうに見える思いは何なのか、そういったところで審査をしたいというふうに考え

ています。そして、たくさんの応募がありますと、すべて面接というわけにいきませんの

で、まず書類で 4～5人くらいに選考させていただき、8月 8日に面接をさせていただきた

いと考えています。面接官はすでに公表しています。私だけでは心もとないので、民の方

にも入っていたき、5人の審査員でもって質問をさせていただき、決めさせていただきたい
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と思います。 

 

Ｑ４ 外部（民間から、また豊岡以外の例えば東京）から“よそ者”を迎えることに対し

て、市役所の職員が理解し、地域住民の方が本当にそれを望んでいるのですか？それを含

めて具体的にどういったことを求めているのですか？ 

Ａ４ 市民一人一人の気持ちはわかりませんが、私は任せていただいていると考えていま

す。議会は公募を認めています。選んだ人を認めるかどうかは議会の決断ですが、実は２

人制にするという条例は通っています。そして、公募のための予算も通っていますから、

少なくとも議会は公募で選ぶことを認めています。 

“よそ者”を迎えることにということなのですが、まさにそれがどういう方かによるんだ

ろうと思っています。豊岡のことを知っている方は勿論のこと、全く知らない方でもかま

いません。どんな組織でもいえると思います。異分子を受け入れることにより、化学反応

が起きることだってあるかもしれません。 

私は、私自身の組織というものにそれなりに自信を持っていますけれども、だからこそ

見えなくなっているものもあるに違いない。私たち官の中に慣れきったものではない別の

目から、私達がどのような可能性を持っているのか、逆にどのようなマイナス面を持って

いるのか、そのことが私たちにはおぼろげにはわかるのですが、違う目でもってそれをい

ってほしい。そして、一緒になってそれを解決してほしい。（長所を）強めていきたい、（短

所を）克服していきたいというふうに思っています。 

なぜ副市長なのか。部長であれば議会の承認もいらない。しかし、部長だと恐らく潰さ

れるだろうと、異分子が入ってくるとどんな力量でもなかなか発揮できないと思います。

ナンバー２に採用することにより、それをクリアしようと考えました。しかし、やっぱり

“よそ者”ということで邪険にされる可能性はあります。 

職員が受け入れるかどうかはわかりません。しかし、この説明会にあたって職員に放送

もしてまいりました。５月に再任されたばかりなので、各部署の職員と新たに意見交換し

ていますが、必ずこういういい方をしています「優れたコーチを迎え入れるんだ。みんな

が駄目だから民から受け入れるのではない。みんなとても素晴らしい。でも、まだ弱い面

があるよね。そこを一緒になって強くすれば、私たちはとても良いチームになるんじゃな

いか。」このことをずっといい続けています。ですから、少なくとも今の段階では、職員は

そういう気持ちで待っていてくれてるんじゃないかというふうに思います。 

 

Ｑ５ 先程、コウノトリとの約束とありましたが、もし私が受かったとして、私の依頼人

はコウノトリではなくて、市民ではないでしょうか？もし、市民のことを裏切る市長であ

ったり議会であったなら、私は市長を補佐できませんが、それでもよろしいですか？ 

Ａ５ 市民を裏切った時に市長がどういう仕打ちになるかというと、次は出馬できないと

か、落選することになる。そういう覚悟で仕事をしています。災害時には市民の命に関わ

る決断をするのは市長の役目です。その補佐役をするのが副市長です。後ろを向いても誰
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もいません。大変恐ろしい決断ですけれども。そのような気持ちで私は仕事をしています。 

 

Ｑ６ 産業構造を教えてほしい。 

Ａ６ 農山村であり、農業、漁業が大切な分野ですが、ボリューム的には工業です。工業

団地が一つあり、そこの生産が一番豊岡を引っ張っています。それから観光業、不動産業

もけっこうシェアを占めています。昨年度、一年かけて豊岡の産業構造、産業がどうなっ

ているか分析しました。慣れない職員が専門家に学んで産業連関表を作りました。わかっ

てきたことは、外部率がものすごく大きい。工業団地の生産量は大きいが、材料をほとん

ど外から仕入れており、地元に残るものがあまりありません。中での循環構造がかなり崩

れているんじゃないかということがわかりました。豊岡は、かばんのまちです。かばんの

生産高は 100 億足らずですが、こちらは内職も含めて非常に歩止りが良いです。一応分析

は出来ていますので、それに基づいてどこに集中的に資源を投下すれば、効果が一番ある

のか、今後 10年間の豊岡市の経済成長戦略を策定中です。作業中ということです。観光業

がかなりボリュームを占めており、観光は外から引張ってこなくても自分たちが持ってい

る資源を磨くことで進めることができますので、これまで以上に力を入れるべき重要な分

野と考えています。 

 

Ｑ７ 策定した中身はホームページに公開されているのですか？ 

Ａ７ 経済成長戦略はまだ策定中です。環境経済戦略は策定済でありホームページ上に公

開しています。環境と経済が矛盾するものではなくて、環境が経済を活性化します。環境

を良くして儲かるなら、環境をもっと良くしたらもっと儲かるぞ、と欲が出て環境と経済

が共鳴する関係を環境経済と名づけました。その具体例を、豊岡で積み重ねることをして

います。2004年度にその戦略をまとめました。オバマさんが出てきて、グリーンニューデ

ィールといいましたが、豊岡に追いついてきたなと私は思いました。ただ、資本力に差が

あるものですから力強くは進んでいませんけれども、この環境経済戦略を柱の一つにしな

がら豊岡市の経済全体を元気にしていこう。そのための次の戦略を今策定中ということで

す。 

 

Ｑ８ 観光について、韓国とか中国がこれから伸びてくると思います。これらの地域と豊

岡は地理的に距離が近いのですが、交通の便の問題があると思います。現在の統計からし

て、これからの目標は観光ですか？ 

Ａ８ 豊岡市の観光入込客は年間 550 万人程です。アクセスが良くないです。東京から陸

路（鉄道）で 5 時間程かかります。飛行機で、伊丹で乗り換えて来ていただくと 2 時間半

くらいですが、伊丹から豊岡へは 36人乗りの飛行機しか飛んでいません。これをダイレク

トに東京へ出たいということで、今働きかけています。羽田に 4 本目の滑走路ができると

発着枠が増えるので、小型機専用の発着枠をつくってほしいと訴えてきました。これは多

分実現するだろうと思います。問題は、飛んでくれるエアラインがあるかどうかで、今Ｊ
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ＡＬの子会社のＪＡＣが飛んでいますが、もし枠がとれたら飛んでもらえるか。エアライ

ンとの交渉はこれからです。ＪＡＣはそこまで飛んで行って儲かるかということであり、

儲かるということで一生懸命訴えているところです。韓国とか中国から関空まで飛んで来

ても、そこから 4～5時間かかりますので、このアクセスは非常に大きな課題となっていま

す。観光面では東京に最大のマーケットがありますが、（豊岡は）ほとんど知られていませ

ん。逆に知られていなくて 550 万人ですので、知名度があがれば、もっと儲かるに違いな

いと考えています。そのためにはアクセス方法を整備すること。それから、行ってみたい

という魅力をもっともっと身につけること。情報発信をすること。それには先程説明申し

上げたようなことになります。 

 

Ｑ９ 英語のサイトをクリックしたがちょっと良くないです。アップしていないのではな

いですか？更新はどのくらいですか？ 

Ａ９ 最初に作ってそれきりではないかと思います。今、実は、そのあたりを作成中です。

ロンリープラネットという英語の旅行雑誌がありまして。日本のベスト温泉 12の中に城崎

温泉が入っています。ベスト温泉タウン最高の温泉街は城崎温泉です。ベスト温泉旅館、

これも城崎の西村屋という旅館であり、外から見ると魅力ありそうと信じていますが、そ

れを具体化するには、まだまだ足りないものがある。というのが私自身の思いです。 

 

Ｑ10 この求められているポジションはコストカッターとか経営管理学的に財務体質を強

くしていくタイプですか？それとも情報発信力やマーケティング力・宣伝力・ＰＲ力のあ

る営業型のタイプですか？ 

Ａ10 民といってもいろいろな分野があるじゃないかということですが、正直、トップと

してどういう人を求めるのか、私もまだ思いが定まっていません。コストカッターも確か

に重要ですが、どういうイメージでカットしていくのか、数字だけいって｢後はお前等やれ｣

というのも 1 つの方法ですが、そういう人材を求めているわけではありません。私のイメ

ージでは、そこに働いている職員と一緒になって悩み苦しみ、より安く良いものを、答え

を出していくイメージを持っています。何人かの候補者が出てきた時にその人を見てから

決めようと、やはりコストカッターのこの人がいいとか営業の方の印象を持てばその方と

か、今の段階では明確ではありません。したがって、どなたでもチャンスはあると考えて

いただけたらと思います。 

 

Ｑ11 庁舎について、非常に洒落た建物で今時珍しい、東京でこれを造ろうと思っても造

れないのではないかと、新しい庁舎を造ろうというお話でしたけれども、何か今の庁舎の

使い方はあるのですか？  

Ａ11 今月 23日に結論を出しました。庁舎の一部として使うというものです。3階はもと

もと 2 階建物に木造で付け足したもので、ここはまったく使ってはいけないということで

屋根裏部屋として残そうと思いますが、使えるのは 1 階と 2 階の 1,000 ㎡です。新しい庁
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舎に必要な面積は 14,000㎡。したがって 13,000 ㎡の建物はこの庁舎の裏側に 8 階建てく

らいで造ろうと。ただ、その時に今の庁舎を残すのかどうか議論になりました。私は受け

継いできたものはできれば残したいと思っていましたので、それを基本にするといってき

ました。ただし、耐震性、耐久性、経済性がクリアできないと残すことはできません。そ

の検討をしてきましたが、すべてクリアできます。ただ、経済性は 2 億円ほど高くなるこ

とがわかりました。といっても 60数億の中の 2億ですので、なんとか吸収できるのではな

いかと、50 年とか 80 年使う中でこの 2 億というのは多分元がとれるのではないかと考え

て決定しました。免震構造を施してやれば、今のままの姿で地震対策は大丈夫だというこ

とがわかっています。ただし、新しい建物との導線が悪いと指摘を受けており、ここを何

に使うのかによって利便性から結論をだしていく必要があります。元々庁舎として作られ

た建物ですから建物の気持ちになれば、私は庁舎の一部として使いたいと思っています。

議会で色々反対論も出されましたが、最後はその方向でやるということに決定いたしまし

た。平成 24年度末には新しい庁舎が完成する予定です。 

 

Ｑ12 副市長になるには、議会の承認ということがありましたが、１市 5 町合併したとい

うことで議員も余ってきているのではないですか？最終的に議員の削減も考えると議員か

らの反対もあるのではないですか？ 

Ａ12 合併時 95人の議員がいました。今 30人です。10月に市議会議員の選挙があります

が、26人になります。議会の承認は、今の 30人に承認を求めることになります。この人と

決めた以上は、責任を持って議会にご理解をお願いするつもりです。ただし、リスクとし

てはあるということを覚悟の上で申し込みいただきたいと思います。議会は、2人制にする

こと、民間から募集することの予算は認めています。最後は、その人物がどうかにだけか

かっています。 

 

Ｑ13 災害の場合、特別職は休暇とか勤務時間の制限がないので、当時は頑張られていた

と思いますが、円山川の災害対策はどうなっていますか？ 

Ａ13 国が管理している 1 級河川の堤防が決壊するということはこれまでありませんでし

た。国交省は今メンツにかけて治水対策を行っています。10年間で 900億円。豊岡市に国

交省の事務所がありますが、そこの 75 年分の予算を 10 年間で使うということで、治水対

策は進んでいます。したがって、治水の安全度は飛躍的に上がっています。しかし、それ

でも自然の驚異はそれを上回ることがありますから、その時は“逃げろ”です。いかに逃

げてもらうかが私たちの責任です。そのためには情報を適確に収集することです。例えば、

気象予報士の資格を持つ市の職員が 2 人います。それから気象予報会社とも特別な契約を

結んでいまして、36時間後まで 3時間毎の降水予測・対応レベルのアドバイスをもらうこ

とにしています。市の防災監は自衛隊のＯＢを採用しています。いかに早く情報をつかん

で逃げていただくかという体制を整えています。しかし、そういっても完全とはいえませ

ん。いつ地震があるかも知れません。大切なことは備えをすること。いつ地震や大水害が
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くるかもしれないと覚悟して暮らすことを市民には求めています。行政には限界がありま

す。救助のために最善は尽くしますが、助けに行けない時もあるので、3日間は自分達だけ

で生き延びてほしいと率直に市民に語っています。災害が来れば不眠不休ということにな

ります。その責任を負うという覚悟をしていただきたいと思いますし、もし最悪の結果と

なった時は政治責任を取る覚悟を私は持っていますし、その補佐役だという覚悟をもって

受験をしていただきたいと思います。勤務時間は決まっていません。いくら働いても、い

くら働かなくても給料はもらえます。休みがないということにもなりかねませんので、体

力がいるということは、是非、心していただきたいと思います。 

 

Ｑ14 今の市長の考えなら、農業・林業・治水のやり方を変えていかなければならないの

ではないですか？コウノトリを題材にコウノトリ観光事業を最重要とするのですか？ 

Ａ14 大水害の後、国交省は治水一辺倒のやり方を訂正してきました。以前から自然再生

計画を立てていました。皆の水害の恐ろしさが少し癒えた頃に、例えば河川を浅く掘って

います。治水上も有効ですが、そこにコウノトリが降り立っています。従来の治水とまた

違う方法を取り入れています。両方を両立させようとするものです。農業も農薬を使わな

い違う道を歩もうとしています。林業もそうです。観光は大変重要で、観光のシンボルと

してのコウノトリは大変有効です。コウノトリを見学して、泊まっていただき、地元のお

米や但馬牛を食べていただく「コウノトリ・ツーリズム」を展開しています。大変な人気

を博しています。日本の自然は 2 次的自然、人間がいるから守られている自然が沢山あり

ます。人間がいなくなれば今の自然すら守ることができません。その人間が生きていくた

めには食べる必要があります。そこで、環境経済戦略を進めています。 

 

Ｑ15 任期満了後は何か配慮はあるのですか？ 

Ａ15 4年後の保証は何もありません。私もありません。4年後に市長をしているかもわか

りません。市長をしていても再度、副市長として選ぶかどうかもわかりません。これは、

我々（特別職の）の宿命です。 

 

Ｑ16 副市長の資産は公開されるのですか？ 

Ａ16 副市長の資産は公開していません。 


