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「市長選挙を終えて、大分市発展への抱負」

初めての選挙を振り返って
礒崎 今回の統一地方選挙での初当選は、私たちにとっても
大変うれしかったのですが、選挙戦の結果についてどの
ような感想をお持ちですか。
佐藤 選挙は全く初めてで、去年の９月に大分に帰ってから
右も左も分からないまま、2600か所ほど回りました。各
地域の課題もありますが、大きな可能性を持つ素晴らし
い都市だと思いました。平日昼間は、老人会の方々とお
話ししたり、皆さんと会う機会がたくさんあったことが
選挙の結果につながったと思います。
 また、その間に総選挙があり、現職の市長の不出馬や
様々なことが起こりましたが、回りの方々の助言で乗り
越えることができました。勉強になることや新しい発見
が多かったと思います。
礒崎 １週間の選挙戦で佐藤さんが変わったという人も多
いのですが、どういう感想をお持ちですか。
佐藤 最後の１週間は、とにかくやるしかないと思い、何も
考えずに出掛けました。１度地域を回っているので、皆
さん親しみを持って迎えてくださり、うれしかったです
ね。皆さんの応援を励みに１週間を走りきって、終わっ
てみると、あっという間でした。
礒崎 途中で勝てそうな雰囲気はありましたか？

佐藤 有権者の皆様の手応えはありました。しかし、相手候
補者も必死なので、どちらが優勢なのか最後まで分かり
ませんでした。
礒崎 特に出身地の稙田の皆さんが相当がんばったと思い
ますが、地元の人はどうでしたか。
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佐藤 小・中学校の友人はもちろん、出身の雄城台高校も
稙田にあるので、友達の応援が非常にうれしかったです
ね。本籍地の野津原の皆さんも隣保班から応援していた
だき、そこの親戚も知り合いに電話をしてくれて、大変
ありがたかったです。
 私が選挙に出馬することで、
「皆で集まっていろんな
活動できたのは、自分たちのいい経験になった。
」と言
ってくれまして、私も良かったなと思います。
礒崎 佐藤さんと私は、大分市での第２期合同選抜の第１期
生で、佐藤さんが新設校の雄城台高校に、私が舞鶴高校
に入学しましたが、
お互い今となっては良かったですね。
佐藤 舞鶴高校に礒崎さんがいるのは、共通の友達もいたの
で高校の頃から良く知っていました。大学の時もいろん
な所で一緒になりましたし、今回の選挙でも大変お世話
になりました。
礒崎 そう言えば、雄城台同級生で医師の河野先生は、応援
演説が随分上手になりましたね。
佐藤 河野さんは、学会等での発表をたくさん経験し、発信
することが好きな方だと思います。脳神経外科で精密な
手術をやるので、応援演説の後、すぐ病院に戻り手術し

て大丈夫だったかなと心配しましたが、患者第一、選挙
が第二で後援会長を引き受けてくれたので、上手に切り
分けてくれました。
礒崎 奥さんにも随分選挙区を回っていただいたと聞いて
いますが、最初に出馬すると話した時はどうでしたか。
どうやって理解してもらったのですか。
佐藤 （笑い）
いやー、驚いていました。いったい何を考えて
いるのという様な顔でしたね。私が一旦言い出したら何
を言っても聞か
ないから、仕方な
いからそれなら
応援しようと思っ
たのでしょう。妻
がこういう活動
に向いているか
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分かりませんが、実際非常に力になってくれ、ありがた
かったですね。
市長になって
礒崎 今、御家族はど

うしていますか。
佐藤 妻は大分にい
ますが、東京に妻
の両親がいるの
で、東京に行って
いる間は、私は単

身赴任です。息子
と娘は、東京で就職して独立しています。母は稙田の実
家ですが、長浜町に部屋を借りたので行ったり来たりの
状態です。
礒崎 市長になってまだ日が浅いですが、少しは慣れましたか。
佐藤 今２か月ですが、懸案事項も幾つかありますので、早
く一通り経験できたらなと思います。来週から市議会が
開かれ予算審議が始まりますので、様々な議論ができる
と思います。
礒崎 私も市役所勤めはしたことがありますが、市長には土
日の休みがないですよね。行事に出て挨拶するのも重要
な仕事ですが、どうですか。
佐藤 出てみると行事も楽しいものが多いです。多くの市民
の皆さんと知り合いになるいい機会だと思っています。
平日と違い、週末は、少し休養も入れながら行事で挨拶
する機会もあるので、楽しみながら参加したいと思って
います。礒崎先生も、土日は大分に戻ってきて、同じで
すよね。
まちづくりの方向性・豊予海峡構想
礒崎 少し政策のことを聞いていきたいと思います。最初に
まちづくりについて、中心市街地の話は様々議論があり
ますが、どういうことをお考えですか。
佐藤 ＪＲ大分シティと県立美術館ができて、大分市が変化
し、楽しみだと思う人も多いと思います。一方で、都市
計画の観点からすると、もう少し考える必要があると思
います。地域の基本計画を作りながら、中心市街地につ
いては見直しをして、中央通りの車線問題を再検討し、
城址公園の跡地や大友館の位置付けをして、さらにウォ
ータフロントも入れて考えると、かなり中心市街地とし
ては完結したものになるのではないかと思います。昭和
通りや中央通りなどがどういう役割を果たしているの
か議論して、皆さんの合意を得て都市計画を作っていく
ことが大事だと思います。まずは、都市部の基本計画案
を来年の３月頃までに策定しようと思っています。
 中央通りの車線は、今２車線で実験していますが、検
証委員会で検討を進めており、歩道の人通りが増えたの
か、道路が混雑してないかなどを検討して９月中に報告
が出されます。本工事については、
基本計画案より前倒し
で年内を目途にどうするか決めていきたいと思います。
礒崎 一方で、豊予海峡の話は、県に先駆けて大分市から大

きな話を出したので、皆さんびっくりしたでしょうが、
どのように取り組んでいくつもりですか。
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佐藤 これは、大分市だけですぐに実現できる問題ではな
く、国や県や地域、学会も含め議論して取り組むべき問
題です。その上で、東九州新幹線や豊予海峡ルートなど
達成を目指すべきテーマが幾つかあるでしょう。その一
つとして、豊予海峡ルートを通じて東京と結ぶ取組もし
ていく必要があるという問題提起をしたのです。
 12年間構想は凍結されていたので、具体的に進めると
したら、経済状況の変化やコストなどを、新たに検討す
る必要があります。公共事業が多かった時代に四国と中
国の間で橋が３本架かりましたが、今はインフラ整備を
行うには財政的に厳しい時代です。地方創生で必要な整
備をやっていく場合に、対岸の愛媛県や伊方町などと交
流して機運を高め、しっかり提案ができるよう準備して
おくことが大事です。
礒崎 四国側への働き掛けは重要だと思いますが、今言った

ルートでやっていく訳ですね。
佐藤 県も、去年から予算を付けて調査をしています。今ま

で財政再建優先で、豊予海峡ルートは凍結状態でした
が、一所懸命やっていた佐賀関町は大分市に合併された
ので、優先順位をよく考えながら取り組んでいこうと思
います。福岡との結びつきも大事ですが、日本の成長セ
ンターである東京、名古屋、大阪と直に結ばれることが
大分発展のために非常に大事だと思います。
礒崎 高速道路も全国的にほぼ見通しが付いてきたので、残
るは九州、四国の間だけですね。四国と本州の間に３本
も架かっている訳ですからね。
佐藤 九州と四国の間に１本架かっていれば、瀬戸内全体に
とっても状況は相当違っていたと思います。
高齢者対策・少子化対策
礒崎 是非、がんばって構想を前に進めていただきたいと思
います。

 一方で、福祉は、高齢者対策、少子化対策が大きな目
玉になると思いますが、
高齢者対策から伺いましょうか。
佐藤 制度が大きく変わり、高齢
者介護は在宅で行う方向で
すね。そのためのコミュニテ
ィ作りや、家庭で介護する人
の支援をどうしていくのか
考えて対応することが大事
だと思います。地域力を付け
て、高齢者が安心して暮らせ
るようにしていかなければ
なりません。
礒崎 子育てに関しては、広瀬知事が「子育て満足度日本

一」とおっしゃっていますが。
佐藤 大分市内でも待機児童がいるので、働く人が安心して
預けられる保育所の整備、保育士の皆さんが安心して仕
事ができる環境作りが大事です。不妊治療等はコストが
掛かるので、支援も県と連携しながらやっていきたい。
子供ができて働きづらいではなく、子育てしながら職場
に復帰できる雰囲気作りも大事です。認定こども園制度
が始まりましたが、現場の対応がまだ混乱しています。
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行政の側も、厚労省、文科省と分かれていたのを内閣
府に一元化し、試行錯誤しながらやっています。大分市
も、保護者のニーズが何かをつかみ、省庁に情報提供し
ていきたいと思います。
礒崎 大分市も広いので、子供が足らない保育園もあれば、
待機児童がいる所もあります。大分市の中での地域差は
どう考えていますか。
佐藤 地域ごとに募集をするとき、定員不足の所に限定して
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てもらうということにしていきたいと思います。
礒崎 佐藤さんに対する市民の期待は非常に大きいと思う

ので、バンバン政策を打ち出していただきたいと思いま
すが、市長としての全般的な抱負はいかがでしょうか。
佐藤 意欲的な職員と一緒になって大分市の発展を目指し、
市民の皆さんに頼りにされる大分市役所を実現してい
きたいと思います。そのために県や国の施策も活用して
いきたいし、国会議員の先生方の力を借りなければ実現

募集をしています。地域で対応しつつ、広域で考えて入
りたい保育園があれば対応できる柔軟性を高めたいで
すね。また、増加している団地の空き家を子育て中の皆

しないこともあるでしょう。基礎自治体として行ってい
る仕事については、関係市町村とも連携を図って協力し
てやっていこうと思います。

さんに活用してもらう試みを行ってきましたが、今後は
県外から移転する人への提供も考えていきたいです。子
供たちが巣立って老人だけになった団地もありますか
ら、にぎわいを取り戻すことを考えていきたいと思って

礒崎 ありがとうございました。今後とも大分市のためにが
んばってください。

います。
市政の改革
礒崎 教育も制度が変わって、ある程度市長の影響力を及ぼ
すことができると思うので、がんばってほしいと思いま
す。大分市は長い間革新市政が続いた訳ですが、
市政改
革という意味ではどういうことがありますか。
佐藤 適材適所の人事です。まだ着任して間がないので、皆
さんから説明を受けながら人を知るプロセスを通じて、
適材適所を進めていきたいと思います。
 また、女性幹部が少ないので、女性の登用も非常に大
事です。例えば、県との連携の担当や、東京五輪・パラ
リンピック、ラグビーＷ杯に向けた特命的な対応を女性
職員にお願いしています。
 二つ目は、公共施設の管理や清掃等はできるだけ民間
の力を活用し、市の職員は、民間でできないことをやっ

御

挨

拶

さ とう

き いちろう

佐藤 樹一郎 氏

昭和32年大分市生まれ、東大経済卒、旧通商産業省入省、
中小企業庁次長、日本貿易振興機構等を経て平成27年４月
大分市長に就任

いそざき陽輔後援会

会長

森竹治一

本年３月、髙山泰四郎会長の後を受け、いそざき陽輔議員の後援会長に就任しました。
有松会長を始め、いそざき陽輔新風会の皆様におかれましては、いそざき議員を国政の場
に送り出し、政界での活動を後押しするため、常日頃より多大な御努力を続けられておりま
すことに、心から敬意を表します。
いそざき議員は、現在、国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官、党憲法改正推進本部事務
局長等として、重要政策の立案とその実現に向けて、日々御尽力されています。安倍内閣の中枢を担う、まさに内閣
の顔として、国家の舵を取っているわけであります。
私ども地方の事業者にとりましては、経済の行方も大いに気になるところであります。アベノミクスの効果が徐々
に現れ、都市部あるいは大企業が先立つかたちで景気は上向きに推移しております。しかし、地方経済の浮揚につな
がる本当の波及効果はこれからであり、今年が正念場ではないかと考えております。
いそざき議員には、地方経済が本当に元気を取り戻すまで、もうひとがんばりしていただきたいと願っております。
そして、必ずや、我々の期待に応えていただけると信じております。
私といたしましても、微力ではありますが、県内に17ある商工会を代表する立場として、また、経済界の一員とし
て、新風会の皆様と力を合わせ、いそざき議員の活動を
森竹 治一 氏
全力で支えていく所存であります。
宇目町議会議員を経て、現在、佐伯市番匠商工会会長、大
いそざき陽輔議員が、日本のために、そして大分県の
分県商工会連合会会長、佐伯市社会福祉協議会筆頭理事、佐
ために更に大きく羽ばたかれることを祈念しまして、就
伯市国保運営協議会会長 74歳
任の御挨拶といたします。
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BS 朝日「激論！クロスファイア」に出演

憲法改正に関する自民党街頭演説会

城下かれい祭り日出町女性会の皆さんと

東九州自動車道開通式で

童話祭で仮装した玖珠町職員の皆さんと

理容業総代会で挨拶

自民党に入党して、礒崎陽輔を支えてください。
自民党では、現在、党員獲得運動を行って
います。議員ごとに党員獲得目標が定められ、
当支部は、1,000 人とされています。
つきましては、礒崎陽輔が支部長を務める
自民党参議院選挙区第一支部に入党いただき、
礒崎陽輔の活動を支えていただくようお願い
します。
また、
既に党員になっていらっしゃる方も、
是
非とも御家族の入党に御協力をお願いします。

◆入党資格◆

１ わが党の綱領、主義、政策等に賛同

される方
２ 満 18 歳以上で日本国籍を有する方
３ 他の政党の党籍を持たない方
一般党員
家族党員

党費年額
党費年額

4,000 円
2,000 円

※入党申込書を送付させていただきますので、
事務所まで御連絡ください。

