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市全体の景観やまちづくりについての意見  

岡崎市の印象等 

23 年を過ごしてきた岡崎が大好きです。とても住みやすいです。中途半端な街と思うことも多々ですが（笑）、まだ若い街なので仕方な
いかと思います。とにかく自然（川、山）は子供の思い出に一番残ると思います。自然に手を付けるのは、最低限にしてほしいです。あ
と、ホタルも大事だと思いますよ。自然にかこまれて過ごしていけたら幸せですね。 

この近辺の市の中では岡崎市の景観等雰囲気はとてもよいと思っています。 

岡崎が好きです。これからもキレイで歴史のある岡崎を守っていきたいです。 

岡崎公園周辺が統一感のあるデザインで、家康館や白壁、図書館交流プラザ・りぶらなどとても環境が整ってきて良いと思います。市
外の方からも良い所に住んでいるね！とうらやましがられています。友達を案内するにも誇らしい良い所です。もっと観光の中心にな
ると良いと思います。 

岡崎城の周辺の参道、家並がキッチリ整っていい感じがします。車で国道を通る時や、散歩でよく行きますが、南公園も良く整ってい
ていいなと感じます。 

仕事や大学で岡崎をはなれる事が多いですが帰るとホッとするし、住みやすい町と思います。美しい景観も多く自然も守られているほ
うだと思います。 

私は大阪で生まれて神戸で育ち 42 歳で名古屋に住みました。岡崎に来たのは昭和 53 年で、もう居住年数も 30 年に近づいてきまし
た。岡崎に住んで感じたことは住民がとてもまろやかな人が多いことです。人間性も穏やかで岡崎市の景観は私にとって大好きなもの
です。終の地として岡崎に住まわせていただくのは本当に幸福だと喜んでいます。僕も孫も大きくなったこの岡崎を愛しています。あり
がとうございました。 

春になると、桜の花が楽しみです。岡崎もとても綺麗ですが、豊川のサティーの前の桜の景色がとても綺麗です。佐奈川の川沿いに
咲く桜ですが、菜の花とのコントラストが目を楽しませてくれます。それに、掃除が行き届いていていつも綺麗で感心しています。ごみ
一つ落ちていない様です。川周辺などは、車に気をつかわず散歩が出来る事もいいです。 

矢作地区も住宅化が進み、昔の面影も少なくなっていますが、神社、農作地などまだまだ魅力的なところがあります。 

歴史的なまちづくりを望む意見 

お寺や神社の多い町なので、もっとアピールしてよい岡崎にしていきたい。 

あまり違和感のない範囲で、たとえば看板や道路標識に統一感を持たせたりするだけで、随分スッキリするのでは？西尾市が寺の町
として PR していますが、岡崎市も寺の数では京都に負けない程あるので是非 PR してください。 

ヨーロッパ諸国の景観に対する意識や取組みを参考として、日本独自の景観、建造物を維持していくことこそが、過去から未来へのバ
トンの担い手である現代人（我々）のあるべき姿であると私は考えます。 

欧米や中国等の一部の市町村では、建築物の色、素材、形に至るまで統一している所もある。その景観は美しく、日本の統一感のな
い無駄な看板だらけの街並みが恥ずかしく思えてしまう。市内全てとはいえないが、せめて、岡崎の重要観光地域の景観は厳重に管
理し、守っていってもらいたい。 

岡崎は５年ほど住んでいますが、家族は他県にいるため、終の棲家とは感覚が違うのですが、ゆっくりとした伸びやかな環境がこの町
の魅力だと思います。この景観を大切にしてほしいです。歴史とともに知の発進地でもありますので、世界的にも日本を象徴する場所
と思います。 

岡崎市…全国的には知名度は高くない。その中で景観を云々する場合に、その目的を考えると「徳川家康出生の地」を全国的にアピ
ールしたい。その目的に向けて景観整備や公共施設の充実を進めるべきではないでしょうか。 

岡崎市は近代化を急ぐあまり古き歴史ある場所をなくしてしまった。また再建する心も気持ちすらなくして、都市化してしまった。歴史
は先祖であり、人の心を知るのに大切である。都市化は人間の真心をも失わせている。教育、心、人、良い景観を大切にしたい。 

岡崎市は社寺が一番多いので、歴史や文化など大事にして、観光地としてもみてもらえるような場所として、また、懐かしくて落ち着く
町といわれるような住みやすい岡崎市にしてもらいたい。 

家康公が生まれた所故、それを頭に入れてまちづくりを考えて下さい。 

白川郷・高山・中山道などの観光地に遊びに出かけた時、遺産としての建物と調和するように、近隣の住居も色あいや高さを町並み
に合わせて建てられていた。築年数の浅い家でも、町並みに合わせていた。岡崎も場所によってはそうした調和を考えられたら、美し
く見えると思う。 

近代的な世の中ですが、良好な風景、昔ながらの建物・街並・風景を壊さないようにお願いします。 

古い歴史を守りながら景観計画を進めることが望ましい。 

私は女ですが、三河武士の子孫として誇りを持って大人になりました。今から育っていく子供達も、岡崎を誇りに思って育ってくれる
様、古いものも大切に残してあげたいと思います。その為の協力は惜しみません。 

新しい建造物は勿論素晴らしいのですが、古いものには現代では造り出せない美しさがあります。 

戦前、戦後を通して岡崎の地場産業として市民の生活を支えた「ガラ紡」など歴史あるものは多い。先日中日新聞（三河版）で紹介さ
れた桜井寺町の「水車」などは、市として保存や支援を頂きたいものである。上記は一例であるが、「温故知新」の気持ちで、岡崎の歴
史の保存に力を入れてもらいたい。 

全部について原案を作っていただいた苦労に感謝します。益々市の美化に協力したいと思います。宮崎村誌記によると、当地は約４０
０年くらい前より襌寺の普及により茶の栽培が始まりました。また、茶業宝典書によると、茶は、約８００年前に、栄襌大師僧が支那よ
り薬草として伝えたとのことです。当地も明治～昭和と大盛期がありました。現在は社会状勢が変わり、食生活の変化もあり、茶の飲
用習慣も変わり、生産者も少なくなりました。昭和の末期まで１５工場あった茶の製造業も、現在５工場と減りましたが、当地が茶の産
地であった歴史は残したいと思います。 

歴史的、かつ自然を活かしたまちづくりを望む意見 

岡崎には、江戸時代をしのばせるような歴史ある場所がたくさんある。そんなスポットと自然を大切にするため、市街地やグリーンベル
ト地帯を整備するための資金をもっと投資すべきである。都市計画以上に必要と考える。 
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岡崎は古い町並や歴史的財産を多く残した町です。自然も多くあり、山あり川ありの豊かな町だと思います。いつまでも古き良きもの
が残ってほしいです。（在住 3 年目ですが、良いところが残されていていい町だと思います。） 

岡崎は少しクルマを走らせると自然がいっぱいのいいところだと思います。また古い町並みも残っています。便利さも大切だと思いま
すが岡崎のいいところを残す、いいところを引き出す景観づくりに期待しています。 

自然や歴史的建物などを大切にして下さい。心が落ち着くような市であってほしい。 

色々な問題があります。景観は非常に大切なことです。この計画は大切だと思います。でも、無理・無駄のない景観作りをして欲しい
ですね。最近古い樹木、建物がなくなっていくのが残念です。 

自然を活かしたまちづくりを望む意見 

・山、川など、自然にさからわないこと。  
・人工建築物は、自然に調和させる必要がある。 

岡崎に越してきて山には薄紫色のツツジが咲き藤の花が咲き、山に入れば山菜もとれ、岡崎とは良いところだと思って過ごしていま
す。こんな自然が、どうかいつまでも壊れずに残ってほしいと願っています。 

岡崎に住んで 9 年目。岡崎の便利さと、なんといっても自然もあるところが好きです。便利になるのも良いですが、自然も大切にしてほ
しいです。自分も自然を大切にしたいと思っています。 

岡崎市民になって４０年以上になります。当時家は農地の中にあり、東は足助街道、西は２４８号線東の連山が良く見えました。家の
近くの草むらにキジやイタチ等自然の動物も住んでいました。年々変化が進み、今は田畑や動物も、家の近くで目にすることはすっか
りなくなりました。市の景観に関する件については、得るものも失われるものもあると感じています。 

岡崎城のお堀にホタルをよみがえらすことは出来ないか。①夜の照明規制②地下水③ホタル専門家④市役所内にホタル課を設け
る。 また、自然有機農業を推進していくべきと思います。 

景観といわれてもとても理解しにくいことなのでアンケートにどうこたえていいかわかりにくい。下山学区としては自然をいかに守るかと
いうことになると思うので里道や森林の整備しやすい政策を考えてはどうか。 

景観も大事だと思いますが、実家のほうで田んぼがなくなって家や道路ができ、今住んでいる所でも空き地にどんどん家が建ち、子ど
も達が、家の近くで虫を探したり魚を取ったりすることが出来なくなることがとても残念に思います。あと街の中の空き店舗や、人があ
まりすんでいなさそうな古いアパートは、なんとかならないかなと思います。 

景観作りという取り組みはとても興味深い取り組みですが、是非今あるものを大切に保存していける取り組みであってほしいと思いま
す。道路をアスファルトで固めたり、河川や山の自然を壊さないでほしいと思います。自然とそこに生息する生き物を大切にしていただ
きたいと思います。 

景観作りもですが、自然環境を守り緑豊かな町作りを進めて欲しい。 

人工的な景観作りもとてもよいと思いますが、今ある自然をこれ以上破壊されたくない。 

西の方面から村積山を望むと一部造成されハゲ山状態に見えます。住宅ができるそうですが三河冨士といわれる村積山はどんな風
景になるのでしょうか、心配です。 

昔は畑ばかりで、よく寝ているとホタルが飛んできたのですが、今はそういうことはありません。寂しいです。 

先日友達の所に遊びに行ったら山を切り崩している光景を見ました。多分宅地にすると思うのですが、一度壊してしまった自然は、二
度と取り戻すことはできないので、とても残念に思いました。 

美しい自然を保つことができる景観づくりを希望します。 

例えば道路などが整備されることで樹木が切り倒されたり、自然がなくなりつつある。切り倒すのではなく、保存しながら自然をいかす
設計計画をし、昔ながらの風景をなくさないでほしい。なんでも便利を求めるあまり、大切なことを見失っている気がする。また矢作川
の河川敷をもっと有効活用してはどうか。市民が集まり和める場所にしてはどうか。街の中に樹木や花があふれる温かい空気の流れ
る町であってほしい。 

新しいものを取り入れたまちづくりを望む意見 

“岡崎らしさ”も大切にしたいですが、逆に“岡崎らしくない”のもいいと思います。「岡崎中央総合公園」なんかは、でき
た時感動致しました。「岡崎もなかなかやるじゃん！」と。以来、市外の友人が遊びに来ると、マインドスケープミュージア
ム辺りに連れて行きます。 

古いものを残すことばかりでは発展しません。 

観光に着目したまちづくりを望む意見 

ベッドタウン的な市であるため、人が生活していくために必要なお店が多く、日常生活のための店が中心となっている町なの
が少し寂しい気がします。観光客を意識し、楽しむためのお店が増えることでよくなっていくと思います。市外の人に見られ
ているという意識を持ったお店づくりが大切だと思います。 

岡崎市は観光都市としてのみ生き残れる。観光地（歴史的建物等）をつなぐ環状道路を造り市電を復活してはどうか。 

岡崎市は、京都・横浜・金沢など参考にして、商業と観光をメインとした町並みを再構築すべきと考えます。県外からの観光
客を大切にして、町の活性化を図るべきだと思います。 

昔からの風景が残るまちづくりを望む意見 

街がキレイになるのは嬉しいが、生まれ育った町並みが消えていくのはさみしい。 
昔よく遊んだ公園や、思い出のある場所は残っていて欲しい。 

子供のころから遊んだ大好きな場所が区画整理により無残な姿になってしまった。大規模な開発はもう止める時代ではない
か。 

古いものを活かし、新しいものも取り入れたまちづくりを望む意見 

岡崎市は歴史的な街でありながら、それがうまく活かされていない気がします。新しいものを上手に取り入れながら、居心地
の良さを感じる街作りを期待しています。 
古い町並、新しい町並が調和したまちづくりをして欲しい。行ってみたいと思えるまちづくりやその保存には、市の援助も必
要。通過される町から泊まってみたい町にしたい。 
古い町並みを残すことも重要ではある。しかし、そこに生活する人、寝食する人に苦痛を強いてはいけないと思う。特に三河
は車社会だから。例えば八丁蔵並で火事が起きた時、消防自動車は速やかに入れるか等、安全面も配慮して欲しい。 
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航空写真を見ていただくと分かると思いますが、他の都市と比べ、岡崎は池と緑が多いです。特に市街地の緑は他の都市に誇
れると思います。しかし一方で 近開発が進んでいる 248 号線以西の元々田畑だった地域では、乱開発が進んでいるようで全
体的に緑が少ないように感じます。建物の高層化と緑地の確保をバランスよく進めて新しい岡崎市を作ってもらいたいと思い
ます。 

昔い町並みも大切にしたいですが、新しい物も取り入れる事も大切です。 

将来の子供たちのことを考えたまちづくりを望む意見 

子ども達の意見を、きちんと聞く場も設けてほしいです。それをサポートする人は大変ですが、それによって子どもはぐんと
成長します。未来の岡崎を担うのは子供だから、岡崎を愛する子供を育てて欲しいです。 

将来のことを考えて、広い視野を持ち、自己中心でない心で、子孫の為になる計画を立てください。 

羽根学区内の公園は遊具が少なく、子供達が楽しめる場所ではなくなってきています。シビックセンターにばかり目がいきが
ちですが、周辺の羽根公園など、遊具を増やし整備を行い、子供達に公園としての役割をはたせるようにしていただきたいで
す。子供達にやさしい町になるといいと思います。 

環境に配慮し、子ども達も安心して過ごせるようなまちづくりをしてほしい。 

新たに作り出すのではなく、現在あるものを保全、保護、そして改善し、子どもたちへ残し、他市の方に胸を張って自慢でき
る様なものになれればいいと思います。 

10 年、50 年、100 年先のことまで考えて大切な岡崎の街を守っていきましょう！ 

岡崎に住んでいるかたにとっては当たり前でも、気が付いていない大切なものは沢山ありますので、ぜひとも将来へ、後世へ
とつなげて残していってほしいと思います。またそれが岡崎の文化となり岡崎の発展につながるものと思います。 

その他（まちづくりの方向性について） 

外国の調和の取れた街並み（景観）を見ると、それだけで心をうたれるものがあります。岡崎もそのように思える地域が少し
でも増えればと思います。 
基本になる青写真を造り、その計画を少しずつでも良いから年々進めることが必要です。末代に良い景観を残せるように努力
が必要です。そのようなまちづくりは、市の発展にもなるものと思います。 

景観づくりをしていく上では、多数決で決めないでセンスの良い方に参加していただきたい。 

景観づくりを行うなら周囲等もふくめ、誰が見ても「こうやりました」と見てわかるような変化を期待しています。個々の場
所にあった風土づくりで魅力ある街づくりを期待しています。 
景観について、「景色がいい」「昔ながらの思い出がある」などから想像するものか、長浜の黒壁又は高山などのものか、あ
るいはヨーロッパの様な市全体を統一するものか、どの程度のものを目指しているのかよく分からない。 
現在は個人が思いのままに建物を造っている。本当は小学校の頃から教育をして、町全体を考えた建築物を造ることから始め
２百年、３百年かけ景観に歴史（歴史ある景観ではない）があるようにしたい。 
建築物の高さ（マンション等）は配慮して、野鳥などの小動物を大切にした良い環境にしたい。また、子供達やお年寄りの集
う安全な公園などを作り、ペットを飼っている人にはドッグランなどを作って地域の人達が会話の出来る町がよい。美しい景
観に誇りをもち、岡崎を愛していくことができるようなまちづくりをしたい。 
県市外の人から「岡崎はどんなところですか。何がありますか。見どころはどこですか。」などと聞かれてもすぐ○○と答え
られるものが思いうかばない。商業都市であって観光都市でないことはわかりますが、刈谷のハイウェイオアシスのように、
岡崎市のシンボルとして、何か特徴ある建造物・自然環境がほしい。 

美しくて、活性化している岡崎市になりますよう、一市民として切に願っています。 

魅力ある町、住みよい町を求む。 

名古屋のような巨大都市に少しでも近づくように開発することも重要だと思いますが、その反面、山、川、緑などを保ってい
くことも大切なことだと思います。便利さを追求していけば自然はそこなわれます。その辺は大変難しいことだと思われます。
住みよい岡崎になって欲しいです。 
歴史、自然、近代化の三者両立は難しいのでしょうか。岡崎はどれかひとつをえらばなければならないでしょうか。一つを選
べば景観的に色が出ていいような気もします。 
中途半端なイベント場はあるが、幸田のさくら会館、豊田の市民文化会館等の様に大きい駐車場とゆとりがあるコンサートホ
ールが無いので創って欲しい。高隆寺の美術館の近く等、広いところは随所にあると思います。 
・用途地域の規制強化が必要と考えます。 
・同一業種が区域に集中するよう誘致する。 
・若者や老人を含め、あらゆる年齢層に魅力ある街づくりをする。 
・京都、高山、越前大野など他の都市からも多くのことを参考にする。 
岡崎らしい景観に記入できませんでした。それは、今、駅周辺などを整備していますが、岡崎全体としての景観は、何ひとつ
良いところが無いように思えるからです。個々に整備しても、それが全体として見るとまとまっていないと感じます。他から
来た人が駅に降りて大樹寺に行くとして、その間何を感じるでしょう？ 
不便さでしょうか?緑の町なら緑、花なら花、歴史なら歴史と一本にしぼって全体を良くして欲しいです。 
(別途メモ) 
今年の花火を見に行って、お城のそばに建ったマンションが気になりました。 
県外や市外の人に、岡崎市で何をイメージするか聞いたら、何と答えてもらえるでしょう。岡崎城？大樹寺？実際行ってみて
感想はどうでしょう。 
住んでいるものから見ても景観はいいとは言えませんし、アピールもできません。 
古いものを保存するのみでなく、今住んでいる周りの者・物との共存や一体が必要でないでしょうか。 
駅からお城・大樹寺へ訪れるとき、その道中の景観はどうでしょう？ 
岡崎市は駅なら駅だけ、中総なら中総だけと個々にしか考えていないと感じます。 
殿橋の桜もだんだんと綺麗さが無くなってきている感じがします。 
岡崎市全体として、緑なら緑、花なら花と、まずは一つに絞って景観を考えていく必要があると思います。 
住んでいる人たちはもちろん、多くの人が訪れやすいよう考えるべきだと思います。今、住んでいる人も訪れたいと思う場所
や景観はあるでしょうか？ 
これらを考えた上で、昔からある素晴らしいものを大切にしていかなければいけないし、色々な人に知ってもらい、訪れても
らうということが大事だと思います。 
岡崎市はどうしても車社会なので、駐車場を考慮した景観作りが大切です。アーケード、歩道橋の撤廃。電線、電柱の埋設等。
市は建築デザインに口を出さず、専門家に仕事を発注したのならば任せるべき。市が口をはさむと結果として悪くなることが
多い。折衷案で特徴がなくなるからである。 
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岡崎市は街づくりに対してムラがある。やるところとやらないところの差が大きい。隣の安城市はまんべんなく町に公園をつ
くり、トイレなどもキレイにして街づくりが上手だと思う。岡崎市もそうなるといいなと思います。 

海外の美しい街並みを見ていると、そこに住んでいるだけで気持ちがよいと思える。日本は街づくりが遅れている。 
家がくっつきすぎ、騒音もあり、住んでいても疲れる。気持ちの良い街づくりを望みます。 

旧岡崎市内と旧額田町内では景観作りの対象や狙いが異なると思われる。旧額田地域への景観づくりへの配慮もお願いしま
す。 

個人として景観の保存は、①自家の調和（他家と突出しない）②自分の町内（地域）の清掃及び緑化推進③個人としての関心
を高く持つ 等々実施できる事も限られているので、行政（市）としての基本方針の浸透を広報し、徹底を図ってもらいたい
と思っています。 

昨年イギリスへ旅行に行ったのですが、ロンドンも田舎の都市も建物の色や素材がその地域毎に統一されていて、とっても良
い印象を受けました。また、各家ごとに美しい庭があって、洗濯物などは通りから見えないし、道路にゴミ等落ちていなくて
とてもきれいでした。道路に沿って花の種をまいてあるようで、美しい花がたくさん咲いていました。 

若い方の意見は重視してください。他県から見て魅力ある特徴ある岡崎市を願っています。 

心がいやされる様な町作り、住んでいて幸せを感じる町まちづくりが出来たらいいなあと思います 

税収には限度があるので、過大な公共投資や行政負担拡大よりも、市民生活に密着したきめ細かい施策で、心豊かなライフス
タイルの創出ステージを提供すれば、景観づくりやその維持活動にシルバー人材の活用がすすむのではないか。（老後の生活
は、お金は出ないが労力ならば提供可能性を期待できる。ボランティア活動への啓蒙・啓発が重要である。） 

昔ここに城を築いた人は何を考えて築いたのか。重要だから築いたのだから、その理由が分かると、より良い街づくりに役立
つと思う。長年岡崎に住んでおり、両親が健在であることから岡崎市がより発展しよい町になってほしいという気持ちが強い。
ここ 6～7年の岡崎の人口増加には目を見張るものがある。康生地区の商業の衰退などが言われた時期もあったが、都市も生
き物なので「どこに何の中心があるか」ということについては永遠ではない。全体としてよくなっていると思う。 
岡崎市内の違法駐車も少なくなり、道幅は変わらなくても車で走りやすくなった。住みやすいと思う人が増えていく街づくり
を願っている。 

総合的に見ることができるプロデューサーが必要だと思います。 

大樹寺小学校の南門の所に時々違法駐車の車が停めてあり、観光客の方が大樹寺からのビスタラインの写真を写すのに困って
おられます。市民としてとても恥ずかしいので、ぜひしっかり取り締まってほしいです。 
大樹寺の南側は木が枯れてほとんどなくなってしまっています。なんとかならないでしょうか。ものすごく荒れた印象をうけ
ます。 

地域の美化活動からはじめ少しずつ拡大し、景観づくりに行き着くとよいと思います。 

殿橋から見た紅葉と岡崎城の景色が、とてもきれいなので大切にして下さい。 

発展とは大都市化することなのか？ 

本年になり福祉センターが設備され地域として大変喜んでおりますが、まだまだ東部地区は色々な面々で立ち遅れています。
まずは目標にあるように景観計画の啓蒙を足がかりとして、大いに地域の美化発展併せて東部地区への PR をお願いをする次
第であります。 
住宅地景観は変化するのは当たり前です。変化にバランスよくついていっていないのは、農地と住宅地である。町の真ん中の
農業大学は、現代社会の住環境と景観を考えていかないといけない。只の農地があるというだけでは、よい景観とはいえない
のではないのか。 
六ツ美南部地区は田んぼがどんどん埋められ宅地化されているので、水の問題・温暖化の問題等を含めた、田んぼの保全に税
金をつぎこんでほしい。これから田んぼを購入したい人には税金を（固定資産税）を安くして、現保有者（市街化区域の持ち
主）が安全な米や野菜作りが出来る、緑の多い町にして下さい。田んぼのある町は涼しいですよ。 
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岡崎城についての意見 

岡崎城の眺望と高層マンションやビルについて 

岡崎城の直ぐ近くに高いビルが建ち、景観が台無しです。 

大樹寺山門から見る岡崎城は市民にとっての誇りなので、建築物の高さの制限を設けるべき。 

岡崎城のバックにビルが高々とそびえる風景には、がっかりです。岡崎の景観を守りたい。 

岡崎公園の周辺にミスマッチの建物が増えて来ている。「大樹寺からの歴史的眺望」のみでなく、岡崎城近隣四方からの眺望
も、今後考えて、近隣のホテルの移動等の対策を行って欲しい。景観が悪い。 

近、岡崎城の近くの一号線沿いに、高層マンションが出来て、お城・公園とミスマッチで景観がそこなわれてしまったと思
っています。市として高さの規制をしてほしかったです。また、マンション等が余りに高層になったので、楽しみにしていた
花火も見えなくなってしまいました。残念な事です。 

岡崎城に大きなマンションが建って景観をそこねている。ああいう物は市の行政で規制すべきだったと思う。 

岡崎のシンボル岡崎城を見下すような高い建物が建ったときには、がっかりした。 

岡崎公園の傍に高層マンションが建ってしまい、とても残念です。 

岡崎公園周辺の高層マンションは、景観を非常に損ねていると思います。 

東西南北どちらから岡崎に来ても、岡崎城が見えるようにして欲しい。 

岡崎城のすぐそばに高いマンションがたくさん出来て、とてもがっかりです。岡崎城と大樹寺を結ぶラインだけ遮らなければ
いいと思っていて、市の方はこれまで景観については何も考えていなかったのだ。怒！ 

岡崎城の近くに高いマンションができてしまい、私の家の方よりお城が見えなくなり残念です。 

岡崎城周辺の景観については、特に市と市民がまとまって守っていくべき風景であると思います。名鉄岡崎ホテル跡地の高層
マンションは１つだけ突出して高いため、景観として悪く、とても残念である。 

岡崎には結婚前に 30 年近く住んでいて、又、昨年から 23 年振りに住む事になりましたが、毎日が忙しくて、町の風景等に気
を回す機会が少ないです。しかし、大きなマンションが岡崎城付近に出来たのは、景観を損なっていると思っていました。も
っと早くこんな事を発起する必要があったのではと思います。 

岡崎城近くに高層マンションが建ち、景観が悪くなったように感じます。本紙に書かれている景観計画はいつまでに策定され
るのか、明確にして取組んで欲しい。アンケートや計画のみとならないよう、市は確実に実行して、継続やフォローして欲し
い。（市民への報告も含め） 

私は矢作川から岡崎康生方面に国道 1号を使って来た時の景観がとても好きです。右に国道 1号があり、左に康生通り、真中
に岡崎の銘菓備前屋、右にお城と見えて、岡崎のシンボルが並んでいるようで、帰ってきた～といつも思います。自宅屋上か
らもお城が見え、岡崎の一員でよかったと毎日感謝しています。お城の左側に出来た高層マンションは失敗の気がします。お
城が見えなくなって泣かれている人も多いのでは。今後は気を付けて歴史的に財産を損なわないようお願いします。 

城が見えにくい。まちづくりの活動は未来の人たちにとって大変重要です。こんな街に誰がした、といわれないよう皆で協力
しあい、これ以上岡崎を汚さないように、美しさを維持しよう。岡崎市民全員で動こう。 

城周辺のマンション等は、良くない。各名所もなるべく周りに建物が無い方が良い。 

岡崎に引っ越してきて、岡崎城を見つけるのにとても時間がかかりました。岡崎城はとても有名なところなのに、周りはビル
が多くて、気にかけながら車を運転しないと気づかない程で、すこしがっかりでした。もう少し周辺がどうにかならないかと
思います。 

殿橋から岡崎城を見た時に、大きなマンションが建っており景観がよくないと思う。周辺の建物の許可は、厳しくしたほうが
いいと思います。 

お城が埋もれてしまう！旧外堀までの範囲高い建物はつくらせない。新図書館はすばらしい。 
全てがバラバラという感じです。もっと大規模な計画を長期に立てて、すっきりした町づくりを望みます。岡崎城の景観が、
マンションによって悪くなったことは残念です。花火大会も、以前はどこからでも見えましたが、今はマンションで花火が見
えません。 
日本全国いろいろな観光地を旅して思う事は、城下町なのにこれほど景観の悪い場所を見た事がない。 1.天守閣を見下ろす
建物が近くにある事 2.岡崎城近くの川沿いのビジネスホテル  岡崎城内の公園はとても美しく、これほど樹木の豊富な公
園はなかなかありません。城内の展示物も充実している方だと思います。ただ周囲の環境が年々悪くなっていって悲しい。 

岡崎城の眺望を守るために規制を求める意見 

国道１号線を安城方向から岡崎へ移動した際に、昔は矢作橋を渡る直前に岡崎城が良く見えた。今は、西三河事務所のビルが
高く、又色が黒いため岡崎城が良く見えなくなった。見える方向の奥まで規制して、西三河事務所のビルの色を白くするべき!!
遠くから来た人が「あ、お城だ」とも言ってもらえる為に!! 
岡崎城近くの建物の高さ規制は、なるべく早くした方がいいと思います。景観と共に自然についても、補助金等も使って個人
所有の土地等を維持してもらう等も大切だと思います。田園等の維持も高齢化で大変だと思いますので、よろしくお願いしま
す。 
管生神社の横のマンション、グランドホテル横のマンション、岡崎城近くのマンションを見るたびに悲しくなります。あの場
所になぜあんなに高いビルを建てるのでしょうか？事業者、それを許可した岡崎市もおかしいと思います。残念です。未来の
ため、景観を守るため、せめて高さ規制はするべきです。 
近年、突出した建物、特にマンションの立地が進み、景観を阻害していると感じている。たとえば岡崎城付近では、乙川沿い
の高層マンションや伊賀八幡そばのマンションが、地域の歴史的遺産と景観（住民としての共有財産）を大きく損ねていると
考える。既存の建築物はやむをえないとしても、地域の歴史・観光遺産を損ねることのないよう規制をかけるべき。屋外広告
物の規制は十分に行われているのか分からないが、手続きの簡素化、手数料の無料化など行い、現実的で成果のある方法を考
えるべきである。 
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その他岡崎城について 

岡崎城に行った時、大勢の人達がきれいに清掃をしていました。いつもきれいにしている眺めは、気持ちまで整理される気持
ちになりました。 

子供の頃と比べたら、もうすでに岡崎城あたりは変わってしまって、今さらという思いです。思い出話ができるような、変わ
らない場所が一つでもあればいいと思います。あそこもここもではなく、岡崎城だけは変わらないねと言えればいいと思う。

生まれた時から８０年岡崎市に住んでおります。昔、賑やかだった所が変わってしまって淋しい思いがいたします。車社会と
なり致し方ない事でしょうか。岡崎城はしっかり守りたいですね。 

 
 
中心市街地についての意見 

駅前周辺整備について 

「名鉄駅」前が汚くて、他県の方は皆びっくりします。開発、整備を望むと同時に、「JR 岡崎」駅前も早く工事の終了をお
願いしたい。 

JR 岡崎駅の土地開発は 35 万都市とは全く言えない。駐車場ばかりでなく、商店等の誘致をしたらどうか？住宅移転の費用は
莫大なものになるから難しいのであろうか？ 

JR 岡崎駅周辺、せっかくのチャンスなのに行政がしっかり計画性のある構想で望めなかったのが残念でならない。個人の住
宅などでなく、公共性のある地域にしてほしかった。 

JR 岡崎駅周辺が以前は誠にみすぼらしく、岡崎へ訪れる人に「田舎」のイメージを強く与えており、誠にはずかしく思って
いましたが、橋上駅になって以来だんだん景観が良くなってきてうれしく思います。都市としての玄関らしく、もっと整備し
て都会らしい駅周辺にして欲しいと、強くお願い致します。 

JR 岡崎駅前周辺が異常に見苦しい。何のための駅前開発か分からない。 

景観づくりでは、その地域（市）の玄関口である駅が も大切な場所だと思いますが、それにしては岡崎市の玄関口である東
岡崎駅および周辺は、あまりにも周辺都市にくらべて見劣りがしてなりません。早急な対応を願うばかりです 

愛する市に 86 年、今は南部に住んでいます。他から移住して来た方からは、人情厚くとても住みよい町といわれます。JR 駅
付近、今は整備中ですが以前より便利になるかと心配です。JR へもっとバスを乗り入れるようにして、利用者を増やしたほ
うが良い。東岡崎も近く変わろうとしていますが、後悔しないよう、皆と話し合って百年の計を立てて下さい。康生通りなど
昔の賑わいを戻して欲しいと思います。 
岡崎シビックプラザは、JR 岡崎前で玄関部分にある主要な公共施設であるにもかかわらず、電車通との間がほとんど無く、
その上直角に高く立ち上がっているために建物の圧迫感が強い。もっと建物は控えて建てて、緑地帯を設けるべきである。市
民としてあの建て方は恥ずかしい。建て替えるべきです。 

岡崎駅周辺の整備が進んでいますが、緑が少ないです。花や木をもっと植えてほしいです。また周囲は、夜はもちろん昼も暗
い感じがするので、もっと明るく綺麗に整備されるといいなと思います。 

JR 岡崎駅付近の整備の計画性のなさにはがっかりしました。東岡崎駅付近も JR と同じようなセンスのない都市計画にならな
いように心から願います。 

岡崎市では、乙川の橋として殿橋が有名ですが、明代橋からの景観もなかなか良いです。特にライトアップされた殿橋を見る
夜景が良いです。しかしながら、東岡崎駅から明代橋周辺の都市計画が見えてこないのが残念でなりません。 

岡崎市は山、川、お城があり、緑も多くてとてもきれいな町だと思う。全国で一番寺社が多いというのも 近知った。京都が
一番だと思っていたので、そういうところの PR 不足は残念だ。 
旅行から帰ってきて東岡崎に降り立ったときに、あまりに貧相な駅前を見ていつもがっくりくる。周囲の人間はみんなそう感
じていると言う。市の顔としての玄関口東岡崎駅前をもっと大胆に変えたい。駅ビルをたてかえるだけじゃダメです！！ 

岡崎駅の周辺の整備をされているが、JR を高架にしたほうが良かったのでは？ 

岡崎市の玄関である東岡崎駅周辺に、全く魅力がないことが残念。JR 岡崎駅も期待していたが今ひとつである。 

公共の事業目的だけではなく、岡崎の景観づくりを考えた計画としてほしい。東岡崎駅周辺の区画整理を行うとのことですの
で、犬山市などのように観光客にも来てもらえるような空間になることを望みます 

康生町、東岡崎駅、JR 岡崎駅東の整備が必要である。 

東岡崎駅前の整備には、岡崎市の運命がかかっている！ 

毎朝東岡崎駅を利用するのですが、駅に行くまでの道が汚いですよね。当初はこの汚さに驚きました。変な匂いもするし、あ
まり歩きたくない感じがします。景観作りも大切なことかもしれませんが、景観が良くてにおいが良くないとなると景観も損
なわれてしまうんじゃないでしょうか？ 

幸田町で施工している JR 新駅につながる道や街を整備して、幸田町と岡崎市の境が無いような、街並みを形成してほしい。
市町境があまりにも調和がとれていなくて見苦しい。 

東岡崎駅、岡崎駅共に、駅と商店街の一体感がほしい。 

東岡崎駅周辺がもっと美しく魅力的で有って欲しいと思います。そして康生通りももっと景観が良くなって欲しいです。美合
駅周辺ももっと力を入れて頂きたいです。 

東岡崎駅前の開発に取り組んで欲しい。 

東岡崎周辺が貧弱ではずかしい。使い勝手がよく素敵な町になってほしい。遠方の客さんを呼んでも東岡崎は見せたくない。
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康生通りや商店街について 

岡崎の顔と思われる東岡崎から康生通りあたりまでの街づくりを、景観を重視しつつ発展性のあるものになるように考えてい
ただきたいと思います。 

岡崎城も大切だが、康生通りの活気のなさが寂しいです。活気があってこそ景観も重要となる。 

管生川、岡崎城周辺は景観が美しいです。康生通りの中心街に、少し昔の賑わいがなくて寂しいです。 

康生町周辺の歩道、街路灯などが整備されて、スッキリしてきており喜ばしいが、路上駐車が一台もないようにして、ますま
すスッキリした町にしたい。 

若い頃とは時代も変わりましたが、康生通りに活気がなくて、年々静かになり、活気があった昔を思い出します。 

康生通りが、もう少しなんとかならないかと思います。 

康生本町あたり何か淋しい町になりました。もっと活気の有る町になるようにしてほしい。 

市の顔であり玄関口である駅や中心地区の景観づくりは重要だと思います。東岡崎駅北側もようやくビジョンが示されました
が、康生地区がどんどんさびれていくので寂しく思います。岡崎公園や二十七曲を含めた、歴史と伝統をかもしだすような景
観づくりをぜひ進めて、昔のにぎわいをとりもどすような施策をお願いします。 

都市の顔として景観は 重要だと思います。他都市へ行った場合、景観は 初に目に入り、そこでまちの雰囲気を感じます。
しかしその内部で人々がどう行動するかがとても重要な問題です。人は便利で楽しい場所へ集まります。折角中心に位置する
のですから、康生町のセルビの建物に専門学校を招く等して、賑わいを取り戻して頂きたいです。 

東康生、伝馬町辺りの商店街の復活に研究努力してほしい。 

市内商店街で、シャッター締め放しのところが非常に多い。市の発展、美化のためにも店を解放して景観の一助として欲しい。

個々の建物や設備よりも、シャッター通りと言われる商店街の援助を優先すべきだと思う。商店街に活気があり、若い人が集
まっているとそれだけで暖かさを感じる。 

 
 
景観の阻害要因についての意見 

商業施設について 

周囲との調和、形式、色彩を無視したマンションは景観がよくなく、また、袋状私道式区画造成地に乱立する個人住宅は、景
観以前に危険きわまりない状況である。市でルールを定め、市民の生命、財産を守るべきである。 

岡崎は歴史的にも重要な町です。ゆえに子供等に悪影響を与える風俗等に関してはルールを決めるべきです。 

高層建築物と眺望について 

集合した高層マンションの建設予定がある様に聞いていますが、近隣住宅地の日照、防犯など憂慮されます。 
考えてみますと、岡崎市内に高層マンションがあり過ぎると思います。 

高層マンションの無秩序な建設を規制して欲しい。建築基準法とは別に、市の条例で厳しく規制して欲しい。色彩と高さの基
準を設けて全体の調和を大事にする。 

子供が幼いので、花火大会は中央総合公園や東岡崎駅近くの川沿いから見ています。中央総合公園から見た時、市民病院で花
火が一部見えず、見晴らしが良かっただけに少し残念でした。市や国の建物だけでも伝統を守るような建築にして欲しいと思
います。 

看板について 

近気になるのが R248 の戸崎の交差点の商業施設の看板です。 
自分の店さえ目立てば良いというような下品さを感じ、不快です。 
夜は夜でギラギラとネオンが点灯していて、つい何年か前のこと思い出すと、変わってしまったと残念です。 

市の景観を損ねているのは、大型ショッピングセンターやパチンコ店等の看板だと思うので、まず事業者に対する規制を設け
るべきではないでしょうか。 近、岡崎は治安があまりよくありませんが、それも景観をこわしている原因の一つかと思いま
す。 

電柱や電線について 

電線を地中に埋めて欲しい。 

電柱・電線の対策が必要。 

歩道のない道路では、電柱は学校等公共施設用地がある時は敷地内に設置し、道路巾員を有効に使い街並みを整えると良い。

公園や名勝地において電柱、電線の景観が良くない場所が多い。特に電柱はコンクリート色ではなく、濃緑・茶色などの周
囲の風景に溶け込んだ色に塗る。 

近、電話配線（インターネット）が乱れ、電柱が多く、又傾く等、町の景観が悪くなってきている。電話線、電気配線等
は地下配線にする事で地震対策にもなりますので、企業と検討して欲しい。 

中部電力の OB です。景観については、昭和 61 年（？）に、岡崎市の東岡崎駅前で配電線の地中化工事を実施しました。地
元のご協力により地中化ができ、景観が改善されたと思っています。 

特に電柱や電線類の設置について検討が必要。 
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ごみや不法投棄について 

ゴミ拾いボランティアについては、市民参加の啓発が必要。各コンビニに協力してもらい、岡崎市のゴミ袋を置いてもらう。
ゴミ拾いをしている間は、コンビニにボランティアの車を駐車させてもらう。ゴミ拾いが終わったら、そのゴミはコンビニ
で預かる。こうして集めたゴミは、岡崎市のゴミ回収車が集める。ゴミ拾いボランティアは、登録制にすることもよいでし
ょう。 

ゴミ捨て場は、網をかけただけではみっともない。どうにかならないのか？ 

道路、公園のゴミが減るような政策をして欲しい。 

道路にゴミ（タバコの吸い殻）のない町づくりを願いたい。 

景観づくりは、市民はもちろんの事、市として非常に大切な事業だと思います。他県、他市に行った時に、ゴミが散乱して
いたり、草がぼうぼうだとガッカリし、評価を下げてしまいます。岡崎市はそんな事のない様気をつけたいと思っています。

不法投棄・ごみ対策をして欲しい。  

特に生ごみについて、ごみだしのルールを守ってもらいたい。犬のふんは持ち帰ってもらいたい。 

ゴミのポイ捨てが少なくなるような意識の向上等、改革につながる改善をして欲しい。 

ゴミを減らして、緑を増やせば良いと思う。 

ゴミ捨てが多いため、道路・わきの溝にもゴミがあって汚く思えます。まず本当に基本的なことができるようになると良い
と思います。私は自分さえよければとゴミのポイ捨てはしません。子供の手本にならなければなりませんので。まずは自分
の身の回りから始めるのも大切だと思います。 

ご近所にゴミ屋敷があります。それを何とかして下さい。 低でも自分の家の周りくらいきれいにして欲しい。 

道路に木がはみ出していて、落葉などが放置された家庭は、見た目にきたなく、火事にでもなったらと思っております。自
宅の掃除はしっかりすべきです。 

屋外でのタバコ（路上、公園、駅周辺、住宅地）を市内全域で禁止して下さい。 

ごみ拾い運動として日を決め、半年に 1 度くらいで全市民が同日にごみをなくす日、町をきれいにする日などを定めて活動
しても良いと思う。そして集めたごみは、市のごみ回収車が翌日必ず回収してくれると良い。 

街路樹付近の雑草、ゴミの投げ捨て、特に岡崎大橋へ至る道路（元レクワールトの前の道）が気になる。 

景観とは異なるが、犬の糞が処置されず、道路上を汚している。規制して取り締まりを強化して頂きたい。 

景観より道路のゴミ問題の解決をして欲しい。 

犬の散歩時、汚物の始末を必ずするようにして欲しい。 

低ライン、道路と歩道のゴミは無いようにしたい。 

いくら景観が良くてもごみのポイ捨て等があれば台無しです。ごみのポイ捨てに対しては、市民への指導を含めて、市とし
て取組んでいただきたい。 

市内のいろいろな場所の歩道に石が沢山転がっていて、ゴミが散らかっているより景観が悪いです。車道だけでなく歩道も
定期的に整備して欲しいです。 

市内の樹木、植栽はよく手入れが出来ているように感じます。ただ国道１号等の手入れは（管理者：国交省）不十分です。
ゴミ等の散乱が目立ちます。特に岡崎インター周辺は岡崎の玄関口となります。メンテナンスを希望します。 

景観づくりもいいですが、まずゴミ問題から考える必要があると思います。他人の山や畑にゴミを捨てる前に、まわりを気
にする人になりたい。自然をこわさないで景観づくりをしてください。 

私は小さな紙くずも、ゴミは自分のビニール袋に入れて帰ります。ほかの人もそう言うことをすれば岡崎市ももっときれい
になると思います。日本中の人がゴミを捨てないようになる事何か良い考えはないでしょうか？ 

道にタバコやゴミがいっぱいある。これをなくすことが出来れば、このプロジェクトも成功すると思う。 

道路にポイ捨てが多い。 

道路へのゴミのポイ捨て、堤防へのポイ捨て。これらをなくすことを考えてほしい 

不法投棄（例：廃車、タイヤ等）が何年でも置き捨てされているのに、山のようになってからでないと片付けられない。 
規制はあるでしょうが早く厳しい規制を作り、きれいな岡崎市にしたいものです。 

平素は大変お世話になっております。郊外での大型店舗建築宅地開発による自然の減少、それに連動して自然獣の農薬被害
が発生しております。また、不法投棄も発生しており当地では大問題です。どちらも検討が必要と考えます。以上よろしく
お願いします。 

ゴミ置場について、今後、高齢化が進むと地域指定場所まで持っていけなくなるので、ミニ公園横にゲージ式の置場を設け
て欲しい。 

緑豊かな街づくりをしてもらってとてもありがたいことですが、ゴミのポイ捨てなどマナーが悪くてすぐ汚れてしまいます。
岡崎市内でもゴミ屋敷状態の民家等ところどころみられます。あんまりひどいものはどんなものかと思います。 
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道路についての意見 

主要道路について 

現状の問題点として、主要道路側のゴミ捨ての問題が大きい。 

国道 1号線などゴミが多い。市内の道路わきなども、雑草が多い。 

国道１号線沿いの歩道は通行しにくい。 

他の市町村にくらべて、中央分離帯の手入れが行き届いている。 

その他道路について 

さくら台は景観づくりに力を入れているが、周辺道路の整備が遅い。もっと早く行政が動くべきでは？ 

住宅街での生活道路が狭い。消防車や救急車の通れない住宅地が数多くあると思われる。区画整備も必要ではないか？ 

道路も何度もほりおこすと汚くなってしまいます。建築物よりまず道路の事を考えてはいかがでしょうか？ 

道路の中央分離帯に木を植えるのは見通しも悪くなり、管理面でも缶やゴミが捨てられるのをよく見かけるので、できれば撤
去した方がよい。げんき館や図書館ができても、住まいから遠いので利用できず、岡崎城やその他の景観資産もほとんど行っ
たことのない人が私の住む地域にはたくさんいます。 

歩道をアスファルトから雨水が地面にしみ込むような素材（水分を含み夏の暑さ対策になるようなもの）に少しずつでも良い
から変更していってほしい。アスファルトの部分が多すぎます。 

歩道について 

引っ越してきたばかりですが、大好きな道を見つけました。ジョギングが好きで上地周辺を走っていたら、何十本も植えてあ
るメープル（かえで）ロードがあり、それは数百メートルも続いており、走っていてすごく気持ちがいいです。こんなホッと
する道がもっとできるといいなぁと思いました。 

岡崎はとても道路の整備が悪いです。細くて歩道がなくあぶない道が多いです。以前、岡宮橋（桂町）沿いの道で車が私の腕
をかすり、逃げました。しかもその時妊娠中でした。岡崎は運転マナーも 悪ですが、歩行者が歩きにくい道が多いです。 

モダン道路、特に交番より北側の歩道を早く整備してほしいです。デコボコがひどく通学路になっているので、小さな子はよ
く転びます。アオキスーパー方面のようにしてほしいです。 

景観作りのアンケートと外れるが、松坂屋岡崎店北側の歩道が拡張されたが、拡張の理由が解らない。歩道には柵がしてある
し、車道は一車線しかなく、あの場所での車での送迎が出来ない。景観づくりにも細心の留意をお願いします。 

道路の景観が悪いので、車道と歩道の段差を無くしてほしい。住宅街の歩道は、凹凸が激しくて高齢の方には歩けない。 

遊歩道やサイクリングロードがあるといい。伊賀川沿いは車がよく通り抜けるので散歩しにくいです。 
例えば一方通行などにして交通量を減らしたい。 
稲熊から岡崎公園までの伊賀川堤防の桜並木は、とても好きな道です。 
堤防の下のほうに降りて、川縁を「コイ」を眺めながら散歩できたら、とても素敵だと思います。 

予算があれば歩行者用として昔の矢作橋を作ってほしい（木造）。 

 
公園についての意見 

要望 

公園、施設が常にきれいで保たれるような政策をしてほしい。  

子ども～年寄りまでが楽しめる、自然に恵まれたゆったりとした公園を作ってほしい。 

大府市の健康の森や名古屋市の戸田川公園みたいな感じの、もっと魅力ある公園をふやすべき。岡崎には全くない！！ 

岡崎が大好きです。特に市街地に自然を生かした公園がいくつもあり、私の自慢の一つです。壊してもらいたくはありません。
竜美旭の住民としましては、住宅地に幹線道路があり、通り抜けの車で渋滞するのは納得のいかない所です。 

利用しての感想 

住まいの近くに公園があり、散歩するのに大変うれしいです。 

日名町地域早川（わんぱく広場および遊歩道）は、大変整備されているが他の公園緑地、緑道は整備が行き届いていない感じ
がする。 
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規制についての意見 

賛成意見 

ここ数年の間に岡崎城の周りに高層マンションが数件建ち、とても残念です。歴史と深く関わりを持つ建物が多いのに、殆ど
がその景観を失いかけていると思います。 
都市開発や宅地分譲も必要ですが、もう少し市と建築業者の間で、制限や規制を設けては？ 
家康の里や八丁みそなどの観光を意識した街づくり、景観づくりと美化を心がける市民生活や市民活動が必要だと思います。
外国は古い建物がうまく景色と調和していて、とてもきれいな街並みです。その点、日本はばらばらで残念です。もう少し規
制があってもいいかと思います。せめて安らげる公園、里山、自然を、肌身で感じられる場所である、山や川等に力をいれて
ほしいです。これ以上田んぼをつぶさないでください。 

京都は、色や高さを全て規制する事で街を守っています。岡崎でも景観を守るなら、規制をするべき。そして、すばらしい景
観を身近に感じ、そこに行けるようにするために、交通機関の充実も考えてほしいです。 

京都市のようなことにならないために、もっと早く規制を進めてください。古いもの、すばらしい景色をいつまでも後世に伝
えてもらいたいのです。外国人の友人は、古いものを壊し新しいものをどんどん作っているのが、とっても残念だと言ってい
ます。特に京都。岡崎も今そうなりつつあるのがとても残念です。頑張っていただきたいのです。 

景観に関しての規制はもっともっと積極的に働きかけをして欲しい（法令があるかどうか詳しくはわからないが、あるのであ
れば）。歴史ある“まち”なのだから、大切にすべきことです。必要でない建造物は建つべきではない。美しい街並みにして
頂きたいと思います。 

仕事上、工作物の法規制で三重県や静岡県の景観条例に触れる機会が多く、岡崎市のような城下町で規制がないのが不思議だ
と感じていました。山のガードレールは周囲との調和を考えて茶色にするとか、簡単な事から少しずつ始めていくと良いと思
います。 

自分たちの町を魅力的にする事業に大賛成です。京都ほどの規制は無理かもしれませんが、市外の人たちが岡崎に訪れたいと
いう町づくりにして欲しいです。純情きらりのおかげで岡崎の知名度も上がりました。より魅力的な岡崎になることを期待し
ています。僕ら 30 代も京都や金沢など、とても街づくりに興味がある世代だと思います。みんな理解を示すと思います。 

重要な景観については周囲の建物の大きさと色に少なくともある程度の規制が必要と思います。 

人間は罰則がないと守らないから、マナーにまかせておいてはだめだと思う。シートベルトでもそうだったと思います。1 回
反則を侵したらイエロー、2回目は罰金というようなことをしないと良くならないと思います。 

反対意見 

ルールで雁字搦めにし、住民が不自由に思ったり、ルールに沿って修理等した場合に多額の費用がかかるようでは間違ってい
ると思います。住民が気がつかないうちに心地よい環境になっており、その環境を維持発展させようと思いたくなる。それが
良い景観をつくることにもなる。理想ですが、そんな風になれば良いと思います。 

規制は必要ではない。又、税金等の投入は規制が必要。市民、企業の積極的な参加を呼びかける。 

景観・街並み保存となると、一部の地域や人に大きな負担となるか、一部の地域が観光地化してしまい、その結果として「住
民」が不在となる。住みたい資源を作り、景観は規制ではなく指針として方向性を出すだけでよいのでは？ 

緑化や建物の規制は街づくりの中で地元の人々が自主的に行うべき。行政は他市や他国の成功例等の助言や資金援助を行う。
市で景観を統一する必要は無い。 

中間意見 

景観が良いほうが良いが、強制的なものにはして欲しくない。 

景観づくりの中心となるのは、やはり岡崎城周辺ではないかと思う。その周囲での規制はある程度必要と考えるが、市民があ
まり景観を重視しないであろう地区（大型モールが展開している地域など）については、無理な規制をしないで欲しい。無駄
の少ない景観づくりを行って欲しい。 

今まで何も言われなかったのに急に規制されると、補助金などが出なければ市民は納得しないと思う。そのため、景観のため
に規制がなぜ必要なのか、セミナーや事前報告をしっかりすべきだと思う。より良い町づくりのために頑張ってください。 

全てに規制をかけるのではなく、守るべきもの守らなければならないものを限定して、景観作りを進めるべき。規制のかけす
ぎは街の発展を妨げる。 

本来は規制などすべきでないと思いますが、あまりにもルール違反をする人が多くなり仕方のないことだと思います。子供の
教育をしっかりとすべきです。ルール違反をする親に育てられた子供は、ルール違反をすると思います。中国のように、子供
が親にルールを教えるくらいになれば良いですが。 

 
 
モデル地区や重点地域についての意見 

岡崎城と康生周辺を岡崎のモデル環境地区と指定して美化を進めてほしい。 

岡崎城を中心に岡崎公園、乙川（吹矢橋まで）を重点エリアに指定して、景観整備を進めていくべきだと思います。 
具体的には、岡崎城を中心に半径 1km 程度の範囲で高さ制限を定めたらよいと思います。 
高さは岡崎城の天守閣の高さ以下にすべきだと思います。 
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緑化についての意見 

緑化の推進について 

市の中心地区の緑化促進、各家庭の緑化推進をして欲しい。 
市内の緑化にもっと力を入れるべき。 
国道１号線の交通量も多く温暖化の為、緑化活動や路面温度を下げる対策が必要。市から一家庭に一鉢の花の提供などをして、
緑を増やすなど。矢作川などの川沿いの雑草などの手入れは必要だと思う。雑草も長く伸び放題で見苦しく思うし、市民です
ら行きにくい。公衆トイレの美化をして欲しい。 

岡崎市役所の旧館と新館の間の生垣が無くなって、残念です。市役所まわりをまず考えてみては？ 

市街地の緑化整備に市民が参加、活動できる仕組みや組織が必要だと思います。 

岡崎南部地域に住んでいるが道路横の緑がまだ少ないと思う。 

花の種や苗木などを希望者に無料でわけて、緑化活動に働きかけられるようにしてはどうでしょうか。 

街路樹が他の都市と比べて少ないように思っています。緑化スペースを広くして、車でなく、住民（人）にやさしい街にして
ください。 

街路樹の減少が気になる。街路樹のデザインや照明の色などに若干問題あり。 

景観・治安の面からも、パチンコ店などの商業施設を減らしてほしい。歩道の幅を広くしないと、いくら車道沿いに緑化を進
めても窮屈になるだけだと思う。 

景観はその場所だけというより、岡崎市全体が緑の多い街並みになるといいなと願っています。我が家の西側の用水にコンク
リートの型をのせ、現在シートがかぶっている所も将来は木を植え、花や野菜等を地域の人々が植えて管理してもらい、少し
でも景観が豊かになっていくことを希望します。大型スーパーも増築の為、大きな桜の木を簡単に切ってしまった。（開店時
は緑を増やすため植林までしていましたが）現在はその時のスローガンも消えてしまったように思います。今まで育ったもの、
そして先人が作り上げた建物等をもっと大切にしていきたいと思います。 

街路樹が少ないせいか、夏の暑さは 悪です。もっと緑を多くしたらどうですか？ 以前住んでいた東京は、とても住みやす
い環境づくりが進んでいます。 

康生、松坂屋界隈の樹木が少ない。 

今、一番手っ取り早くできることは街路樹を切らないで立派に茂らせることです。これでかなり町に緑が増えると思います。
立派な街路樹があるだけでかなり落ち着いた景観になると思います。また、学校や公園、川べりなどにある大きな樹木をきら
ないで、むしろ草ぼうぼうの川の土手などに大きくなる木を植えてほしいです。一般の家の庭には大きな木を植える余地がな
いのでせめて道路や土手、公園などに常緑の大木を植えて町に緑を増やすと良いと思います。温暖化対策にもなると思います。
東京足立区では温暖化対策に水路を作り街路樹を植えています。春日通りのプラタナスの枝、切りすぎです。枝きりは一年お
きにして変わりに前田川べりの雑草刈りを年 3回に増やしていただくといいです。 

市街化区域にある田や畑が売られて敷地いっぱいの家が何戸も出来てしまい、緑がなくなってしまうので、市がもっと規制し
て緑地を作ってください。 
市があらかじめ住宅地、森、公園、スーパー、学校、医院など計画を立てて、先に公園や緑地をいっぱいつくっておいたらい
いと思います。 

炭素繊維を利用する等して、川の水質を良くし、また、街路樹を増やして欲しいです。 
温暖化がこれ以上進まない為にも、マンションや広い敷地を使うショッピングセンターや駐車場、工場等が進んで樹木をたく
さん植えるルールを決めてほしいです。街に木々を取り戻すパイオニアに岡崎がなれるといいと思います。 
木々や花々は人々の心をいやす素晴らしい存在です。夏には木のおかげで日影が多くでき、外気温を下げることが出来るし、
わずかであっても CO2 削減にもなり、空気を少しでも浄化してくれると思います。 

地域、家庭でも花や緑を増やすように、皆で心がけると空気がきれいになると思います。 

道路、団地などの建設により、昔より緑があきらかに少なくなっている。景観づくりで緑は一番重要だと思う。 

必要以上に大型のショッピングセンター等の建造物を増やしてほしくない。緑あふれる街並みが理想です。 

緑の多いやさしい街になるといいと思います。町の中だけでなく、市街地の方にも目を向けていただきたい。 

緑を増やして欲しい。温暖化防止のためにも。 

緑の維持管理について 

道路周辺の草刈りをして、印象を高める。 

樹木が道路に出ている 

樹木など、定期的に巡回し、整姿、剪定を積極的に行ってもらいたいです。 

水郷公園から上流、堤防～青木橋までの樹木の枝が、折れたり、垂れ下がったり、曲がったりしています。 
地上 3m 位までは切り落とし整枝してください。 

道路脇の草が伸びすぎて、とても見にくいし、見苦しいと思う。 

緑化や樹木保全など大いに行うべきとおもいますが、その周辺の雑草や小さい木が繁茂して見苦しい。樹木が大きくなりすぎ、
台風などで倒れないかも心配。剪定等も必要。何かやりっぱなしの感もする。 

羽根町の旧森永工場の桜並木など市の整備のためとはいえ昔ながらの美しい物が消されてしまった事が悲しいです。 

旧市民病院女子寮跡地の桜の木が何本かあったのが切られてしまい、残念です。1 本か 2 本残してくれたら良かったのに。 
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川や水辺についての意見 

伊賀川、伊賀川周辺の水環境について 

・伊賀川の川岸に空家があり、とっても景観が悪いと思う。散歩しながら家を見て、なんとかならないのかなと思う。裏から
見るときたない。桜はきれいだけど川岸の家はどうかと思う。 

伊賀八幡宮の池をもっときれいにしていただき、ハスの花も増やしてほしい。 

ただ気になりますのは神社の神池です。伊賀の八幡様の弁天池が地面になり、矢作神社の神池も 近まさに半分になりました。
「水」は一番の根元的なことですので「景観」と共に何よりも気にかけていただきたく思います。 

新図書館が出来ると分かった時に、岡崎城へと続く文化的なラインが実現できるといいと思いましたが、質問 11 の自由記述
にも記入したとおり、マンションによってバッサリ切られてしまいましたね。残念です。水のある所には人が集まるもの。伊
賀川と菅生川もあり、芝生公園（広場）でもできれば良かったですね。 

岡崎は川が多くあると思いますので、川を利用した観光名所巡りができないかと思っています。例えば、伊賀川を岡崎城から
川下りができると良い。 

矢作川、乙川等の主要河川について 

矢作川、橋の景観整備をして欲しい。 

いろいろと公共の建物がありますが、矢作川は大丈夫ですか。 

岡崎公園河川敷付近の川に草がのびて流れが止まっている為に、乙川（菅生川）が 近汚れて来ているようなので、河川の清
掃をして欲しい。「観光客が美しい川だなあ」と思える様に。 

主要河川、矢作川・乙川 etc…の美化に努めてほしい。 

・明代橋～竜美丘会館方面に行く乙川土手にウォーキング用の道を整備してほしい。 
・矢作川堤防に自動車ロードを作ってほしい（子供の希望）。 

その他、川全般について 

【景観に関する意見・提案】ふるさと岡崎の市内には、比較的大きな川が二つ流れています。そのうちの一つ菅生川は、岡崎
公園付近の整備が行き届いていて景観も良く、私は散歩道として利用しています。県内三大河川の一つ矢作川は、終戦までは、
矢作地区の堤防にはチガヤ、メダケなどが生えていて、夏になると日中はキリギリスののんびりした音が聞こえ、夕闇が濃く
なりますとクツワムシが騒々しい音で子供たちに帰宅を急き立てていました。虫捕りの場でありました。堤防を降りて川の部
分に入りますと、当時は草一本生えていない白い川原の間を二本・三本に分かれた水流が帯のように走っていて途中で合流な
どしていました。水深は 10 センチから 1 メートルくらいでしたから夏休み期間中は毎日、矢作川で鮎獲りをしたものです。
当時は、毎日大量の鮎が遡上していたのです。日が暮れて堤防に上がるとお寺の鐘の音が聞こえてきます。「景観」は視覚ば
かりではないと思います。キリギリスの鳴き声、お寺の鐘の音など聴覚による景観は、視覚による景観よりもいつまでも印象
深く脳裏に残るようです。戦後になって、矢作川は上流からの富栄養物が流れてくるようになり、水質も汚れて川原の中にま
で雑草と樹木が生い茂ってしまいました。鮎の遡上は消えました。木を切ると単純に「自然破壊だ」などという言論が幅を利
かす世になったからでしょうか、川の中は放ったらかしのまま、樹木と雑草で景観どころか今日、昔に比べて無様な醜態を見
せています。夏休みだというのに子供一人遊んでおりません。遊べません。そして現在は、川の管理者によって無情にも堤防
の草を全刈してしまうのでキリギリスの鳴き声を聞くことはありません。堤防の草を虎刈りにするなどの決めの細かい配慮が
望まれます。伊賀川沿いの開花した桜は見事です。開花中、川沿いの道は車の通行を禁止すべきです。 
【提案】1.矢作橋から名鉄鉄橋にいたる 2キロ足らずの区間について、川の中央から右岸よりの部分の樹木と雑草を取り払い
（一部を残して）、水深 10 センチほどの「小さい子の水場」、30 センチほどの「幼児の水場」など以下水深を増した水の流
れる遊び場を、極自然な形で整備したら面白いと思います。増水して遊び場の形状が崩れた時は老人クラブの人たちが補修す
るでしょう。水難事故を恐れて行政はしり込みしがちですが、この考えが、個人の自己判断、自己責任の気構えを失わせてい
ます。何でも行政に責任を、の考えを修正すべきです。また、河川法等の規制があったとしても、知恵と政治力で克服できる
でしょう。現在、河川敷に遊歩道を造っていただいておりますが、これを日名橋から河口の碧南市にいたるまで簡易舗装して
いただきたい。「今度の日曜日は自転車に乗って海を見に行くぞ」とお父さんが叫ぶと子供たちの歓声が聞こえそうです。こ
の自転車・遊歩道は全ての橋梁の下をくぐるので安心。ガソリンを使用しないので環境保全。老人たちのウォーキングは老人
医療費の節減に寄与するでしょう。矢作川を放置しておくのは実にもったいないです。 
2.夕暮れに聞く梵鐘の音は、人々の詩情をかき立てて心を落ち着かせます。この音響こそが日本に故郷の音です。各寺の鐘は
戦時中に供出しております。補助金を出して各小学校区一ヶ所の寺に鐘を設置してもらって夕方に撞いてもらうことを提案し
ます。 
3.市街地内にも田んぼを残すべきです。田地の宅地並み課税は、田を潰せということですか。市街地にも空間が必要です。田
に樹木を植えて小公園にした所有者の固定資産税免除と管理費の支給などは小費用で住民に景観と潤いを与えます。宅地並み
課税の廃止を提案します。 

河川の整備をするべき。  

せせらぎ回廊構想が具体化されることを楽しみにしております。 

住み良いと評価の高い岡崎市として、更に住宅環境等緑などを進めてほしい。また、河川周辺の水辺を活用して欲しい。 

昭和初めの頃は、川に色々な種類の魚がいたが、70 年程がたって川魚も数種類も激減している。川の石は大小とってしまい、
川の景色もかわってしまい、美しい景観が失われた。あの川の石は、今は庭石になっている。残念です。 
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市民意識についての意見 

啓発活動の実施について 

景観に愛着が持てるから保全しようと思うのだと思う。愛着が持てるような取組みがほしい。「へぇ、岡崎ってこんな素敵な
所があるんだ～」と市民同士仲良くなりながら岡崎に対する認識を見直したり、新たにしたり出来るといいなと思います。 

まずは市民が景観づくりに関心を持てるような景観づくりに関する“memorable scene week”などを設けてキャンペーンを打
ってはどうか。今回アンケートに答えようとして、普段あまり景観に意識が行っていないことを感じたので。 

岡崎市に約 30 年位住んでいるが、今回の別紙「景観資産位置図」の中で知らない所がだいぶある。市の広報などで紹介して
欲しい。 

京都や岐阜高山の「古い町並み」のようなほっとする町・着物が似合うような町にしてほしい。景観を大切にする場所と、商
業・工業が栄えてる場所をうまく融合させてほしい。市政だより etc でも呼びかけて、多くの市民の意識を集めて行ってほし
い。早く実行に移してくれないと「そんな話あったなあ」とその時にはやる気（積極性）がなくなってしまう。 

景観づくりの講習会等をひらき大勢の市民が景観について知り渡るようにしてもらいたい。 

景観を良くすることは、人が生活をする上において必要かつ大切な事である。何をしたら補助金をあげますと言うような事で
目的は達成できません。市側の指導で市民の多くの人に市の景観を良くする必要性を訴え、指導してください。 

地域の人に身近な景観を知ってもらう手段を考え（パンフレット等の作成、実際に見てまわる機会を設ける等）、その結果行
政と協力して景観を守り、育てていければと思う。 

市からの情報発信について 

岡崎市が景観についてどのような取り組みをされているのか、今まで全く知りませんでした。多くの市民が関心を持てるよう
に、広報に力を入れていただければ、と思います。インターネットで情報がみられるようなので、公開を楽しみにしておりま
す。 

景観計画について、一般市民はあまり知らされていないように思う。市として細部にわたって PR して市民の関心を高めて欲
しい。（町内会で検討） 

情報誌およびインターネットなどで常に景観づくりについて発信を行い、広く知ってもらうことが重要であると思います。 

市民のマナーや意識の向上について 

2 次産業従事者が多い岡崎市は、住民の景観に対する意識が低いと思われます。（京都とは比べものにならない。）景観が良
くなったからといって我々のメリットが何なのかが不明確ですので、我々の意識も高まりにくいのでは？何で景観を良くした
いのか、それによる効果は何なのかの 2 つを明確にして活動されるべきと思います。 

どんなことでも市民の意識をいかに高めるのかが課題であり、問題である。地元を愛する市民作りを工夫したい。 

一人一人の意識向上が大切。 

市民一人ひとりが景観を意識して、まず自分が住む地域から、誰がみても整理されていて気持ちのいい環境づくりを心がけて
いけば素晴らしい岡崎市になるのではないでしょうか。まずは自分たちの住む周辺からと思いますが・・・ 

市民事業者共に意識を高めることが大切だと思います。（なかなか難しいですが）。考え方の違いは有るでしょうが悪質な市
民、団体、事業者に対しては、氏名の公表等ペナルティを課すぐらいの姿勢でないと、後生に伝えるべき景観は保てないと思
います。頑張ってください。 

市民のマナー向上運動が大切。 

市内の実態をもっと把握するようにしてください。問題は何ですか？景観以前の問題、マナー、モラルを向上する活動を！ 

教育について 

人々のマナーが悪い。小学校からもっとマナーを教えるべき。 

小さい頃から美意識を持たせる事が大切かと。小中学校で特に育てる。 

小中学校及び中高年において昔から伝わる文化的な建物等を特に大切にして守り、歴史を学ぶことが景観づくりにつながって
いくと思います。 

歴史的建造物や自然の景観保護の重要性について、学校教育（小・中校）で取り組むこと。 
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市民の活動についての意見 

市民参加や情報提供について 

市民にも相談して情報もどんどん出してほしいです。この程度のアンケートでは不十分です。今後益々のご努力を期待いたし
ます。 

このように広く市民の声を聞く機会を企画されたことは良いことです。一回だけではなく、継続してこのような流れを作って
いってください。 

ダイエー（現フィールコムタウン）が出来るときに、「三龍社のレンガ塀をのこす」との地元民との約束が守られなかった。
こういった事がないように、都市計画行政が地元民と共に取り組んでほしい。 

岡崎でも元気な年寄りが大勢いると思います。郷土を多くの人が訪ねる場所にしたいと思う人（年寄り）は多くいると思いま
す。その年寄りのパワーを活用して、身近な活動を展開することを計画して下さい。この年寄りパワーを活用すべきです。 

岡崎市で生まれて 50 数年になるが、昭和 30 年代の岡崎がなつかしく思う。規制も必要であるが、古き良き建物等は残す努力
がいることと、市民に対して十分な情報等 PR もお願いしたいと思う。 

岡崎市は岡崎城、大樹寺等の歴史的建造物や山間部の緑など貴重な景観が数多くあると思います。これらの景観を守るため、
行政と市民の協力が大切だと思います。 

気のせいか柴田市長になってから色々と市のやっている事が判り易くなったと思います。市政だよりも読みやすくなったしこ
ういうアンケート等も時々あるし、市民の声を聞いてくれる姿勢は嬉しいです。市議会の内容も以前は市民まで届いてなかっ
たと思います。これからも身近な自治体であって欲しいです！今年の花火の際、殿橋の東河岸に何か看板があって、場所取り
していなかったように見えたけど禁止されたのでしょうか？矢田川の花火がなくなって、より混む様になった気がするけどそ
のために交通等が混雑して、市民が以前より花火を見に行けなくなるのは残念！岡崎市民がもっと見やすい場所の提供を考え
て欲しい。市民である特権が欲しい。岡崎の花火は大好きです！！どこよりもすばらしい！！ 

業者まかせでなく、市民が参加できる計画（少しくらい強制力があっても良い。）を立案、推進して欲しい。金を出せばよい
という考えから参加する計画へ。 

景観アンケートは一度だけでなく年に一度くらいしたらどうだろう。 

景観を損ねることは治安が悪くなることと関係があると思います。行政と市民、企業が一体となって取り組みたいですね。 

行政主導の景観作りは限界があり、この景観作りに期待しすぎに注意したい。市民主導の景観作りに行政は支援する姿勢の方
が良い気がする。結果的に景観が守られなくてもそれが市民の本当の姿と分かる。（この方法の欠点は、補助金をけちると全
く進まない。一部の人間のひとりよがり。行政は何もしてくれない。等との批判が多くなること。） 

参加する人を大切にすること。しかし参加しない人の意見を引き出す方法も考えることが必要。町内会も今までの流れでは衰
退もありうるのではないでしょうか。全員参加の方向付けをお願いします。 

歴史的眺望（ビスタライン）を市民に親しみやすくするために、名称を付けると良いと思います。（例えば公募などにて） 

自宅について 

まずは自分の家の事を考えたいと思います。古くからの屋敷のお守りは大変です。 
住み心地の良い周囲にしたいと思います。 

家を建てるなかで景観作りに協力はしたいし、するべきだと思う。お金が沢山かかると苦しいので補助をしていただけるとう
れしいです。又緑化 etc も木そのものを新築のプレゼントとしてくれたらとても素敵だと思います。頑張って素敵な街並みを
残してほしいです。 

今住んでいる家を調和させるのは難しいと思いますが、今後住宅街となる主な道沿いの家など、限定して進めていく事は可能
だと思います。 
大樹寺の前の道や、本町の歩道などの石畳は実際走りにくいですが、景観としてはとても良いと思います。 

個人努力や心がけについて 

ムダな開発はしなくて良い。自然や歴史的建造物を保存する事が大事だと思います。個人レベルから美しい街づくりを心掛
けられたら良いです。 

若い頃友人から、岡崎っていいね、山があって川が流れてて、お城も緑もある、ホッとするねと言われました。保守的で息
苦しさを感じていた私には新鮮な言葉でした。今、所用の帰りに岡崎大橋まで来て、一望する市内はまさに友人の言葉通り
です。確かに高層建築は増えましたが、それだけに今以上に自然を大切にして、城下町岡崎の景観を守る努力を、一人一人
がしていくべきだと思います。 

小さな取り組みとして、家の庭（敷地内）だけでなく、周りの道路清掃も心がける。 

少しずつではあるがきれいな町が出来つつありますが、市民全体の美意識も大事だと思います。ポイ捨てなどきびしく取り
締まっていくことも大事かなと思います。一人一人の心がけで美しくも汚くもなるのも自覚の問題だと思う。やれることか
ら始めましょう。それが一歩です。 

大きなテーマですが、まず一人からできることからはじめると良いではないでしょうか。 

大変な事ですが、自分達の周辺からきれいにしていく。町がきれいであれば他方面からみえても気持ちよくウォーキングな
ど楽しんできて下さるように。 
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道路に枝が張り出していたり、道路に植木鉢やプランターを置いている家がある。 近ではエアコンの室外機が歩道に設置
されているケースも見受けられる。身近な所からルールを守っての綺麗な景観づくりが大切だと思います。 

 
 
その他 

今以上に岡崎の景観がよりよい方向になる様、ご尽力下さいませ。 

岡崎市の担当官が市の発展の為、このようなアンケートを発案努力なさることを大変よい事と思考し、関係官に対し感服感謝
してます。 

市外へ旅行した時の第一印象においては、街路、河川等が整備されているどうかで、その市町の景観に力を入れているか行政
の姿勢が分かる。穏やかな住民が育つ第一歩である。 

景観についていきなり聞かれて驚いたが、ともかく大切なことだと思う。みんなが自分のことばかり考えないで、自然のこと
も考えていかなければならないと思う。 

ある会に出席し、交流会の資料を作り、我が町のガイドについて余りにも無関心だった事を反省しました。認識も大切です。
自分の街を愛する気持ちがおきました。 

このアンケートにより、岡崎の歴史等認識を新たにしました。 

岡崎に住んで 13 年になりますが、まだまだ知らない所がたくさんあります。自然や歴史的建造物は子供たちにもずっと残し
て生きたいので、まずは自分の出来ることからやって行きたいと思います。 

頑張ってきれいな町にして下さい。 

古くから続いている岡崎の町をとても大切に思っています。毎日の生活の中では、この大きな問題をしっかりと考えた事もな
く、今回のアンケートで、まだ行った事がない所が、たくさんあるのにもビックリ致しました。大切に思っているけど、それ
に向かって何の行動もしていないという事が現状です。今回のアンケートで身近に我が町をみつめ直すことをおそわりまし
た。協力致して参ります。 

御苦労様です。岡崎市のために御力添えをお願い致します。 

今まで真剣に考えたことがなかったので、勉強になりました。 

私は１人で暮らしております。今までは生活のために、仕事、仕事で来てしまいました。岡崎も良い所がたくさんあるので、
一つ一つ見てまわりたいと思います。 

自分の住居付近から西の空を夕暮れ時にながめる時、びっくりする程の夕焼け空を見ることがあります。近来建物が増えてき
て少しずつ余計なものが入ってきますが、まだまだよい景色に見えます。来世にもこのまま不変だったらと思っています。 

良い景観作りを期待します。 

岡崎市内を良く知りたいと思います。関心を持たないといけないなと思いました。 

 
 


