
 

 

 

自 由 意 見 等 

質問８（理由） 
 

岡崎市において最も 

「岡崎らしいと感じる景観（風景、景色）」は 

何だと思いますか？（1～3位まで自由記入） 

 
 
 
 
 
 



 

資－1 

岡崎城とその周辺 

1 位 （岡崎城とその周辺） 

「岡崎らしい」という言葉ではやはり歴史を感じられる場所が良いと思います。 
いずれもいったことのある場所 

お城があるから 

お城だから（岡崎のシンボル） 

お城と公園がとてもいい 

かっこいい 

これが無くては岡崎の景観を語ることはできない 
さくら、藤など乙川と合ってすばらしい 

シンボル 

シンボルでしょう！ 

シンボルとして 

シンボル的なもの 

シンボル的な存在だから 
シンボル的存在だから 

すばらしい 

とてもキレイだから 

なんといってもシンボル的存在 

なんといっても岡崎の第一の宝、原点だと思う 

なんとなく 
まあまあ有名だから 

まさにシンボル 

まちのシンボルだから 

マンションがなければもっとよいが？ 

やっぱりお城、城下町という自負、教養の深さ、町の落ち着いた感じ 

やはり、岡崎の象徴である 
やはりシンボルだと思う 

やはり岡崎のシンボル 

やはり城の存在感と周りの景色が美しい（桜の季節は特に） 

よく目につく 

ライトアップされた岡崎城が名鉄電車から見るとすごくきれいだから 

わが町 
一番岡崎らしい建物 

一番目立つから 

一番目立つし、いいと思う 

遠足などで誰もが行くし、家康だから。 

岡崎といえばここしかないと思う 

岡崎といったらこれだと思う 
岡崎と言えばやっぱりシンボル的 

岡崎と言えば徳川家康 

岡崎にお城があるという美しさ 

岡崎に帰ったとき「着いた」と思う 

岡崎のイメージ 

岡崎のシンボル 
岡崎のシンボル 名鉄電車内から岡崎城が見えると岡崎に帰ってきたと思いほっとする 

岡崎のシンボルだから 

岡崎のシンボルだからそして花火 

岡崎のシンボルだと思います 

岡崎のシンボルだと思います。 

岡崎のシンボルだと思う。（2位の乙川も含めて）初めて岡崎に来たとき、東岡崎駅から降り
てこの景色を見て美しい街だと感じた。 

岡崎のシンボルだと思うから。 

岡崎のシンボルである 

岡崎のシンボルとしたい 

岡崎のシンボルとしての建築物だと思うので 

岡崎のシンボルと思うから 

岡崎のシンボルに思うから 
岡崎のシンボル的存在 

岡崎のランドマーク 

岡崎のランドマークのため 

岡崎の観光名所だから 

岡崎の顔だから 

岡崎の顔です 
岡崎の象徴 

岡崎の象徴だから 

岡崎の象徴だと思うから 

岡崎の象徴です 

岡崎の城だから 

岡崎城 

岡崎の代表 

 



 

資－2 

 
岡崎城とその周辺 

岡崎の中心 

岡崎の中心である 
岡崎の中心であるから 

岡崎の町の中心 

岡崎の歴史がここにあってシンボルだと思う 

岡崎の歴史の中心的な存在 

岡崎の歴史を象徴している。 

岡崎の歴史的なもの 
岡崎は岡崎城でしょう 

岡崎は城 

岡崎は徳川の居城 

岡崎は徳川家康出生の地という事で全国区である 

岡崎公園と共に桜 

岡崎市のシンボル 
岡崎市のシンボルだから 

岡崎市のシンボルだと思う 

岡崎市のシンボルであるから。 

岡崎市のシンボルとして 

岡崎市のシンボルとしてふさわしいので 

岡崎市のシンボル的存在と思うから 
岡崎市のほこり 

岡崎市の象徴的存在である為 

岡崎市の代名詞だと思うから 

岡崎市の中心 

岡崎市は家康など有名人を出したところであり歴史がある。また城だけでなく花火などのイ
ベントもあわせた「城と花火の景観」（五万石まつり）も一つの景観としてよいと思われる。

岡崎市をアピールする。 
岡崎市を代表する歴史的な拠点 

岡崎市民、誰もが知っている建物なので。 

岡崎住民だから 

岡崎城あっての城下町 

岡崎城の桜はとてもきれいだと思う 

岡崎城は日本で唯一のものだから 
岡崎城周辺の森は今も昔と変わっていない所がたくさんあって好きです 

乙川 

乙川からの眺めがすばらしい。 

何かと岡崎のシンボルだから 

何よりも伝統がある 

家康というシンボル 
家康に関連する城であるから 

家康の城 

家康の生まれたところだから 

家康の生まれた所 

家康の生まれた所として、また市のシンボル的存在 

家康の生誕の地 
家康の生誕地 

家康の生誕地として 

家康の生地のため 

家康縁の地ですから、それ以外は考えられません 

家康公の出生地だから 

家康公の生まれた城なので岡崎の象徴的存在だと思います 
家康公を中心とする場所 

家康出世の城 

家康生誕の城 

家康生誕地である誇り 

家康生誕地の象徴的な建築物である為 

家康様大切に思う 
花火が最高 

花火や桜、藤 etc 季節を感じる 

花火大会 

花火等で夜空に輝く姿は美しく見事 

花見 

花見、花火で有名な岡崎公園のシンボルである。 
街のシンボルだから 

季節の花・花火・広場 

建物が立派 

県外の人に案内したいところです 

県外の人は一番に考える場所である 

 

見ると落ち着く 

 



 

資－3 

 
岡崎城とその周辺 

五万石でも岡崎様の歌とともに思い浮かぶ。 

公園と川と城、電車の鉄橋、橋が調和している 
公園もあっていいから 

江戸時代からの名所 

高校の頃よく河原で語り、眺めたから。思い出深い。 

国道１号線脇にはめずらしいたたずまい 

再建された城ではあるが時代を感じさせる 

最も岡崎らしい史跡 
桜 

桜、花火とマッチしている。歴史がある建物は市民の誇り。 

桜がとても綺麗だし花火も素晴らしいと思います 

桜の季節 特に良い 

桜の季節は最高だから 

桜の時期、他県の人にも見てほしいくらいの風景なので 
桜やふじがきれい 

三河地域の中心として徳川家のゆかりの地なので 

残念ながら再建ではあるが徳川家康の生まれた城である 

史跡で歴史的に貴重である 

史跡として由緒ある処だと思考します 

子供の頃から見慣れた景色 
子供の頃から市の中心にあるイメージで、やはり自慢できると思うから 

子供の頃から親しんでいる。 

子供頃から今でも自分の生まれ育った場所と他県へ出向いたときでもこの場所をいえばああ
と納得してもらえる 

市のシンボル 

市のシンボルだから 

市の誇りだから 
市の象徴と思う 

市外の人に説明するのに分かりやすい 

市外の人も知っているから。目立つから。 

市民に愛されている、街の中心 

市民のほこり 

時代の移り変わりに左右されず季節の移り変わりを肌で感じる事 
次の世代の子供たちに残してあげたいものの一つです 

車の中でのみみただけですが線も多く好感でした。 

樹木と水と建物（城）がうまく調和 

宿場町だから 

小さいけど岡崎らしいから 

少し変わり過ぎて昔の面影が無い 
城があり川が流れ春には桜、夏は花火 岡崎を代表する景観だと思う。 

城からの眺めは美しいと思う。季節の変わり目など 

城と桜の夜景は絶景です 

城と木 

城のある市が少ないから 

城のそびえる風景 緑の多い所 
城のまわりも城もきれいで落ち着くから 

城はどこにでもあるわけではないから 

城はめずらしいから 

城や桜や花火など、岡崎のシンボル的存在だと思う 

城を取り囲む周りに四季を感じられる 桜・花火・紅葉など 

城下一帯公園 
城下町 

城下町、岡崎の各シンボル 

城下町だから 

城下町であったことをイメージできる 

城下町である事 

城下町として栄えた象徴的建造物だから 
城下町のシンボル 

城下町の岡崎で岡崎城はシンボルだと思う。 

心やすらぐ 

菅生川沿いに立つ静かなたたずまい 

生まれ育った地、岡崎人として誇りの持てる所 

昔からのもの 
昔からの歴史のある天守閣、四季折々の樹木とのマッチがすばらしい 

昔を偲ぶ 

前から知っていたし、城が好き 

全国に誇れる歴史的な建造物 

全国に知られた岡崎の看板である。 

 

全国的な風景である。 

 



 

資－4 

 
岡崎城とその周辺 

全国的に有名 

全国的に有名だから 
他から来られる人に案内する観光場所 

他県の人からも有名で良く知られているので 

大樹寺からの景観は全国でも珍しく岡崎のシンボル 

大樹寺からの歴史的眺望など 

大樹寺から見える岡崎城 

大切な文化遺産だから 
地方の人に観光地としてお勧めできる 

竹千代の出生地 

昼夜を問わずベストな景観、現在以上に高いビルが増えて欲しくない。 

町の誇り 

長い歴史において城下町として発展したから。 

天守閣が木々の上より見える 
殿橋方面から見るのが一番美しい 

電車から見えると安心する。 

電車から見た岡崎城 

電車で帰ってきたり、車で来るまで通過する時城を見ると思う。 

藤、イチョウ、能楽堂が美しい 

徳川家に関係しているお城なので、全国的に知られている 
徳川家康 

徳川家康（竹千代）生誕の地だから。 

徳川家康（歴史） 

徳川家康、出生地として岡崎のシンボル 

徳川家康が建てたから。桜も綺麗 

徳川家康が生まれた城 
徳川家康が誕生したから 

徳川家康とのつながり 

徳川家康と兼ね合い、又お城のある都市で見栄えがする 

徳川家康のふるさと 

徳川家康の出生だから 

徳川家康の出生の地だから 
徳川家康の出生地 

徳川家康の生まれた城である 

徳川家康の生誕の場所である 

徳川家康の生誕の地だから 

徳川家康の誕生の地であり岡崎市民の誇り 

徳川家康の誕生地だから 
徳川家康ゆかりの地である 

徳川家康公の産湯の井戸があるから 

徳川家康出生の地 

徳川家康出生の地、歴史上でも重要 

徳川家康出生の地だから 

徳川家康誕生の地 
日本で最も岡崎という地名を表しているから 

日本に誇る歴史上人物の城なので 

日本の歴史に大きな功績を残した江戸幕府をつくった徳川家のゆかりの地（平和な時代←戦
乱をまとめた） 

歩行しやすくて広くないので良い 

名古屋方面から矢作橋から見える城 

名所だから 
名鉄電車、国一から目に入るお城の景色 

名鉄電車からの眺望から考えても素晴らしい 

名鉄電車から見える岡崎城（岡崎城の桜の芝刈りが必要） 

名鉄電車で名古屋から帰って来る時見えるとああ、岡崎へ帰ったと思う 

名誉ある徳川の城を大切にしたい 

木々の緑の上にそびえる城を見ながらお茶を飲むときなんとも安らかな幸せな気分になりま
す。 

矢作川を越えて電車の左手に見える岡崎城は岡崎の顔です 

有名だから 

由緒あるので、桜もきれい 

雄大である 

立派だから 

龍城神社もあり良い所だと思う 
旅行などから帰ってきたとき電車から見える岡崎城を見るとほっとします 

緑が多く、その中にそびえ立つ城が美しいから 

緑が多く歴史的なものだから 

緑も多く憩いの場所になる 

 

歴史、徳川家康 

 



 

資－5 

 
岡崎城とその周辺 

歴史あるものだから 

歴史ある建物だから 
歴史がありすばらしい。 

歴史がある 

歴史があるから 

歴史があるから。 

歴史があるため 

歴史が感じられる 
歴史が深い 

歴史そのもの 

歴史そのものだから 

歴史に価値を感じる 

歴史に残る物を大切にする 

歴史のある場所にて、そして風景 
歴史の一つだから 

歴史の重みを感じさせるから 

歴史もあり、美しいから 

歴史や文化などを伝わる 

歴史を感じます 

歴史を感じられるところ 
歴史を感じる 

歴史を感じる。整備され美しい 

歴史を感じるから 

歴史を感じるものであり、家康が生まれ育った所 

歴史を見て価値がある。造りが良い。 

歴史上貴重 
歴史的 

歴史的な資産の整備 

歴史的な城です 

歴史的な場所 

歴史的な物があるから 

歴史的な面から 
歴史的にも岡崎のシンボル 

歴史的にも保全を望みたいため 

歴史的にも有名でありシンボルだから 

歴史的にも有名でありシンボルだから岡崎を代表する史跡である。 

歴史的に知られている 

歴史的に有名だし、四季それぞれ美しいから 
歴史的遺産であるから 

歴史的景観を感じるため 

歴史的建設物であるため 

歴史的建造物 

歴史的建造物と周辺の緑地を、末長く保存すべきと思う 

歴史的眺望 
歴史的文化遺産 

歴史的望、乙川などの河川町なみの眺望 

 

歴史文化上 

「岡崎城」もあり、他県でも有名 

お城があり家康ゆかりの井戸又からくり人形もあり 

お城を中心とした自然豊かな中で色々な催しがあるから。 
すべてがすばらしい 

とても風景が良いから 

なんといっても家康誕生の地 

岡崎のシンボルである城と緑河川の調和 

岡崎城 

岡崎城がある 
岡崎城があるから 

岡崎城が良い 

岡崎城など 

岡崎城は岡崎のシンボルであり春の桜は絶景である。 

岡崎城は家康にからむ話多い 

岡崎城を中心としたすばらしい公園 
乙川と緑地の一体感が素晴らしい 

家康の生まれた城だから、岡崎のシンボル 

家康の生誕地というところ、花見で有名 

家康の生地岡崎城があり、公園内も美しい 

家康ゆかりの地だから 

家康誕生の地としての歴史的意義 

岡崎公園 

河川と殿橋と古城の調和 

 



 

資－6 

 
岡崎城とその周辺 

行った回数多い順、自然があり散策できる 

桜の名所、いつもきれいにされている 
桜や花火は岡崎らしい 

四季の変化に富む 

四季を感じさせてくれるから 

春と夏のイベント 

春夏秋冬の景色 

小さな時より板屋町に住んでいた 
城、川とのバランス 

城・桜・乙川の清流があるから 

城と家康 

城下町 

昔からの名所だと思うから 

昔から岡崎公園は良いとの声をきくから 
戦前近くに住んでいたから 

町の中心に歴史、川、緑が多く市民の憩いの場となっている 

殿橋から見る景色がいいです。 

 

徳川家康誕生のシンボル 

お城と乙川の見える景色（高いビルがじゃま） 

岡崎と言えばやはり徳川家康公誕生の地岡崎城であり恩賜池の周辺は地場産業の石を使った
燈籠は圧巻、最新の岡崎市のシンボル的建物はリブラでしょう。 

家康の出身という誇りを感じる。 

花火大会・桜並木などが岡崎の誇りで大切な風景 

桜と花火は自慢です！ 

城と周辺の川や緑や桜のバランスがよい 

殿橋からながめる岡崎城がとてもいいと思う。 

徳川家康の出生地として保存すべき一等地 
緑が多くて子供の頃より岡崎のシンボルとして感じていたから 

歴史のシンボル 

歴史を感じる 

岡崎城周辺 

歴史的文化財が整備されて残っているから 

交通の便もよく、観光にみえた方にも勧めやすい。歩いてもすがすがしさを感じる 

四季の花等楽しみ 
春の桜並木、夏の花火大会も催され、すばらしい風景になるため 

歴史ある街にふさわしいと思う 

岡崎城（岡崎公園） 

歴史があり桜がきれいだから 

やっぱり城はその地方の象徴です。 

憩いの場 自分が小さい頃よく遊びに行った 

誇れるゾーンになる 
城が自分の 10 歳の頃再建され心にのこっている。 

岡崎城公園 

名鉄線、乙川鉄橋付近からの景観が非常に良い。但し、名鉄不動産の高層分譲マンションが
岡崎城の真後ろに重なり、景観が台無しである。 

城 岡崎と言えば岡崎城？ 

四季折々の風情 

名鉄本線電車車窓からの景観が「ほっと」する。 

岡崎城（公園） 

歴史の古さ、緑の多さ。 
徳川家康の生誕地 

木に囲まれたお城はとても良い 

岡崎城・岡崎公園 

歴史を感じる（町の）ため 

岡崎のシンボルと美しい川 岡崎城と乙川 

花火もあるから 

岡崎城の周辺 池・庭・木々と城のバランス 
子供のころからなじんだ景色。ほっとする 岡崎公園（岡崎城） 

市外から来て、一番よく知っていた場所だから 

岡崎のシンボル的なもの 岡崎公園（城） 

美しい 

岡崎城、桜 岡崎公園周辺 

岡崎城や桜・川（噴水やコイ）等、有名な物がある 
岡崎城の桜 岡崎といえば岡崎城。中でも桜の季節が一番だと思うので。 

岡崎公園、お城 櫻の季節、岡崎の花火 

岡崎公園、岡崎城 名鉄電車で名古屋から来ると矢作川を渡ってすぐ目に飛び込んでくる 

岡崎公園、城 - 

岡崎公園・城 歴史 

岡崎公園と岡崎城 歴史的価値がすばらしい。 

岡崎公園の藤だなの前辺り
の岡崎城 

赤い橋と噴水に癒されます 

岡崎公園内 岡崎城 

岡崎公園内全体 子供の頃からずっと何回も行っているのでホッとする 

岡崎城（乙川からの眺め） 学校や通勤の時によくみてるから 
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岡崎城とその周辺 

岡崎城（公園含む） 徳川家康にちなみ 

岡崎城（桜の川沿いも） 周囲もきれい 

岡崎城、岡崎公園 歴史的資産と桜 

岡崎城、乙川周辺 ホテル等の上から見る眺望は絶景。 
岡崎城、公園 家康公、城 

岡崎城～八丁みそ蔵～大樹寺 代表するもの 

岡崎城・公園 各祭りも含めて、情緒があって誇りに感じる 

岡崎城その周辺 やっぱり家康と岡崎城は欠かせない。 

岡崎城とその周辺 家康の生地のため 

岡崎城と岡崎公園 乙川とお城。桜、藤などとあいまって景色が良い。 
岡崎城と乙川の桜 - 

岡崎城と公園 岡崎市のシンボル 

岡崎城と桜並木 近くの乙川の桜並木は素晴らしい景色である 

岡崎城と周辺河川 市の市町村にはない歴史と草木に至る迄、心こもる保存状態良い 

岡崎城の周り 昔のお堀は何とか子供達の遊べる場所に 

岡崎城の眺め 市街地で目立つ歴史的建造物だから 
岡崎城を囲むお堀（池、川） 岡崎城は五万石でも城の下まで船が着くと年輩の方に聞いている 

岡崎城を中心とした風景 昔ながらの「岡崎」という印象がある 

岡崎城周辺（みそ蔵） 歴史的にも大いなる建造物だと思う 

岡崎城付近 歴史のある場所だし、緑が美しい 

乙川と岡崎城 
名鉄電車の東岡崎駅から名古屋へ行き帰り、乙川の上を通るたび岡崎城をながめると家に
帰ってきたという感じになる 

河川 矢作川、乙川から眺められる岡崎城 
桜が咲く岡崎城周辺 季節の移ろいを歴史的な場所で感じられるから 

春の岡崎城 桜と城がすばらしい 

菅生川（城周辺） 川辺+お城 

川から眺める岡崎城 - 

殿橋、明大寺橋から見える岡崎
城 

- 

殿橋からの岡崎城 昔から見ているので 

名鉄の尾戸川にかかる鉄橋か
ら見た（電車の中から）岡崎城 

遠方から帰って来た時、強く岡崎を意識する。ただし、河川敷が汚い。めちゃくちゃに野
菜を作っている。区画がバラバラで美観を損ねる。 

名鉄電車から見る岡崎城 川とお城と緑がステキ 

名鉄電車から見る乙川と城 川・城・緑（桜）がステキ 

名鉄電車から菅生川（乙川）越
えに見る岡崎城 

昔、他県に住んできた時、帰郷の際に目に入る風景 

矢作橋からみた岡崎城 浮世絵で有名 

矢作川から見える岡崎城 東海道 53 次にあるしよく散歩をしている 
2 位 （岡崎城とその周辺） 

1 位の理由と同じ 

お城は素晴らしいから 

その名の通り 

ゆったりとし空間と広がりがある 

岡崎といったら城かな 
岡崎のシンボル 

岡崎の中心 

岡崎の歴史といえばまずはここ 

岡崎の歴史を感じる 

岡崎の歴史を簡単に感じることが出来る 

乙川の景色がすばらしい、伊賀川の桜も 
家康 

家康様様!! 

桜 

桜が美しい 

市のシンボル、歴史 

周辺の景観 
城の近くに高いマンションが出来たのでいやな思いです 

全国的に有名 

大樹寺の山門、総門を通して見える岡崎城は大切にしていきたい 

地名のついた城だから 

眺めが良い 

伝統 

名鉄から見える景色は最高。会社帰りにライトアップされているのを見ると「帰ってき
た！」という感じになる。 

雄大できれい 

緑（木）とお城と桜がピッタリマッチしている。 

歴史 

岡崎城 

歴史的価値があるから 
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岡崎城とその周辺 

1 位理由と同じ 

お花見や花火大会 

岡崎市のシンボル（徳川家康像、花時計） 

岡崎城を木造にして欲しい。 
乙川含む景観 

景色がよい 
今後あまり車の入らないようにして下さい 

桜がきれい 

桜と花火（川のある風景） 

桜の美しさ 
四季を感じさせて楽しめる場所 

自然のままがよいと思います。 

岡崎公園 

城には魅力はない。公園の花々 

岡崎公園（乙川周辺） - 

岡崎公園、東公園 緑が多い公園で、広過ぎず狭過ぎず散歩するのにちょうどいい 

岡崎公園・東公園 無料で遊べる、老いも子供も楽しめる、勿論景観もすばらしい 
岡崎公園乙川沿いの桜並木 - 

岡崎公園大手門 国道沿いにあるので目立つ 

岡崎城（岡崎公園） 駐車場には困るが、四季があり、乙川の流れと緑が豊か。特に藤棚と桜 

岡崎城の見える景色 - 

岡崎城周辺 歴史的なもの 

乙川からの岡崎城 - 
河川・岡崎城 春の桜並木はとくに美しい 

各地から眺められる岡崎城 岡崎は名鉄関係のマンションを除く高層建築物が無いのでどこからも見やすい 

城 城がある市は少ないから 

明神橋から岡崎城の眺め 川の合流（乙川と伊賀川）越しの城の眺めが良い 

3 位 （岡崎城とその周辺） 

ロマンがある 
岡崎のシンボル 

国一に添って位置してる。ふさわしい。 

資料とかは残していかないと・・・岡崎がほこれる文化だから 

昔からあるから 

大きな高いビルはダイナシ！ 

大樹寺からの歴史的眺望 
徳川家康 崇拝 

徳川家康、有名なので 

岡崎城 

歴史 

岡崎城とダブるけれど、桜名所と水（河川）とのコンビネーション 

岡崎城と一体化されている。 

散歩によい 
子供達の遠足コース 

将軍家康生誕の地を大切にしたい。 

岡崎公園 

歴史的 

岡崎公園の桜 桜の名所百選 

岡崎公園、東公園 さくら・もみじそれぞれ美しい 

岡崎公園の城 岡崎市の町が全望出来る 
岡崎公園や東公園 - 

岡崎城（国 1)大いに関心がある沿
いの正面入口） 

やはり、何といっても岡崎城） 

岡崎城・乙川 岡崎といえば！ 

岡崎城河川敷 桜に囲まれ美しい 

竜城橋より見た岡崎城 - 
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伊賀川 

1 位 （伊賀川） 

桜のトンネル 

桜の時は良いが駐車場がほしいと思う 

四季を感じるから 
毎年楽しみにしてます 

伊賀川の桜 

露店もなく夜桜がのんびり楽しめる 

ドラマに使われて以来意識するようになった。落ち着く。 

桜がとてもきれいだから 

桜の木が狭い川をトンネルのように見せて良い 

桜並木 
桜並木、清流化 

伊賀川 

春の桜並木が大変きれい 

ゆったりとした流れの伊賀川と桜とが、春になると何とも言えない風情がある 伊賀川の桜並木 

素晴らしい、屋台が出ているから尚いい！八幡社のあたりが特にいい！新しく直った橋
より風情がある 

伊賀川の川ぞい 桜の名所だから 

伊賀川桜並木 春の満開時、素晴らしい 
伊賀川添い 古いものと新しいものの調和 

2 位 （伊賀川） 

お花見＝岡崎と言う感じがあるが、岡崎城よりきれいに思えるから 

伊賀八幡宮～岡崎城の桜はきれいだと思う。 

岡崎城より続く桜並木がきれいである 

近くで花いかだの風情が楽しめる。 
桜がとてもすばらしい、きれい 

桜の美しさ 

春が来たら必ず見たくなる美しさ 

春になると思い出す散歩道 

城の情景がマッチする 

川に桜が映る美しさがすばらしく思う。 
美しい風景 

伊賀川の桜 

毎年春になると行こう、という気になる。身近で愛着がある。 

なんといってもきれい！ 

岡崎公園より美しい 

学校の帰りに通った場所だから 

伊賀川の桜並木 

川面を覆う桜とあまり人工的でない堤 
伊賀川の桜並木 

桜のシーズンは一番 

桜並木で有名 

水は人にとってはとても大切なものです。特に清流は！ 

満開の桜並きれい 

伊賀川 

密かな岡崎スポットと思うから 
とても安らぐから 

古い街並み 

伊賀川沿い 

桜並木 

伊賀川・桜 - 

伊賀川と桜 特に桜の時期の景色が良い 

伊賀川の桜桜並木 さくらの花のさくころは素晴らしい。秋の紅葉すばらしい。 

伊賀川沿いの桜 
春は桜が咲き（有名だし）、夏になると新緑でいっぱいになり、常に四季を感じられるか
ら。 

伊賀川河川 桜の時期のすばらしさ 

伊賀川水景 緑花 

伊賀川堤防 花の咲く時期は大好きですが、川として子供達が遊べない。機能性は別。 

乙川、伊賀川の桜並木 岡崎に帰ってきたという気持ちになる 

桜（伊賀川） 美しいと思います 
菅生川、伊賀川、矢作川 ３河の地域的位置関係路自然。 

矢作川、乙川、伊賀川 気持ちよく見れるから 
3 位 （伊賀川） 

みごとです 

岡崎の桜もとってもきれいです 

古い桜と伊賀川の調和が美しい 
左に同じ 

桜がとてもきれいなため 

桜の開花のときはもちろん緑の葉も川にマッチして四季を通して眺望がすばらしい。 

桜並木が美しい 

春以外はたいして目立たないのに、桜の時期はすばらしいながめ。 

日本の春をかんじられるから 
毎年咲くのを楽しみにしている。誇りに思います。 

伊賀川の桜 

満開の桜は絵に描いたように美しい 
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伊賀川 

伊賀川の景観が良くて岡崎に引っ越したから 

花見、桜がきれい 

桜が大変きれい。 

伊賀川 

桜の美しさ 
春になると桜が満開でキレイである 

赤い丸橋をバックに見る桜は実に美しいです 

大変きれい。他市の人たちにも自慢できる。 

伊賀川の桜並木 

毎年春になると遠くの親戚を招待しています 

伊賀の桜 - 

伊賀川～菅生川 桜が美しいと思う 
伊賀川桜並木 とてもきれいだから 

岡崎公園（伊賀川） 桜の素晴らしさ） 

管生川・伊賀川 桜並木がとても綺麗だから 

桜咲く伊賀川 美しいと思います 

桜並木（乙川・伊賀川） 伝統のある桜並木になっているから 

桜並木（殿橋、伊賀川） とても美しい 
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乙川 

1 位 （乙川） 

河川を守るには山森林を守らねばなりません 

花火 

桜 
桜や花火を見に人がたくさん集まり綺麗だから。 

市街地内の中央を流れる水辺 

市内にゆったりした空間形成をしている 

小さいころから見てきた景気だから。吹矢、殿橋の上から良く眺めていた。 

川を渡ると岡崎に帰ったと感じる 

乙川 

町の中を流れる川がよいと思います 
公園内の道路等（地形）が昔とあまり変わっていないので 岡崎公園 乙川 

山と川が両方見えるところ 

岡崎公園・乙川の噴水 何かシンボル的に噴水を見ると感じる（ライトアップにすると素敵） 

岡崎城周辺と乙川 土手の並木道とお城がいい感じです。春の桜、花火、夕やけなどがとてもきれいです。

乙川（岡崎城辺） 花見や花火、整備されていてきれいな河原 

乙川（殿橋周辺） 桜と噴水と岡崎城 
乙川（東岡崎～吹矢橋間） 川沿いの歩道からみる風景は季節問わずきれいで落ち着きを感じる 

乙川の護岸工事されてない岸辺 豊かな自然（生物が多くいること） 

乙川の桜並木 桜の時期に殿橋での信号待ちの時、左右に広がる桜と城と町並のながめ 

乙川を挟んでの周囲の景観 初めて岡崎へ来てまず市中を流れる乙川を挟んで、岡崎城の森と天守閣を眺望し、周囲

名鉄電車から見る乙川（岡崎城あ
たり） 

水、川の流れにほっとすると同時に、噴水がきれいで岡崎に帰ってきたなと自然に思う
から 

2 位 （乙川） 
ホタルの里 

河川内の公園が良い 

花火 

気持ちが落ち着く 

橋からみた川の眺めが良い 

川の町だから 
町の中心部を流れており多くの人が目にしているから 

美しい 

乙川 

明大橋左岸辺りから西に向かっての景色 

お城を中心とした自然豊かな中で色々な催しがあるから。 乙川河川敷 

市街地の心安まる場所 

乙川周辺 美しく、景観が良い。特に桜の季節 
乙川（花火） 殿橋から見る岡崎城は城下町の様で良い。 

乙川・矢作川 花火 

乙川の風景 風景の中に川が有ると落ち着くと思う 

乙川沿いの桜 とてもすばらしい 

乙川周辺で 子供達が遊べたら・・・ 

乙川上流 蛇行した自然の川の形状と山と住宅が美しい。 
河川乙川 将来浄化した川となりきれいになる 

花火大会（乙川） - 

男川（乙川） 次の世代まで残すように務める（河をきれいにする、下水道の完備） 

殿橋付近乙川 - 

矢作川と乙川 少し汚れているが、整備すれば魅力が戻る 

3 位 （乙川） 
岡崎の歴史を簡単に感じることが出来る 

岡崎公園、岡崎城に近い 

花火大会 

清流の美しさ 

殿橋から噴水、鯉を観て公園へ散歩コース 

乙川 

毎日電車からながめるから 
乙川からのながめが大変よい。 河川（乙川） 

春の桜、夏の花火は市の誇りです 

乙川、矢作川 - 

乙川の渓流 
昔、子供の頃の飛び込み台だった。明代橋上の出そ岩は草も生えて昔の面影も無く名前
を知る人も少なくなった。 

乙川の桜並木 殿橋近くの河川沿い 

乙川沿い 風景がきれい 
乙川全域 岡崎を東から西に繋ぐ河だから 
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東海道・藤川宿・松並木 

1 位 （東海道・藤川宿・松並木） 

旧街道（藤川・本宿） - 

勝川、本宿 あまり手が加えてない、自然体 

東海道の松並木 - 
東海道旧宿場 特に有名な（東海道）旧道だから 

本宿の旧街道 - 

本宿法蔵寺周辺 寺院がすき 

2 位 （東海道・藤川宿・松並木） 

旧時代の交通の要所としての歴史的価値 

松並木による江戸時代の面影 
東海道五十三次の宿場で知られている 

美合町から藤川町、本宿町まで未だ残っている松並木の道を通るとなつかしい。歴史を
感じる。 

歴史 

旧街道 

歴史的な町並み 

旧東海道の古い松並がなつかしい 

広重の浮世絵 

藤川の松並木 

宿場であった歴史 

ふるい家並 二十七曲 

歴史があるため 

旧東海道 東海道の面影が残る人の暮らしと町並み 

旧東海道の宿場町 江戸時代からの歴史を感じる大切な町 

桑谷山荘～本宿の町並みの眺め 山頂からの眺め 
松並木 歴史的に重要 

東海道 藤川・本宿などの旧街道はなんとも風情がある 

東海道の松並木 幼少の頃からなじみがあるから。 

東海道松並木 岡崎の松並木しか見たことがないけれど、手入れがよい 

藤川 東海道 街並みがよい 

藤川宿 岡崎のシンボルと思うから 
3 位 （東海道・藤川宿・松並木） 

ここもいったことはありませんが写真をみて気になりました 

どの山も松は松食い虫による被害が年々増えているから 

貴重な存在 

旧東海道の遺産として今後も残してほしい 

江戸時代の面影が残っている。 
時代を感じるから 

自然的なところ 

陣屋をもっと充実させることで昔を偲ばれる 

東海道五十八次ぎを連想させ歩いていても楽しい 

歴史も大切 

歴史を感じさせる。 
歴史を感じる 

歴史的息づかいが感じられる（故の人々の面影が感じられる） 

藤川の松並木 

歴史文化上 

東海道 歴史を感じる 松並木を大事にしてほしい 

本宿在住であることと富士川は意識的に整備され古くてぼろいから古いものが歴史を感
じさせながら現代と調和するようになってきてとても良いと思うから 

旧街道 

歴史的な意義がある。 
岡崎の歴史を感じるので 旧東海道 

歴史のある場所にて、そして風景 

かわいい石像があり、その所の説明があり楽しい町通である 東海道二十七曲 

歴史 

27 曲り 江戸時代のなごりが感じられる 

旧街道、藤川 周辺の方々は不便でしょうが 
旧街道の松並木 - 

旧街道松並木 生まれ育った景色です 

旧東海道の松並木 歴史の片鱗を見ているような気持ちで心地よい 

藤川 田園道 松並木は何百年の前の歴史を物語っていて過去現在を示唆してる様です 

二十七曲 身近な所 

二十七曲 永田屋あたり 伝馬に近いところで生まれたので、なつかしい 
二十七曲り 古人の知恵 

 



 

資－13 

 
くらがり渓谷 

1 位 （くらがり渓谷） 

すばらしい楽しい 

岡崎市内ではなかなか見られない場所 

夏でも涼しくウォーキングができる 
子供の頃釣りなど、又自然が美しい事 

自然がいっぱい 

くらがり渓谷 

親しめる自然がある 

2 位 （くらがり渓谷） 

夏に行きたくなる 

夏に行くと、とても良い。下界との温度差、景観は癒される 
憩いの場所 

行ったことがないから 

子供と行くにはいい所だと思う 

市民サイクリング大会の折り返し地点 

自然 

自然、特に渓流は「いやし」の場である 
自然がいっぱい 

自然が感じられる。紅葉とかもいいし、運動にもいい。 

自然が美しい。 

自然が豊か 

自然は大切だと思います。 

自然を残す 
自然豊か 

心が安らぐから 

新しく入った山川、大切にしたい 

水と谷が良い 

登山し本宮山からの景観が素晴らしい 

日本の美は渓谷美だと思う。それが岡崎市にはあるという誇り 

くらがり渓谷 

本宮山につながる自然がいいですね 

くらがり渓谷のせせらぎ - 

3 位 （くらがり渓谷） 

いやしの場となる 

きれい 

夏に訪問すると感じることのできるすがすがしさ 
額田町では好きな場所だから 

休日が続くと行きたくなります 

景色がいいです。 

行った回数多い順、自然があり散策できる 

散策によい 

子供と川遊びするならココ！ 
自然あふれる本市の代表的な場所だから 

自然の美を学ぶことができる 

自然の癒しがある。 

自然を感じる 

自然を残したい 

自然豊か 
身近な自然を体験できるところ 

清涼感 

大雨が降っても川の水がにごらない美しさ 

大自然と名前がよい 

美しい自然がそのまま残っている 

くらがり渓谷 

涼しげで、緑がたくさんあるから 
くらがり渓谷方面 市内では特に四季を感じどころがすくない 

 



 

資－14 

 
寺・史跡 

1 位 （寺・史跡） 

各地域の社寺 歴史を感じさせる、来世にも伝えていかなくてはいけない。 

三河念仏の寺院 妙源寺、満性寺、三河三ヶ寺他、岡崎の文化の根本だから 

社寺や史跡 - 
社寺や史跡など 歴史的建造物 

城・神社・寺 歴史を感じる 

神社・仏閣 
市内を少し移動すると神社・仏閣が多く、信仰心の多いおちついた町を感じる。（市単位
で京都市より岡崎市が寺の数が多いので、もっと景観を良くできたら） 

天恩寺 - 

2 位 （寺・史跡） 

社寺 近くに由緒あるお寺があると人間形成にもよい影響があると思っています。 
  社寺等、国宝級であるため。 

神社・仏閣 昔を偲ぶに適している。 

天恩寺 歴史的建造物としてめずらしい 

各寺院 岡崎の歴史が感じられる 

岩津天満宮 - 

山中八幡宮 
朱塗りの鳥居とオオクスと桜やモミジとのコントラストはすばらしい、雪景色もバツグ
ン 

史跡・田跡 岡崎の歴史を感じるので 

寺社 - 

寺社、仏閣 徳川家ゆかりの建物 

寺社仏閣 歴史的にも大いなる建造物だと思う 

社寺の史跡 歴史的な資産の整備 

社寺や史跡 心が落ち着く場所 

社寺や史跡（歴史的資産）そのも
の 

質問７の「周辺のたたずまい」ではなく資産そのもの 

社寺や歴史的なもの 緑が多く歴史的なものだから 

真福寺 - 

神社仏閣 京都・奈良に次ぐ多さ!町ごとに必ずあり、親しみを感じる。 

町中の道路脇に点在する祠 庶民の信仰に根ざした柔らかい気質の一面に心が和む 

北野廃寺 妻が小さい頃から見ているから 
3 位 （寺・史跡） 

社寺や史跡 - 

  岡崎の歴史が息づいている 

  神社の美しさ 

  大樹寺の門とか滝山寺、六所神社とてもすばらしい 

  歴史を感じる 
天恩寺 - 

岡崎の寺社 歴史的価値 

高隆寺 山々を背景にしたそのたたずまい 

史跡 徳川ゆかりの寺などの史跡 

寺院 - 

寺社 歴史的 
社寺 - 

社寺・史跡 歴史がわかる 

社寺史跡 歴史の変遷を知る上での貴重な資料 

真福寺 散策しやすいから 

神社、仏閣等 城下町の歴史を感じる 

神社・寺 - 
大平町の一里塚 街のシンボル 

歴史ある寺社 歴史上の貴重な財産の保存 

歴史地区は保存 - 

 



 

資－15 

 
中央総合公園（美術博物館・恩賜池） 

1 位 （中央総合公園（美術博物館・恩賜池）） 

景色がすばらしい 中央総合公園 

広大、利用度が多い 

岡崎市中央総合公園 夕焼けがきれい 
岡崎中央公園 高台でよく整備されていて自慢が出来る 

恩賜池から見た美術博物館 自然と近代建物のマッチング 

総合公園 自然と景観とそれにふさわしい施設を山にもってきた事はとてもよい。 

中央総合公園の東山 小高い山で岡崎の町が一目で見える全影夜影 

中央総合公園周辺 見て歩いて、車に乗って気持ちが良い 

中総 景色がいいから 
2 位 （中央総合公園（美術博物館・恩賜池）） 

岡崎の夜景が見れるから 

国道 1号線からの景色を毎日見ているから 

中央総合公園 

緑が多く、美しく整備されている 

アミューズメント周辺（散策） 岡崎総合公園 

周辺が広々として気持ちがいい 
手入れのいきとどいた計画的な公園 中総 

様々な行事で使われるから 

岡崎市中央総合公園 夜景がきれい 

中央公園 - 

中央総合グランドから見える夜
景 

控えめなライトアップがかえって良い。 

中央総合公園からの眺め 名古屋のツインタワーも見え、岡崎の景色は緑も重視したい 

中央総合公園恩賜池周辺 
岡崎と言えばやはり徳川家康公誕生の地岡崎城であり恩賜池の周辺は地場産業の石を使
った燈籠は圧巻、最新の岡崎市のシンボル的建物はリブラでしょう。 

中央総合公園公園内の整備が行
き届いており岡崎の街並みも一
望出来る

旧額田地区男川及び支流 

中総 太陽の丘 単純に景色がきれい 

中総の体育館 どこからでも見える、特徴的 

中総の美術館周辺 
いつもきれいに整備されていて美術館など施設のデザインも良い。なんとなく高尚な気
分を味わえる 

3 位 （中央総合公園（美術博物館・恩賜池）） 
テニスコートなど運動広場 

岡崎が一望できるから 

岡崎市一帯が見渡せる景観 

気持ちが落ち着く、眺めが良好 

高台から市街地方向を見ると、道路や町並みが岡崎らしく思えます。 

中央総合公園 

東名や一号線から中総が見えてくると岡崎に帰ってきたと実感する 
岡崎中央総合公園 岡崎市内を一望できる 

総合公園 高台からの景色 

中央総合公園からの眺望 岡崎の位置するところ（地勢）がわかる 

中総からの夜景 デートコースとして岡崎の中ではここが良い 

中総の公園 自然が気持ちいいし整備されていてとても良い 

美術・博物館 周辺で多彩に過ごせること 

 



 

資－16 

 
殿橋 

1 位 （殿橋） 

橋から見る夕焼けがとても美しい 殿橋 

昔と変わらない所 

殿橋からの岡崎城と川 橋と川と城が重なり合い、とてもすばらしい。岡崎城が一番美しく見えます。 
殿橋から見る岡崎公園と岡崎城 菅生川の向こうに見える森とお城の景色が良い 

殿橋から見る岡崎城 （かつての話）デザインの悪いマンションが建ち並んで良さがなくなりました。 

殿橋に立って東西南北の景色 - 

殿橋左詰めより見た岡崎城 - 

殿橋周辺 緑と水と歴史 

殿橋-川原 8 月の岡崎花火、名工祭り 
殿橋辺 ●辺 

2 位 （殿橋） 

殿橋 岡崎城と花火の印象 

ライトアップされた殿川と城 きれいだから 

乙川（殿橋周辺） 河川に降りて散歩したくなるような雰囲気がある。 

殿橋・明大橋 歴史を感じさせるから。 
殿橋の周辺 東岡崎方面への景観は安心できる 

殿橋周辺の川べり及び眺め 美しいと思います 

明太寺橋、殿橋など夜景 - 

3 位 （殿橋） 

殿橋周辺 橋の上からの周囲 

明神橋・殿橋からの景観 - 

 
 
 
額田地域 

1 位 （額田地域） 

額田地域 自然が残っている（ホタル） 

額田町 田園風景 
2 位 （額田地域） 

額田の田園 初夏の緑は美しい 

3 位 （額田地域） 

額田地域 緑多い田園地帯 

額田地区の山河 IC を出たところにすばらしい自然となる 

額田方面 自然がのこっているのでこのまま残したい 

 



 

資－17 

 
八丁味噌の蔵並 

1 位 （八丁味噌の蔵並） 

おちついた感じ 

岡崎の誇りだから 

岡崎の名産 
岡崎の歴史を感じる 

岡崎名物！！引っ越してきて一番はじめに行った。 

技術の伝承が時間の積み重ねによって裏打ちされている 

八丁みその蔵並 

建物が他県（市）に類がない 

岡崎といえば八丁みそ 

今時あのスタイルの味噌工場はないから 
全国的に自慢できるから 

八丁みそ 

歴史 

岡崎と言えば八丁みそだから 

岡崎は八丁味噌が有名だから 

八丁蔵並 

知名度から考えるとベスト 1 

八丁味噌の蔵並 全国的に有名 
八丁みその倉庫 - 

八丁みその蔵 みその香りが岡崎を思わせる。 

八丁みそ蔵並 八丁みそは岡崎の名品で昔ながらの街並みが残っておりはっとする 

八丁蔵 昔の風情が偲ばれるから 

八丁蔵通り 古の地場産業の歴史を感じる 

八丁味噌 宮内庁御用達?!天皇も!!?? 
八丁味噌蔵 - 

八丁味噌蔵作り 全国に名がとおっている 

八丁味噌並蔵 - 

味噌蔵 実物だから 

2 位 （八丁味噌の蔵並） 

TV でおなじみ 
岡崎＝八丁味噌 

古い街並みでよい 

古代のものである為 

左に同じ。隣町でよく行った 

昔ながらの趣がある 

地場産業と街並み 
八丁みそが有名なため 

八丁みそと言えば岡崎。純情きらりの一場面としても印象にある 

八丁みその里だから、人工的だけど広告的には良い 

八丁味噌 

八丁味噌がとても有名だから、朝ドラでとりあげられたくらい岡崎のイメージがあるか
ら 

八丁味噌といえば岡崎を代表とする品の一つ 
八丁味噌は全国的に有名 

娘が朝ドラのエキストラをしたから（岡崎と言ったら八丁みそかな） 

八丁蔵並 

歴史を感じる 

みそダルの石積 

岡崎の象徴です 

昔ながらの風情、NHK テレビで有名になった 
赤みその八丁みそ 

八丁みそは岡崎の代名詞 

八丁味噌と岡崎は常に頭に浮かぶ関係 

有名だから 

八丁みその蔵並 

歴史があるから 

みそがおいしい 
岡崎ならではのものだから 

岡崎の名産だから 

岡崎の名産なので 

宮内庁の御用達として知られる 

古くからの手法だから 

昔からの赤みそがいい。蔵の作りがとてもいい 

八丁みそ 

日本全国に知られる？食べ物 

岡崎名物ならではだから 

全国的にも有名 

全国的知名度の八丁味噌 

八丁みそという名産をつくっている 

八丁みそは岡崎の名物であるから 

八丁みそ蔵並 

歴史を感じる（町の）ため 

他にはない特別だから 八丁味噌の蔵並 

代表的な名物だから 

 



 

資－18 

 
八丁味噌の蔵並 

日本の伝統の味だから  

歴史的観光的資源として非常に重要だから 

赤味噌で有名 

朝ドラとかで有名になった。 

八丁味噌 

特産物 

とくに NHK 連ドラで 八丁みその蔵 

名物だから 

最も有名な特産品 

城から八丁目だからという名前とともに歴史的価値があると思うから 

八丁みそ蔵 

赤みそで全国的に有名だから 
純情きらりで全国に知れ渡ったから。八丁味噌も有名 

白壁とかべ板が魅力的 

八丁味噌蔵並 

歴史を感じます 

岡崎と言えば八丁味噌 八丁味噌の蔵 

八丁味噌といえば岡崎で作っているから。 

みそ蔵 - 
地場産業（八丁みそ・石工団地） - 

八丁 味噌 

八丁みその辺り 蔵町がすてき 

八丁みそ周辺 1 位、2位共に“岡崎”を誇れる場所 

八丁みそ蔵通り 岡崎市が誇る八丁みその生産地 

八丁みそ蔵並・石工団地 岡崎の歴史的地場産業である。 
八丁蔵 味噌が有名なので 

八丁蔵並周辺 全国的名高い味噌だから 

八丁味噌周辺 岡崎の観光名所だから 

八丁味噌蔵 大切にしなければならない食文化だから。 

八丁味噌蔵周辺 八丁味噌は岡崎というイメージだから 

八丁味噌蔵通り 600 年以上もの歴史 
3 位 （八丁味噌の蔵並） 

岡崎といえば八丁みそ 

岡崎の伝統が詰まったまちなみ 

宮内庁御用達の味噌が有名 

子供頃から今でも自分の生まれ育った場所と他県へ出向いたときでもこの場所をいえば
ああと納得してもらえる 

整備されている 
地場産業 

地場産業の街並み 

八丁蔵並 

歴史を感じなつかしい 
「岡崎の名物は何」と他県の人に聞かれますと、八丁味噌と答えます。歴史的文化を全
国的に広めるべき。 

岡崎の名産で有名 

有名みその生産地 

八丁みその蔵並 

歴史を感じられるところ 

TV で全国ネットになった 

うまい 

古い町並み 

八丁味噌 

全国的にも有名 

八丁みそ 歴史上貴重 
近くのコンビニも蔵風で岡崎らしい 

伝統的な産業がお城から八丁の場所にあるところなど、紹介しやすいし、町並みもきれ
いである。 

八丁みそ蔵並 

八丁みそは全国的に有名 

岡崎といえば「八丁みそ！」というイメージ 

岡崎を象徴する食文化 

八丁みそ蔵 

岡崎名物 
岡崎の名産品を作っているところだから 

岡崎を代表するものだから。 

八丁味噌の蔵並 

古い景観がよい 

みそ蔵 歴史と伝統のある産業のシンボルだから 

地場産業（八丁みそ） - 

八丁みその蔵並み 江戸時代からの歴史を感じる大切な町 
八丁蔵 岡崎といえば八丁みそというイメージだから 

八丁蔵通り 岡崎の代表する食物 

八丁味噌の工場 有名だから 

八丁味噌工場の周辺 地方の人に観光地としてお勧めできる 

八丁味噌蔵周辺 武家屋敷風の建物が歴史の町、岡崎にふさわしい。 

八丁味噌蔵並 - 
八帖味噌 歴史的建造物 



 

資－19 

 
大樹寺・ビスタライン 

1 位 （大樹寺・ビスタライン） 

一度中に入れてもらって感動したので古い歴史は残したい 

岡崎城 

家康の名声のため 
寺がすばらしい 

寺より南を眺めると素晴らしい 

大樹寺から岡崎城の眺望が出来歴史を感じる 

大樹寺から見た岡崎城 

大樹寺の山門、総門を通して見える岡崎城は大切にしていきたい 

大樹寺門から見える岡崎城 
眺望ラインの基点でもあり歴史的にも重要 

徳川家康が生まれた所だから 

徳川菩提樹だから 

門から岡崎城がみえるのはすごい 

門とか柱、石を見てもすてき。特にすき間から岡崎城見えること。 

歴史があり物語がある 
歴史と風景 

歴史に残る寺であるから 

歴史のある社寺 

歴史を感じる佇まい。威厳を感じる。 

歴史的なもの 

大樹寺 

歴史的に有名 
３００年以上にわたり景観が守られてきたから 

岡崎の歴史を簡単に感じることが出来る 

ビスタライン 

松平家、徳川家の菩提寺の本堂から山門、総門をとおして岡崎のシンボルである岡崎城を
見ることが出来る、ビスタラインを守り続けることが岡崎市民の誇りであると考える 

岡崎城はシンボル的存在が遠くからも見えること 大樹寺からのビスタライン 

今も守られているから 

お寺と石畳、小学校のバランスが良い 大樹寺周辺 

岡崎を代表する歴史の地域 

岡崎城（含乙川） 大樹寺 

岡崎城～大樹寺 古き良きながめ 

大樹寺、伊賀八幡宮 古い歴史 

大樹寺からの岡崎城 歴史と後生民に残さなければいけない一点 

大樹寺からみる岡崎城 高い建物を立てないで眺めを守っているので良い 
大樹寺から見る岡崎城 - 

大樹寺ビスタライン 他所にもあまりない眺望。もっと宣伝すればいいのに。 

大樹寺総門からの岡崎城 - 

眺望ライン 岡崎のひとが代々守り続けたこと 

2 位 （大樹寺・ビスタライン） 

248 号線からみえる大樹寺 
いずれもいったことのある場所 

すばらしい 

どっしりと落ち着いたたたずまいで岡崎の歴史を感じる 

とてもキレイだから 

とても重みのあるお寺で素晴らしい 

なんとなく 
もう少し力を入れること！ 

やはり歴史を感じます 

位牌堂 

岡崎のシンボルである 

岡崎城がちゃんと見えるようになっていて、好き 

岡崎城といえば大樹寺でしょう 
何よりも伝統がある 

家康との関わり 

家康と関係が深い 

家康の先祖の菩提寺 

家康縁の寺だから 

家康菩提寺 
家康幼少の頃、時代を感じさせる 

絵になる風景 

古いお墓は岡崎案内で皆が喜びます 

国道からでも分かるから 

残しておきたい場所だから 

史跡で歴史的に貴重である 
昔からのもの 

大樹寺 

昔の歴史の證人として 
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大樹寺・ビスタライン 

全国に名がとおっている 

多宝塔が美しい 

大樹寺からの景観は全国でもめずらしく岡崎のシンボル 

大樹寺から眺める岡崎城が良い 
大樹寺の山門から眺める岡崎城 

徳川を感じる 

徳川家 

徳川家の菩提寺 

徳川家の由来の地 

徳川家康 
徳川家康のゆかりの地 

徳川家康ゆかりの寺院 

徳川家康ゆかりの地だから。門から岡崎城を見る景色が綺麗 

日本の歴史に大きな功績を残した江戸幕府をつくった徳川家のゆかりの地（平和な時代
←戦乱をまとめた） 

木造建築のすばらしさ 

門 
落ち着いた雰囲気がよい 

歴史 

歴史ある建物だから 

歴史が深い 

歴史のある場所にて、そして風景 

歴史の古さ。 
歴史を感じます 

歴史を感じる 

歴史を感じる、山門 

歴史上としてもっとアピール 

歴史上貴重 

歴史的 
歴史的。家康の知名度が高い 

歴史的遺産であるから 

歴史的価値 

歴史的重要な建造物 

歴史的文化 

 

歴史文化上 
代々の墓からまっすぐ、岡崎城が見える。これはいつまでも守ってもらいたいものです。大樹寺門から岡崎城をのぞむ 

歴史的価値がある 

ビスタライン 子供の頃から見慣れた景色 

大樹寺（前の道路坂下より見た風
景） 

- 

大樹寺、六所神社、滝山寺 上記と同様 

大樹寺からのビスタライン 初めて知った時にちょっと感動した。でも「ビスタライン」という名称はイマイチ。 
大樹寺からの眺望 大樹寺小学校卒として守りたい（小学校時代は地下通路を使用していた） 

大樹寺から岡崎城迄のビスタラ
イン 

戦国時代からの思いがそのまま残っている 

大樹寺とビスタライン やっぱり徳川家康？ 

大樹寺など 歴史的 

大樹寺など史跡 歴史を感じられるところ 

大樹寺の周辺 家康の心 
大樹寺山門 今でも障害になる高層建築が建たないのはすごい 

大樹寺周辺 小学校も道路も統一された感じがする 

大樹寺等、社寺 歴史を感じる 

大樹寺付近 卒業した小学校の近くでよく見学した。 

眺望ライン ビタスラインいつまでも・・・ 

3 位 （大樹寺・ビスタライン） 
とても風景が良いから 

やはりシンボルではないかと 

岡崎の代表する歴史建造物だから 

岡崎の歴史といえば次はここ 

岡崎市の歴史の中央 

岡崎出身の家康ゆかりの寺だから 
岡崎城が見える良いスポットである 

岡崎城とセットです 

寺の風格が有る石畳道路 

松平、徳川家の菩提樹で松平八代の墓があるため。 

全国的に有名 

大樹寺 

大事にしてほしい（歴史上で） 
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大樹寺・ビスタライン 

大樹寺から岡崎城が見れるところ 

徳川家の由来 

徳川家ゆかりの寺だから 

有名所 
落ち着いたお寺である 

歴史 

歴史がある 

歴史のある建物と落ち着きのある風情が良い 

歴史を感じさせる 

歴史を感じる寺 
歴史を見て価値がある。造りが良い。 

歴史的だと思います 

 

歴史的資産 

歴史と岡崎市の保存基礎 大樹寺・伊賀八幡宮 

歴史を感じる（町の）ため 

社寺（大樹寺～） 歴史的建造物、心が洗われる、是非残さねば 

大樹寺～大樹寺小～岡崎城の景
色 

大樹寺小出身なのでなんとも懐かしい！今もマンションとかで隠れてないとは知らなか
ったのでパンクを見てとても嬉しかった 

大樹寺からの歴史的眺望 歴史を感じる 

大樹寺から見た岡崎城 城の姿をさえぎる事のないようにして欲しい。 

大樹寺から見た城 歴史的 

大樹寺とその前の道の石畳 歴史のある寺と趣のある石畳が印象的だから。 

大樹寺附近 神社・仏閣が多い場所だから 
眺望ライン 住人の努力と理解があって守り続けたもので素晴らしいと思う。 
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矢作川 

1 位 （矢作川） 

岡崎大橋から見る景色が良い 

子供の頃、遊んだ思い出のある川なので 

子供の頃からよくあそんだ 
次の世代まで残すように務める（河をきれいにする、下水道の完備） 

矢作川 

歴史の人物がいるから 

渡橋からの矢作川の眺望 西尾方面だけに限ってすすめる。岡崎市内方面はつまらない。 

矢作川から見る橋 歴史があるので（歌川広重） 

矢作川と岡崎城 市外から国道 1号線を通過する時の印象が強い 

矢作川の景観 自然の景観の良さが郷土に対する愛着の表れだと思います 
矢作川河川敷の整備 計画を立て整備を・・・。 

2 位 （矢作川） 

なんとなく昔から岡崎のイメージ 

ゆったりした川 岡崎市民の水の源 おいしい 

よく遊びに行ったし、他県から来た人にもよく言われます。 

愛環鉄道に乗ったときと車中で見たときの風景 
引っ越してきて、川に自然が残っていてなごむ 

岡崎で随一の河川だから 

岡崎の景観の要。命の網 

岡崎を縦断していてどの地域であっても切り離せない景観である 

岡崎市を流れている川の中で毎日見ているから 

近いから 
広くてきれい 

広くて堤防内にグランドがある 

三河で一、二を争う川であるから 

四季それぞれ趣き深し、源流と連係と 

子供のころからなじんだ景色。ほっとする 

市民のいこいの場、ウォーキングやマラソンをしている人が多い 
自然 

自然が残っている（残して欲しい） 

川によって育まれた文化を感じる。 

川沿いの緑がやすやぎを感じる 

誰もが知っている川 

堤防から見る風景 
名古屋方面に学校職場があったころや萩川をこえるとほっとしたものだ 

名鉄電車で名古屋から帰って来る時見えるとああ、岡崎へ帰ったと思う 

矢作川 

勇そうな流れ 

安心して遊べる河原が良い 矢作川河川敷 

岡崎を北から南まで繋ぐ川だから。 

河川の矢作川など 歴史的眺望です 
矢作橋 歴史があるから 

矢作川（橋） 岡崎市を流れる大河で歴史的伝統あり 

矢作川、菅生川 - 

矢作川に映える夕焼け空 
夕方、西の空に浮かぶ雲が赤く染まった頃、渡橋束づめから下流を眺める景観が素晴ら
しいです。 

矢作川の河川敷内 - 

3 位 （矢作川） 
アースワーク 

お花見や花火が素敵 

岡崎のイメージ 

岡崎の自然の象徴だと思うので 

岡崎を代表する河川だから 

花火、水泳 
花火を日本一にアピール 

常にきれいな河川を見ると心が安らぐから 

他県から帰ってくるとホッとする 

台風及び、遊び場あり（？） 

電車で岡崎に着くときの景色から 

東海道五十三次にもあるから 

矢作川 

付近の景観を維持したい。川と山の調和の取れた市 

東海道五十三次の絵 矢作橋 

矢作橋から見た南と北の川の様子 

矢作川、乙川 町の中を流れる川とその景色がとても良い 

矢作周辺 自然を感じるため 

矢作川（乙川、伊賀川） ゆるやかな流れと蛇行していく川の流れがよい 

矢作川（乙川、伊賀川）等、河川 
川の流れを眺めているだけでホッとする。名古屋方面から車で帰る時、矢作川を渡ると
「あー岡崎に戻ってきたんだー」と安心する 

矢作川と矢作橋 全国的に知られている河川と家康 

矢作川等河川 自分たちの子供のころ 40～50 年前のように川遊びできるようにして残したいね。 
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伊賀八幡宮 

1 位 （伊賀八幡宮） 

伊賀八幡宮 神社のはす池 

2 位 （伊賀八幡宮） 

伊賀川と合わせて、歴史と自然の調和を感じます。 
岡崎のイメージ 

何度も足をはこび、癒される場所だから 

廻りの景色と建物のデザインの美しさが調和している 

景勝地と思う 

春は桜、夏は睡蓮、心が落ち着く 

荘厳さ 
落ち着く、桜並木が良い 

歴史があり桜がきれいだから 

歴史のある社寺 

歴史の重みを感じさせるから 

伊賀八幡宮 

歴史を感じる 

桜が一番きれい 

子供頃から今でも自分の生まれ育った場所と他県へ出向いたときでもこの場所をいえば
ああと納得してもらえる 

伊賀八幡宮と伊賀川の桜 

昔から慣れ親しんでいる風景だから 

伊賀八幡宮から伊賀川の桜 - 

大樹寺、伊賀川八幡宮など 社寺の建築美がすばらしい。 

3 位 （伊賀八幡宮） 

家康と関係が深い 
家康戦勝祈願神社 

氏神様なので 

神橋、蓮池からの眺め 

前に川有り桜有り風格がある 

徳川家の由来の地 

由緒あるので 
歴史があるから。 

伊賀八幡宮 

歴史が感じられる 

伊賀八幡宮など寺社仏閣 - 
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山・川・森・平野 

1 位 （山・川・森・平野） 

河川 ただ伊賀川などまわりをコンクリートでかためるのは許せない 

河川周辺 
水の流れの豊かさと増水の恐ろしさなのに、コイや白鳥、黒鳥、カモがおおらかに生息
している点。 

山並み - 
森や湿地 自然を守る 

森や湿地、渓流 木や山があるので良い気持ちになれる。 

森山、緑地 旧額田町と合併したことで自然環境を大切にした景観が必要 

2 位 （山・川・森・平野） 

きれいだしとてもいいと思う。山の大きい（大学名など）看板をやめさせてほしい 

どこからも山が見えるのがいいところです 
季節ごとに移る山並みから上る日の出が美しい。 

三河地方特有の山並み。あまり高くなく、ずっと奥まで続く山なみは美しく、この地方
固有の風景である 

市街地にはない緑は心地よい 

山並み 

職場から見える山並みがとても好きだから 

よく自然が残っていると思う 

伊賀川の桜並木、乙川の桜並木 
橋の上より見ると素晴らしい、特に春 

河川 

市中心部を流れる河川は岡崎のイメージがある 

自然との共生 山なみ 

緑が見えて気持ちよい、藤川の山に大学があるのは非常に残念である 

桜の時期、紅葉の時などの眺めは最高。山や川など自然が豊かな所は守ってほしい。 川 

電車から見た矢作川 
山・丘・平野の風景 - 

河（特に春） 「岡崎公園」前に流れが良く合う 

周囲の山なみ - 

松橋町の来たから阿知和の田と
山 

朝早く散歩にでるとたくさんの人が歩いていて知らない人でも挨拶をかわし昔の岡崎を
感じる 

森や渓流 市内においては貴重である 

森や湿地、渓流 自然を楽しむ所としてくらがり渓谷を 
川・河川敷 水のある暮らしって感じで安心感がある 

田園 初夏の緑、秋の稲穂は本当に美しいと思う。 

田園風景 - 

南部に広がる田園と山なみ 穏やかな岡崎の雰囲気にピッタリ 

巴川 付近の景観を維持したい。川と山の調和の取れた市 

矢作川・伊賀川・菅生川 水に関連する市民の心の安定感の高揚に役割大 
矢作川・乙川・伊賀川など河川 伊賀川の桜・岡崎から見え矢作川花火大会のときの川などすばらしい。 

3 位 （山・川・森・平野） 

街中に川の流れはとてもよい。川をきれいに 

季節のうつろい、自然の力をみせてくれる川は死ぬまで心に残っています。 

自然との共生 

河川 

矢作川や乙川は幼い頃から市民憩いの場として生活の一部だから 
子供のころからなじんだ景色。ほっとする 山なみ 

自然がいい 

自然 岡崎大橋の上から見た市内全体、山、川、街並み 

渓流 自然をしっかり残してほしい場所です 

1 位の理由と同じ 山並み 

市の北東方向の山々に囲まれた風景のすばらしさ 
田園 特に風景を見ることは無いが、日本には必要だと思う 

岩津～駒立～額田方面の山あい
の風景 

田舎に戻ったような気分になる。自然に触れられる。 

丘陵 - 

丘陵地 建物の屋根の色をそろえると調和がとれるのでは 

近隣の畑 市街地からほど近い所に畑が点在し、生活観を感じる。 

渓谷や河川 町並みと、ゆとりのある自然との調和が必要 

６月のほたるをはじめ自然豊か
な景色であるため 

- 

岡崎の自然（山・川） 昔からある故郷の山・川をいつまでもそのまま残したい 

山なみ（東名高速道路以北の
山々） 

適度に市街化された区域があるのと同時に、こんなに近くに豊かな緑（山）があるのは
よい。 

山なみ（里山含む） 身近に親しむ自然 

山なみや森・渓流と南部西部に広
がる田園 

豊かな自然の恵みと人の営みとその歴史 

山や川 自然が多く残っている 
山並 岡崎のバックグラウンド 

市街地内の丘陵地、甲山周辺 小さい時からの遊び場所 
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山・川・森・平野 

自然と街 自然もあり便利もあり 

森や湿地の渓流 おおだの森やくらがり渓谷など 

須山 出身地だから 

数少ない市内地の緑 分子研など学術的に秀でている所 
巴川 次の世代まで残すように務める（河をきれいにする、下水道の完備） 

六ツ美北中の田畑 鳥が集い、広々とした景色。 

 
 
 
地場産業（石工） 

1 位 （地場産業（石工）） 
なし  

2 位 （地場産業（石工）） 

石工団地 昔からの産業で有名だから 

 伝統の技術がつまっているため 

 伝統を感じる 

石製品 - 
地場産業 市の取場 

地場産業の町並 岡崎ならではの名産、名物ですから。 

矢作石工団地 主要産業の街並みだから 

3 位 （地場産業（石工）） 

石の町 石材製品が豊富 

石工団地 みかげ石も大切に 
歴史を作る地場産業 岡崎で生まれた八丁みそ 

 
 
 
おおだの森 

1 位 （おおだの森） 

なし  
2 位 （おおだの森） 

おおだの森 景色がサイコーです 
額田支所からおおだの森方面の 雨にかすむ眺望は特にすばらしい。 

大田の森周辺 - 

3 位 （おおだの森） 

おおだの森 これからもっと岡崎の山らしい山になりそう 

 
 
 
花火・花火大会 

1 位 （花火・花火大会）  

花火 周辺の市町村と比較しても規模が大きく、毎年楽しみにしているから。 

花火大会 伝統、歴史だから 
2 位 （花火・花火大会）  

感動的 

規模が大きく、良く知られている 

花火大会 

三河花火の伝統を受け継ぐ 

岡崎の花火 岡崎の伝統的イベントだと思うので 

花火 - 
花火大会の河岸桜 水が流れて、夏場や春はすてきだと思います 

  

花火大会 乙川が美しい 

岡崎の花火 子供や孫達を花火を見に夏の思い出に。 

花火 有名なので 

三河花火 - 
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桜・桜並木 

1 位 （桜・桜並木） 

なし  

2 位 （桜・桜並木） 

美しい景観を作っているから 
毎年見に行く 

桜 

有名なので 

さくらまつり 美しい桜が楽しめて良い（大樹寺、乙川周辺） 

岡崎 桜 素晴らしい 

桜並木 - 

3 位 （桜・桜並木） 
岡崎城はもとより伊賀川又六名の環状線の桜など桜がきれいなところが多い 桜 

岡崎城を背景にした城と桜 

以前から知られている 桜並木 

伊賀川をはじめとする河川などには、古くから市民が守り育てた桜は景観を良好にする

奥山町の枝垂桜～北斗川沿いの 春になるととても美しい花が咲き、北斗側沿いの趣が更に増すため。 

奥山田しだれ桜 美しい 
竜美付近の堤防に葵桜の並木 もっと長く続くとよいなあと思う 

 
 
 
分子科学研究所 

1 位 （分子科学研究所） 

分子科学研究所 文化の町として誇らしい存在だから 

分子研の丘周辺 
分子研、岡崎高校といった教育施設が街の中心にあり学問の街のイメージが景観から感
じられる。 

2 位 （分子科学研究所） 

分子研 高台にありよく目につく 

分子研の丘周辺 文化都市「岡崎」のシンボル 

3 位 （分子科学研究所） 

分子研の丘 知の象徴に思います 

分子研の坂道 
東岡崎駅からすぐの所に、どんな山の中に来たかと思う。木々の緑、まがった坂道に心
が洗われます。 

 
 
 
伝馬町・康生 

1 位 （伝馬町・康生） 

康生町周辺 - 
康生通り - 

伝馬町・康生 ジャズが流れていて昔からある街並みが好きです 

2 位 （伝馬町・康生） 

康生 岡崎の昔からの商店がいい 

康生市街地 子供の頃からかわらないため 

康生周辺 商業都市を象徴する繁華街（坂の町） 
3 位 （伝馬町・康生） 

昔からの町なみが残っている。古き良き時代を残している感じがする。 康生通り 

復活はむずかしいものか・・・ 

康生 今はさびれているが、昔は栄えていた 

康生・伝馬通り やはり昔から一番栄えてたイメージ 

康生周辺 中心市街地だから 
康生周辺の国道 1 号線あたり 東京から名古屋までぬける交通の要衝地 

康生町 昔、中心街だった頃と今との違いがよく分かるため 

伝馬通り 古い街並みが好きだから。 
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滝山寺 

1 位 （滝山寺） 

滝山寺 屋根の形が美しい 

滝山寺仁王門 滝山寺に近づいたなと一番感じられる。 

2 位 （滝山寺） 
観光スポットだから 

古い歴史を持つ 

三大東照宮なので 

出身地だから 

東照宮を含めて岡崎の歴史的景観 

滝山寺 

歴史を感じる 
3 位 （滝山寺） 

鬼まつりで有名だから 

滝山寺へ行く道筋を含めてよい雰囲気である 

地区内にあるから 

落ち着いた雰囲気が良い 

滝山寺 

歴史のある社寺 
滝山寺周辺 歴史の趣き 

滝山寺付近 子供の頃よく行ったから 
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東公園・南公園 

1 位 （東公園・南公園） 

自然を大切に保存されているようだ 東公園 

動物をもっと増やして欲しい 

東公園の地の風景 自然の調和が良い 
南公園 よく散歩にいく 

2 位 （東公園・南公園） 

「しょうぶ」がいいです。 

ゾウがいる公園だから。 

もみじ 

よく整備されている。 
季節によって見え方が全然違うから 

季節の花・動物園 

行った回数多い順、自然があり散策できる 

散歩によい 

身近にあり、親しみがあるから 

大きな池に鯉が沢山いて動物園象さんにも 
美術館付近が良い 

無料で象がみられる。らくだも。 

緑がたくさんあり、安全な場所。子供も安心して遊べるから。 

東公園 

緑と動物にふれあえる 

子供たちが愉しんで遊んだ場所 南公園 

自然と人間のいやされる調和がすばらしい 

東公園・南公園 両公園をはじめ各町内に公園があること 

南公園など この頃しっかり設備、整備され良いと思う。散策も又よい。 

南公園の梅園 - 

3 位 （東公園・南公園） 

なんどきも美しく清らかにされているので嬉しい 

憩いの緑地 
子供から大人までゆったりとできる公園 

子供の頃からあり、馴染みがあるから 

自然 

菖蒲と紅葉がいい 

動物がいることがよい 

動物や景色にいやされるから 
南駐車場から動物園迄の散歩道 

無料で入れる動物園が良い 

緑が多く、美しく整備されている 

東公園 

緑の多さ、子供を遊ばせる場所 

岡崎南公園 楽しい雰囲気 

植物園を作って欲しい。 南公園 
南公園の隣に住んでいるので毎日見ている景色 

東岡崎公園 - 

東公 くつろげる公園だから 

東公園、南公園 
東公園の緑と池の噴水や鯉や動物など、子供から大人まで散歩したり遊んだり自然と触
れ合ういい場所だと思います。梅の季節も最高です。 

東公園と南公園と桑谷小学校周
辺 

自然が豊か、昆虫発見もあり、かぎられた動物とのふれあいが心和む。 

南公園・太陽の城 低料金で子供を遊ばせれる。桜 
南公園の桜 公園全体の特に花吹き 

緑地（東公園など） 緑がたくさんあり、憩いの場 

 



 

資－29 

 
六所神社 

1 位 （六所神社） 

なし  

2 位 （六所神社） 

駅に近くても静かな緑にかこまれている 
秋のお祭りがとても懐かしく感じられる。 

六所神社 

歴史を見て価値がある。造りが良い。 

六所神社、滝山寺 古い歴史 

3 位 （六所神社） 

たまに行きたくなる（人が少なく、静かな感じがいい） 

岡崎のシンボルと思うから 
岡崎を代表する神社である 

子供の頃の思い出、祭り事など神様にも歴史の思い出がある 

石段 

東岡崎の近くにあるから 

歴史のある所は今後も守ってください 

歴史の重みを感じさせるから 

六所神社 

歴史的価値 

六所神社や滝山寺 歴史的建物はまもるべき 

 
 
 
村積山 

1 位 （村積山） 
村積山 山頂から見る景色はとても美しいから。 

 
標高 260m、昔は頂上の森も繁っていて、遠景は市目笠に似ていた。知立八ツ橋無量寺の
茶室からの借量になっていた。 

2 位 （村積山） 

村積山 形がきれいで、何度も登ったことがあり愛着があるから。 

 自分の住んでいる所だから 

 上へは登ったことない、自然のままを！ 
 他県から帰って来た時の目印 

 大切にしたい里山。 

 矢作川よりを展望 

葵大橋から見る村積山 豊田方向から岡崎に入る時目にするので 

3 位 （村積山） 

村積山 - 

 
 
 
菅生川 

1 位 （菅生川） 

菅生川沿いの景色 
桜やツツジが植えられていて、川には様々な鳥がいて、最高に気持ちの良い散歩道であ
る。 

菅生川周辺と橋 絶品！明大寺橋にオレンジの明かりが灯れば、まさに岡崎の小樽です 
2 位 （菅生川） 

管生川の流れ - 

菅生川あたり - 

菅生川の桟敷で見上げる花火 どんな風情にもマッチする花火、岡崎っ子の原点 

3 位 （菅生川） 

菅生川周辺 町を二分する川の景色 
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奥殿陣屋 

1 位 （奥殿陣屋） 

奥殿 歴史的でおちつきのある景色 

奥殿陣屋 - 

2 位 （奥殿陣屋） 
四季折々の花々が見られるから。 奥殿陣屋 

日本庭園など日本文化を味わえるところ 

奥殿陣屋の季節の花 コスモス、菜の花など 

3 位 （奥殿陣屋） 

奥殿陣屋 自然が楽しめる 

 
 
 
甲山 

1 位 （甲山） 

甲山周辺 山が残っているから 

甲山辺りから乙川方面 町中に山と川があり岡崎らしい。 

2 位 （甲山） 
なし  

3 位 （甲山） 

甲山 昔は●感じ、今は甲山●感じ●●● 

 
 


