
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年１１月１１日（月）午後７時

場所：六ツ美市民センター
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市長 皆さま、こんばんは。市長の内田康宏でございます。11月も半ばに差しかかりまし

て、今夕は少しは冷え込んできてるわけでございますけれども、そうした中にも関わりま

せず、今日、こうして市民対話集会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

また、日頃から皆さま方におかれましては、本市の市政運営に対しまして、格別のご理解、

ご協力をいただいておるわけでございまして、このことも合わせてお礼を申し上げたいと

思います。さて、昨年の 10 月に市長に就任致しまして、ようやくこれで 1年を迎えること

ができたわけであります。私にとりましては、実に中身の濃い 1年だった。こんなふうに

思っているところであります。この 1 年の間に、選挙の公約にありました私学助成であり

ますとか、ワクチン接種に関する補助、それに致しましては予算の確保ができればすぐに

できるよう準備をしてまいりまして、今年度の予算に盛り込み、もうすでに実施をされて

いるところでございます。

また、民間の力を活用した岡崎活性化本部につきましても、この 4月に発足を致しまし

て、観光、経済、文化などのさまざまな分野で、民間ならではの知恵や経験、そして幅広

い人脈や企業とのつながりを生かして、アイデアに富んだ、思い切った街おこしを、行政

と連携して、推進していただいているところでございます。さて、今年の 1 月からでござ

いますけれども『次の新しい岡崎』と題しまして、各種団体などや中学校などで、要望が

あれば私のほうから出向きまして 30回以上の講演会を行わせていただきましたけれども、

この 7月からは、これを各地域に移しまして、市民対話集会ということで、市民の皆さま

の生の声を直接お聞かせいただく、こうしたことで開催させていているわけでございます。

今般はその第 6回目となるわけであります。

今さらですけれども、岡崎というのはモノづくりを基盤とした地域でございまして、こ

の地域の豊かさの源泉というのはモノづくりにあることは、皆さまご案内のとおりである

わけです。今後とも私どもの、このモノづくりには、しっかりと力を注いでまいりたい、

このように考えているところでございますけれども、さらにこのモノづくりに加えてもう

一つ、岡崎独自の歴史的な文化遺産、こうしたものを中核とした観光産業を岡崎の経済を

支える新しい柱の一つとして、育て上げていきたい、これが私の考えであるわけです。例

えば、岡崎城や松平家・徳川家の菩提寺であります大樹寺をはじめ、この地域には悠紀斎

田のお田植えまつりなどがございますけれども、よその町にも負けない、史跡だとかお祭

り、豊かな自然などの観光資源が岡崎市内各地には、大変、多くありますけれども、これ

までこうしたものが、十分 PRされてきたとは言えないと思うわけであります。どちらかと

いうと、宝の持ち腐れとなっておったわけであります。これからは、そうした岡崎にしか

ない宝を手段として、強みとして、それを生かした街づくりをしていきたい、このように

考えておるところであります。幸いにして、平成 26 年度中には新東名高速道路が開通致し

ますし、平成 27年には家康公没後 400 年、さらには大嘗祭悠紀斎田の 100 周年、そして翌

28 年には本市の市制施行 100 周年と、記念すべき年が続きますので、こうしたことを、岡

崎の PR のための絶好の機会として活用してまいりたい。このように思っているところであ
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ります。

さて、大正 4年にこの六ツ美の地で大嘗祭悠紀斎田が行われまして、100 周年まであと 2

年程となったわけであります。100 周年に向けましては、地元の実行委員会の皆さま方が

中心となりまして、宮様のお成りを宮内庁に要望されるなど、いろいろと計画されてみえ

ると聞いております。昨今、なかなか地域において、地域の人間の関わりというものが希

薄になっておるわけでございますけれども、皆さま方の活動というものを拝見致しており

ますと、この六ツ美地域というところが、大変な団結力とパワーを持ったところである、

こんなふうに感心してるところでございます。また、本市と致しましても、地元の皆さま

方から大変強い要望がございました六ツ美地域の歴史・文化の保存・伝承および地域交流

の拠点となります、悠紀の里の整備を進めてまいったところでございます。今年の 6 月 9

日にはお田植えまつりに合わせてオープンしたところでございます。歴史・文化伝承ゾー

ンに続きまして、10 月 21 日には、第 2 期整備となるわけであります、地域交流ゾーンの

建築工事の安全祈願祭を先日行いまして、今、着手に入っているところでございます。地

域交流ゾーンには最大 200 名の収容可能なホールをはじめ、さまざまな活動に利用するこ

とのできる活動室や和室を整備の予定でございます。100 周年に花を添えることができま

すように、平成 27 年度の供用開始を目指して、ただ今、整備を進めておるところでありま

すので、完成の暁には、ぜひともご活用いただきたい、このように思っております。

一方、徳川家康公につきましては、家康公生誕の地であります岡崎ということを強く PR

すると共に、家康公ゆかりの地であります静岡市、浜松市と連携を図りまして、どちらか

というと明治政府以来、過小評価されがちな家康公の功績と本来の価値というものを、あ

らためて発信してまいりたい、このように思っております。その記念事業の一環と致しま

して、家康公を主人公とした NHK の大河ドラマ化につきまして、これは前市長さんはじめ

昨年から要望を行っているところでありますけれども、今年の 7月末に私も NHK に出向き

まして、NHK の会長はじめ各重役のかたがたに要望活動を行ってきたところでございます。

今回は、各市長はじめ、栃木県の知事さんまで一緒に見えまして、反応も大変好意的であ

ったことをご報告させていただきたいと思います。また、100 周年の記念事業につきまし

ては、市民の皆さま方と共に、これを祝い、参加していただけるような記念事業にしてい

きたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

そして、岡崎の魅力の発信には、歴史的なものばかりでなくて、ジャズですとか、岡崎

まぜめんなど新しい要素をこれに加えてまいりたい、このように考えておるところであり

ます。その一つが、私が選挙のときから言ってまいりました、ツインブリッジを中心とし

た水辺空間の活用でございます。ツインブリッジというのは、そのまま訳せば双子の橋と

いうことでございますけれども、乙川の中心に架かります殿橋と明代橋という二つの橋を、

一つは橋を公園のようにした緑の橋にして、もう一つは岡崎の伝統技術であります石工の

技術を生かした石の橋として整備をしたいという計画であります。もちろんこれは、私の

個人的なアイデアであります。皆さんに今見ていただいておりますのが、どんなことをや



3

ろうとしているのかよく分からないという声に答えて、私が仕事の合間に描いたラフ・ス

ケッチでありますけれども、これはあくまで、皆さんがイメージを膨らませるためにたた

き台として使っていただくための私案であるわけであります。今も聞いておりますけれど

も、専門家や新たな市民の皆さま方の知恵やアイデアを幅広く拝聴致しまして、実現に向

けていきたいと思っております。その一環と致しまして、こちらにポスターが貼ってあり

ますけれども、乙川ツインブリッジにつきまして、市民の皆さま方、お一人お一人が、「私

だったらこうしたものを作りたい」また「こういった橋であればいいな」そんなアイデア

を絵と作文で表現していただきたいと思っておりまして。このアイデアコンクールという

ことで、来年の 1 月 17 日まで募集をしておりますので、もし、われこそはという方は、そ

んなアイデア、まはた絵を応募いただきたいと思っております。応募作品は今後の整備計

画の中で参考にさせていただくことも考えておるわけでございます。また、入賞者の皆さ

ま方には景品が出ますし、また参加者全員に記念品を準備しておりますので、小中学生を

はじめとして、多くの市民の皆さま方からご応募いただきますようにお願い申し上げるも

のであります。こうした機会を通じて、橋とか水辺空間というのも、非常に大切であろう

市民の皆さま方に理解と関心が深まる街並みになる、こんなふうに思って、こんな計画を

したところでございます。

さて、こちらは、さっきの橋の上の壁紙でございますけれども、東岡崎駅前に架かりま

す川上のほうの明代橋というんですけれども、ご覧いただきますと緑と植栽のあるちょっ

とした公園のような橋であります。このイラストでは、両側にそれぞれ二つずつのスペー

スを持たせております。この全体の形が、そのために波型になっておりますけれども、こ

の波型になった膨らんだ部分には、できれば岡崎の木材を敷き詰めたウッドデッキにでき

ないかな。できれば、間伐材を使いたい、こんなふうに考えているところでございます。

そして、ここでは、飲食物の販売だとか、フリースペース、椅子や机を置いて、ゆっくり

川面を眺めて休憩していただけるような、そんな場所にもしたいと考えてるわけでありま

す。また、他にも市民の皆さま方から、さまざまなアイデアが出てくると思っております

けれども、私の個人的なイメージとしては、ニューヨークの街角でコーヒーやホットドッ

クを売ってるちっちゃな店があります。あんなものが、出てきていただければ、いいんじ

ゃないかなと、こんなイメージを持っております。

そしてまた、橋の四隅には川へ降りるための階段を作るわけでございますけれども、私

の案では、ちょうど曲線になっておりますので、これを利用して、階段も半円形のものに

します。そうすると、パッと見た感じが、ギリシャの円形劇場のような形になりますので、

ここを利用して、市民の方が自由にミニコンサートなどを開いていただければいいのでは

ないか、こんなふうにも思っております。諸外国の例を見ても分かりますように、文化と

いうのは、こういった自由な空気の中から誕生してくるものではないかな、こんなふうに

考えるからであります。また、この植栽は、たまたま私が、慌てて書いたので、クリスマ

スツリーみたいな木になっておりますけれども、決してこういう植え方をするということ
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じゃあございません。これも専門家に相談をして、見てくれのいいものをやりたいと思っ

ておりますけれども。この植栽にはイルミネーションを付ければ、遠目に見ても夜には光

り輝く美しい橋としても楽しんでいただけるのではないか、こんなアイデアも頂いており

ます。

そしてもう一つの殿橋ですけれども、こちらは岡崎の伝統産業であります石工業の素晴

らしい技術を集結させた石の橋にしたいというふうに思っております。岡崎は古くから石

工業が盛んな地域でありまして、現在でも市内には名工だとか名人と呼ばれる人がまだま

だお見えになるわけでございますけれども。そうしたかたがたが元気なうちに、そうした

かたがたの技の粋を生かして、例えばヨーロッパに行きますと、チェコの首都のプラハに

はカレル橋という大変有名な石の橋がございますけれども。その町の象徴のようになって

いるわけですけれども、そんな橋をぜひ、岡崎に作りたい。こんなふうに考えているとこ

ろであります。具体例と致しましては、殿橋の名前の如く、橋の四隅には家康公を守った

ように、岡崎の土地だとか市民を守ってもらいたいという願いを込めまして、徳川四天王

の像を、それぞれ四隅に配置したい、このように考えております。そして、欄干には、家

康公の先祖の松平家から徳川幕府成立までの物語を表すレリーフを、浮き彫りにここに彫

りあてていただきたい。この橋を渡るたびに子どもたちが、お父さんや、おじいちゃん、

おばあちゃんから、岡崎の歴史について話が聞けるような、そんな機会になればいいと思

っているわけでございます。イメージとしては、ちょうどお寺にありますお釈迦様の生誕

から入滅までの絵が掛かってることがありますけれども、あんなイメージで橋を飾れたら、

こんなふうに思っております。

また、この橋にもフリースペースを一応、作ってあるわけでございます。さまざまなア

イデアでここを利用いただければと思いますし、個人的な思いではありますけども、花火

大会のときに、橋の上でなかなか、花火を見る方と通る方がいつも混雑しておりまして、

思い切ってこういうふうにすれば、もう少し楽に花火が見えるのではないか、そんな思い

を込めてこれを作ったわけでございます。しかしながら、最近は土木工学だとか、消防法

の勉強をちょっとしまして、なかなかこういう形で作るのは難しいじゃないかということ

が、私自身が思い始めておりまして。逆に、裾広がりな形で、橋の両端を広げるような形

にしたほうがいいのではないかな。こんなふうに、最近は思っておるところでございます。

まだ、これからの市民の皆さま方からさまざまなアイデアを頂くと思いますので、その中

から作っていきたいというふうには思っております。

いずれに致しましても、岡崎市の乙川と橋とが一体となった風景といったものが、将来

岡崎に住んでいても、またよそに移っても岡崎と言えばこの風景を思い出していただける

ような、一種の心象風景として、故郷(フルサト)の岡崎を愛し誇れるものにしたいこんな

ふうに考えております。自らの故郷(コキョウ)を愛し誇れるようでなくては、自然な愛国

心の芽生えというものも私はないと考えているからであります。さらに、橋を作っている

工事そのものも、できれば市民の皆さまや、岡崎を訪れたかたがたに見て楽しんでいただ
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けるような、そんな工夫ができないかというふうにも考えています。この二つを整備でき

るということになりますと、最大幅が今の見積もりでは、大体、現在の橋の 2 倍くらいに

なるのではないかというふうに考えます。おのずから橋の下には、屋根付きの広場ができ

るわけでございますので、これも活用できないかというふうに考えております。夜に照明

を付ければ、夜も使える空間ができますので、もうすでに、そこは「屋台村にできないか」

こんな意見も頂いとるわけであります。市民の皆さま方のアイデアによってさまざまな使

い方が広がるんではないか、このように期待しておるところであります。

ただ、こういう話を中心市街地でないところでしますと。あ、すいません。その前にこ

っちから言わなければいけません。また、もう一つはリバーフロント構想というのを私は

打ちだしているわけでございますけれども。リバーフロント構想というのは、水辺空間の

構想でございますけれども。乙川とか矢作川の水辺空間をいかにしたらうまく使えるだろ

うというものでありまして。有効活用するというものであり、もうすでに一部できてると

ころもございますけれども。ここに遊歩道だとかサイクリングロード、それから犬を遊ば

せるためのドッグラン、さらには河川敷を使った公園だったり、運動広場などの整備を検

討してるところでございます。これは、国が行っております、川まちづくり推進事業とい

うものがあるわけでありますけれども、これにも関わっておりますし、お隣の豊田市や西

尾市などでは、もうすでに行われていることでもありますので、ぜひ、早期の実現に向け

て、皆さんと共に一緒に考えていきたいというふうに思っております。

サイクリングロードで選挙のときに、できたら、乙川沿いからずっと、額田まで行ける

ようにしたいと私、言った記憶があるんですけれども。現実に乙川沿いを走って見てみま

すと、なかなかそこにたどり着くには、河川改修をもっとしかりやらなければいけません

ので、ちょっと先のことになってしまいますが、乙川沿いからずっと、自転車で行って、

大平辺りから中央総合公園に上がっていくようなルートを、なるべく早くやりたいな、こ

んなふうには、今、考えてるところでございます。

また、この夏に、私自身がカヌーに乗って伊賀川から乙川頭首工のほうまでを回る機会

があったわけでありますけれども。久しぶりに、ここを水辺から眺めていまして、とても

市街地を流れる川沿いの風景とは思えない素晴らしい景観が広がっていたわけであります。

今までこれが放っておかれていたことが、ちょっと信じられない思いがしたわけでありま

すけれども。河川の使用を全く、市民の自由にするというわけにもいかないとは思います

けれども、できれば、高校生の生徒さんがカヌーの練習ができたり、先ほどの映像にもあ

りましたように、私たちが子どもの頃っていうのは、乙川には貸しボート屋さんがあって、

もっと市民が親しんで使えた川だったはずなんです。ぜひ、そんな川を復活させたい、そ

んなふうに思っております。これからは、市民の皆さま方が、より楽しめる水辺空間づく

りということを考えていきたいというふうに思っています。

このような計画を発表致しますと、「そんな橋に掛けるお金があるのなら、他の地域の

活性化に使ってほしい」とか、「また中心市街地の話か」といった声が多く聞かれるわけで
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ございますけれども、殿橋というのは、昭和 2年に完成しました。もうすでに 80 年以上が

経過してるわけであります。今、写真を見ていただくと分かると思いますけれども、橋脚

の一部には少し離れたところからでも目視できるような、幅 2 センチ、長さ 1 メートルを

超える亀裂が走っておるわけであります。これ、私が車で走って、気が付いて止めて、写

真を撮ってもらったものでありますけれども。この橋を今も 1日 3000 台を超える車が往来

しているわけでございます。もしもということがあっては、大変でございますので、ぜひ、

何とかしたいというふうに思ってるわけであります。また、橋脚の数が殿橋は 11本と大変

多いわけでありますけれども、こうしたものが、これはこの間の台風のときの写真でござ

いますけれども、洪水のときに、上流から流れてきたさまざまなものが当たって、それで

橋が壊れるということがなければいいと思っておりますけれども、こういった橋というの

は、現在の河川法では作ることが認められてない構造なわけであります。

こうしたことの課題の解消には、架け替え等の含めた根本的な改修というのが必要であ

るわけでありまして、しかもこのことは、すでに今から 2 代前の中根鎭夫市長の頃から出

ていた話でございます。ツインブリッジ計画というのは決して、まだ使えるものを壊して、

派手な橋を作って、これを観光名所にしようといったものではなくて、橋をもし架け替え

るならば、先ほど申し上げたような橋にしよう。せっかく作るのならいいものを作ろうじ

ゃないかということで申し上げてるわけございまして。この辺を強調しておきたいと思い

ます。

また、中心市街地の活性化のみが目的ではございませんで。市内全域への誘客のために、

まずは石の橋と、橋上公園化された緑の橋という、異なった特徴を持つ橋を作る。そして

魅力ある水辺空間を作ることによりまして、市民の皆さまだとか外からおいでいただいた

観光客に、こういった地域をまず周遊していただくことが、新しい観光産業都市岡崎の第

一歩である、このように考えておるからであります。中心市街地に元気のない国だとか地

域が栄えた前例というのは、歴史上ございませんので、まずは中心市街地が活気づき、そ

の活気を岡崎市全域に広げていきたいこのように考えておるわけであります。市内全域へ

の誘客のためには、点在する各地域の観光地を線としてつなぐことも大切であります。そ

の鍵となるのが、おいしい食べ物であり、おもしろいお土産であり、興味を引く施設であ

り、またその地域ならではのサービスの四つである。このように思っております。この課

題をクリアするためには、市民の皆さま方のご協力も必要でございますし、岡崎まぜめん

だとか、駒立町のぶどう狩りだとか、南部地域では最近、イチゴづくりが大変盛んになっ

てきているわけでございますけれども、こういった食べる楽しみであるとか、全国に誇る

ことのできます岡崎のジャズもございます。こういった文化的資源も有効利用しまして、

さらには、現在活躍中の、オカザえもんや、グレート家康公葵武将隊などの力も借りてい

きたいというふうに考えております。イチゴにつきましては駒立のぶどう狩りのような施

設はありませんけども、イチゴ狩りや農産加工、直売所などの観光農園を始めたいという

ご希望の方もあるというふうに聞いておりますので、ぜひそうしたかたがたには、地元の
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皆さま方にご協力いただだきまして、岡崎市としても積極的に支援してまいりたいとこの

ように思ってるところでございます。

さらに、テーマや季節に応じたミニ観光ガイドマップの作成も行っております。スマー

トフォン向けのご当地観光アプリを開発して、観光客や市民のかたがたが市内を回遊して、

周辺店舗への誘客のきっかけとなるように、情報提供をできるようにしております。

また、最近では観光に対するニーズというものも、実に多様化しておりまして、特に学習

型の新しい観光スタイルというものが注目されております。その一つが産業観光ではない

かというふうに考えます。産業観光は、本市の経済の柱であります、モノづくりを観光資

源として捉え、製造工程だとか、企業博物館の見学、あるいは実際の製造工程の体験など

を通じて、企業の PRに加えて、さまざまな効果が期待できるのが産業観光であると思いま

す。例えば、国内外の企業に対しては製品や技術の PR と共に、新規顧客への獲得の場とな

りますし、大学生や高校生に対しましては企業への関心を高めることによりまして、優秀

な人材の確保の場にもなります。そして小中学生に対しましては、モノづくりに対して興

味を持たせて、将来のモノづくりの人材育成の場として活用することもできるのではない

か、このように思っております。また、市内観光や食事など、他の要素を組み合わせるこ

とによりまして、地域への経済効果というものも併せて期待ができます。この産業観光に

つきましても、企業の皆さま方や商工会議所のご協力をいただき、これから進めてまいり

たい、このように考えております。

このように、皆さま方が岡崎にお越しいただくきっかけを作り、さらに市内を周遊して

いただくことができれば、ツインブリッジの見学のついでに岡崎城を観光して、まぜめん

を食べて帰るとか、企業視察や商談で岡崎に滞在している間に、ジャズや市内観光を楽し

むといった相乗効果が生まれ、春の桜や夏の花火だけではなく、四季を通じて岡崎に、お

客さまに足を運んでいただけるようになるんではないかというふうに考えます。秋は先般

終わったばかりでございますけれども、ジャスストリートだとか、市民まつりも随分定着

してまいりました。冬に何かないかということでございますが、冬には岡崎にはよそに決

して引けを取らない、素晴らしい消防の出初というのがありまして。あれは、消防団の皆

さま方の晴れの場でもございますし、しかも乙川の河川敷という景観の中で、あの青空に

向かって放水をする絵というのは、これはなかなか、私は素晴らしいと思います。愛知県

から、よその地域も、何カ所か見に行ったことがございますけれども、ああいった絵にな

る場で、ああいう消防活動の、また防災活動の PRができるというのは、これは大変重要な

ことだと思っておりますし、もちろんそれだけではちょっと、説得力に欠けますので、今

年から始めました消防の出初の後に、消防自動車とか各種車両に子どもさんたちに乗って

楽しんでいただく。またそれにプラスアルファしたショーを加えたりすることによって、

それを冬の一つのメインイベントにできないか、こんなふうにも考えております。もし、

また、こんなのがあるぞといういいアイデアは、ぜひ、市のほうまでお持ちよりいただき

たいというふうに考えております。
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そして、そんなふうに観光客で市内がにぎわい、企業視察だとか、商談のための滞在者

が増えてくれば、かねてから望まれてました、岡崎のシティホテルの誘致にもつながると

いうふうに思っております。歴代の市長さんが、このシティホテルの誘致に随分、努力を

されたというふうに聞いておるわけでありますけれども、民間企業は、大変シビアでござ

いまして、もうかりそうもないことには手を出してはくれないわけであります。むしろ向

こうからぜひ、岡崎に進出したいというふうに思わせるような土台作り、環境づくりとい

うものが先ではないか、このように考えております。こうしたものが、私がイメージして

おります、観光産業都市岡崎の未来図であります。

そして、もう一つ、今も防災のことについてちょっと触れましたけれども、防災力の強化

ということも、今後の岡崎にとりまして重要な課題の一つでございます。本市にとりまし

て、平成 20年 8月末豪雨災害における甚大な被害は忘れることのできない出来事でありま

す。現在、再度の災害防止と床上浸水被害の早期解消を目的に河川改修を進めておるとこ

ろでございます。また、各地で大きな被害もたらしました、今、出てますね。今年の台風

ですけれども、幸い岡崎では大きな被害にはならなかったわけであります。しかし、これ

までの水害を教訓に、いざ水害が起きた時にどのような行動に出るべきか。このことを事

前に周知するために、今回、水害対応ガイドブックを作成致しまして、市民の皆さま方に

配布させていただいておるところであります。

一方 5 月末に、南海トラフの巨大地震の新たな被害想定が公表されました。それにより

ますと市内の最大震度は 7 で、死者 500 名、全壊建物が 1万 6000 棟と、大変衝撃的な数字

が示されておるわけでありまして。岡崎市と致しましては、市民の皆さま方の安全を最優

先に、新たな対策の検討と共に、災害が起きた場合の被害の軽減だとか、迅速な復旧を図

るために、各種団体の皆さま方だとか、近隣の自治体と、復旧活動や避難場所の提供など

さまざまな形で、災害時の応援協定を結んでいただいております。このような協定が必要

でないことが一番いいわけでありますけれども、日頃から、こうした協定を通じて情報交

換とかシミュレーションを行うことによりまして、万が一の際には、これが大きな助けと

なるのではないか。このように考えております。

以上、多くのことについてご説明申し上げましたけれども、私の思い描く、次の新しい

岡崎というものが、少しずつではありますが、形となり、岡崎が変わってきたな、こんな

ふうに感じていただけますよう、事業の選択と集中を図り、子どもたちが岡崎に生まれた

ことを誇りに思えるような、そんな次の新しい岡崎に向けて、これからも市政運営に取り

組んでまいりますので、皆さま方の一層の、ご理解とご協力をお願い申し上げまして話を

終わりたいと思います。ご静聴ありがとうございました。

司会 それでは、ただ今の市長の提案説明に対して、ご質問のある方は挙手をお願い致し

ます。
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市民Ａ いいですか。

司会 はい。マイクを。学区名とお名前をお願い致します。

市民Ａ 今、市長の提案は、ほんとに誠にいいことだと思います。ちょっと、このツイン

ブリッジにつきまして、これ県道、両方とも県道ですよね。

市長 はい。

市民Ａ それから、川は県の管轄。こういうときに、この事業をやるのに、公共事業でや

られるのか、単独市でやるのか、その辺がまだちょっと私、分からないもんですから、ご

説明いただきたいと思います。ありがとうございました。

市長 はい。そもそも私自身が選挙のときに考えておったことは、市で中心的な役割を果

たすんでやっていこうと思っていたんです。今、おっしゃられるとおり、あの橋は県道に

架かっている橋でございます。ですから、県の意向を無視しては駄目でございまして。当

然、何度も県のほうには参りまして、このことを説明しお願いをして、続けて来てるとこ

ろでございます。もう一つ、今日もお話の中で申し上げましたけれども、今、国交省の中

で、川まちづくり推進事業というのがございまして、川を中心とした水辺空間を生かした

町づくりをしようとしているところに、国のほうが支援しよう。こうした枠がありますの

で、こうしたものをぜひ、使って、協力してやっていきたいというふうに考えております。

県のほうからも、いろいろ、最近、具体的なお話を頂いておりますので、すぐ、二つの橋

をいっぺんに、今の財政的に、まだ回復途上にあるとはいえ、まだ豊かな財政とは言えな

い状況の中で、橋を二ついっぺんにかけかえれといっても、これはなかなか難しいことだ

と思いますけれども。殿橋は、中鎭さんの時から出とった話ですので、何度か先ほど、橋

がこれほどダメージを受けておることも強調しながら、なるべく殿橋については特に、か

けかえる方向でやっていきたいというふうには考えております。現実に、この間、県の建

設委員会の視察がございまして、その場でお話しさせていただく機会がございましたので、

先ほどの写真を皆さまの前に出して、しっかり強調して、しかも、これは決して、岡崎だ

けのことじゃなく、日に 3000 台の車が通るわけですから。三河全域にとっても重要な交通

のポイントでございますで、今のことも合わせてお願いしてるところでございます。

市民Ａ はい、ありがとうございました。

司会 はい。ありがとうございました。進行の都合上、対話集会の最後にまた質疑応答の

お時間がございますので、次に進めさせていただきます。次に地域の要望等につきまして
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事前に頂いておりますので、六ツ美南部学区の代表の方に要望内容を発表していただきま

す。よろしくお願い致します。

市民Ｂ 市長さんには、先ほど、悠紀の里の工事、順調よく進んでおるということ、また

現に、工事にも見ていただきましてありがとうございました。私どもも、悠紀の里、ます

ます、皆寄って、活性化なるように努力していきたいと思いますので、よろしくお願い致

します。さて、私の質問は、5、6 年前は下水道工事は盛んに行われとったんですけども、

最近トンと、その言葉を耳にしない。六ツ美南部学区で言うと、私の住んどる高畑、占部

4 町、定国、中村、正名、国正ですか。農村地域に対して、下水道というのは文化生活の

一つのバロメーターであると、私は思っておりますので、そういったものを、下水道、あ

るいは文化生活をするの着眼点というか、そういうことがあるかお聞かせいただきたいと

思います。

市長 今、おっしゃられましたとおり、公共下水道というのは文化のバロメーターの一つ

である。これは昔からいわれておる言葉でございますけれども。汚水の処理機能を有して

おります公共下水道につきましては、生活環境の改善だとか、公衆衛生の向上など、また

は、河川などの公共用水域の水質保全を図るために欠かすことのできない施設であります。

そのことを私たちも重々承知しとるわけでございますから、今後の整備につきましては、

現状の経営状況が厳しい中ではございますけれども、順次できる限り、前向きに検討して

まいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。これにつきまし

ては、担当部署からもう少し説明していただけますか。はい。

下水道部長 お世話になっております。下水道部長の山﨑と申します。今、市長からもご

ざいましたように、私の部としては、日常生活、いわゆる社会基盤でございますので、今

後もより早く進めるように努力はしてまいりますので、よろしくお願い致します。

司会 いかがでしょうか。

市民Ｂ ありがとうございました。引き続き気にとめておいてください。

市長 すいません。具体的にどうと、今日、言える段階ではございませんけれども、ちゃ

んとこの間、説明を受けまして、役所のほうではきちんと掌握しておりますので。

司会 ただ今の六ツ美南部学区の要望について、他の方、ご質問のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。それでは、引き続き、六ツ美中部学区の代表の方にお願い致します。
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市民Ｃ こんばんは。どうぞよろしくお願い致します。私からは、質問なんですけれども、

堤通り手永お田扇祭の関係、市の無形文化財指定できないかというお尋ねをしたいと思い

ます。ご案内のとおり、このお祭りにつきましては、江戸時代の慶長年間から護国豊穣と

地域の安全を願って行っているものでございまして、六ツ美地区、西尾合わせて 20 町で、

持ち回りという形で毎年行っております。今年も、当初上青野町から高橋町のほうへ、お

送りを致しまして、市長さんにもご参加いただきました。ほんとにありがとうございまし

た。われわれとしましては、近年、数々の伝統や歴史が、急速な社会情勢の編成によって

忘れ去られようとしておる状況でございます。これらを、われわれ、地域、関係するもの

は非常に危惧をしておりまして、これを何とか継続していくことが、子子孫孫まで継続し

くことが大事ではないかということから、関係 20カ町で、今年、神輿の進行をさせていた

だきました。こういったものを、やはり市の無形文化財に指定してただくことによって、

現在の若い者たちも引き継ぎをしていっていただこうではないかいう思いから、幸い、今、

市長さんの説明にございましたように、岡崎市は観光産業都市岡崎を目指しているという

ことでございますので、ぜひとも、市の無形文化財にしていただけるようによろしくお願

いしたいと思いますが、現況をお伺いしたいと思います。よろしくお願い致します。

市長 ただ今ご指摘がありましたが六ツ美地区の堤通り手永お田扇祭、この間、私も久し

ぶりに出させていただきまして、ほんとに興味深いお祭りであるということをあらためて

思いました。そしてまた同時に、これが長い間、地域の皆さま方のお力沿いで守られてき

たと、ほんとに貴重な文化財、財産だと思っております。ご当地におきましては、大嘗祭

悠紀斎田が挙げられるわけでございますけれども、お田扇祭につきましても江戸時代以来

続く民俗文化財として貴重なものであるということは、市としても認識しておるところで

ございます。そのため、岡崎市におきましては、これまで、地元のご理解とご協力のもと

祭りの調査を進めてまいりました。現在はその調査をまとめて、報告書を作成中でありま

して、今年度末には刊行ができる予定だというふうには聞いております。この調査報告書

の刊行後、文化財保護審議会に諮りながら、無形民俗文化財の指定に向けた検討を進めて

まいりたいいうことで考えております。手順はそういうことになっておりますので、ちょ

っと、もう少し時間がかかるかもしれませんけれども、前向きに取り組んでおりますので、

ご理解いただきたいと思います。

市民Ｃ ありがとうございました。心強いご回答を頂きまして、ちょっと安心を致しまし

た、よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございます。ただ今、六ツ美中部学区の要望について、その他の方でご

意見のある方いらっしゃいますでしょうか。はい。
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市民Ｄ 市長さんのほうから、ありがとうございます。私のほうからも質問なんですが、

地域防災、地区防災に関してのあるんですけれども。今、岡崎市の場合、防災基本条例と、

それを補完するというような形で防災計画、それが同時進行して、地域防災というのをや

られていると思うんですけれども、その中で特に自主防災についてお伺いします。防災計

画の中の第 3 章なんですが、自主防災組織等の連携があります。基本的な考え方等々、載

ってはいるんですが、実際、南部学区総代会の中で、自主防災の育成、連携っていうのが、

なかなか取れてないと。総代さんが 1 年なり、2 年なりで交代するということで、恒久的

な対策ができてないのが大きな問題なんですが、その中で自主防災組織の整備ということ

で、積極的に市のほうがご支援いただいて、それを積極的に行っていくということをうた

ってますけれども。その中で、自主防災の編成の中で、1 人でも多くの住民が自主防災に

参加する、防災訓練という形になると思うんですけども。9月の 30 日のときに南部学区の

防災訓練やりました。その後、各町内、15 町内あるんですが、町内ごとに防災訓練やりま

す。上和田町内は今月の 17 日の日に、実は長池公園で防災訓練やりますけども。そのとき

の協力体制と整備っていうことで、市レベルの自主防災の連絡協議会組織を設置してうん

ぬんっていう、そういう体制を強化するっていうことがうたわれています。それについて、

どのような強化がされているのか。それを 1点お聞きしたいと思うんですけども。

それともう 1点、防災の学区のリーダーっていう位置付けが非常に重要じゃないかなと。

1 年ごとに総代が交代していくので、その都度代わるというのは、恒久的に引き継がれな

いかなというのがあるんですけども。その編成とそれから助成ですね。市からの助成。そ

れについてお伺いしたいと思いますが。

市長 実はこの夏に消防団の OB の方たちと、ちょっと懇親会がございまして、呼ばれて行

ってきまして。以前は消防団の団長室というのは、消防署の本庁の中にある、それがいつ

の間にかなくなっちゃった。まずその辺が、岡崎の公的消防と消防団との連携がうまくい

っとらん根本だっちゅうことを言われまして。早速、消防長さんにそのことを陳情しまし

たら、もう 1 週間もたたんうちに場所を作ってくれて、今、消防団長室が本庁の中にでき

ておりますので。そういったところでまず、消防のトップの人と、消防団との連携という

のをしっかり図っていきたいというふうに考えております。それから各地域で行われます

行事につきましても、援助というのも、地域において消防の活動の在り方も、防災の活動

の在り方も違いますので、一概にどうするということは、私からはなかなか言いにくい面

もございますけれども、できる限り地域の要望に合った形で対応していけたらと私として

は考えておりますけれども。もうちょっと具体的なことは、なんか、お願い致します。

公室長 公室長の甲村と申します。今、防災リーダーの育成とか、それから地域のための

補助金の創設とか言われまして、まず、現在、岡崎市におきましては、市内に 550 余の町

内会がございます。そして、530 の防災防犯協会が設置されておりますが、この内 4 名の
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防災防犯協会長に総代さん以外で、あとほとんどが総代さんが兼務をしている状況でござ

います。そして、総代さんは 1、2 年で交代されまして、今、言われますようにリーダーの

育成につきましては、消防にあります防災防犯協会と、防災危機管理課が連携をしまして、

今後どういうふうに 1、2年でそういう方が代わっていっちゃうと、継続性ができなくなっ

ちゃうよということで、検討してまいりたいと、今、考えてる次第でございます。それと、

そういう育成、リーダーの育成に関しましても、市内、今年の場合は 10回以上にて、防災

に対する正しい知識の普及啓発、それから組織編成を進めていくために、先ほど言いまし

た防災防犯協会長や、消防団の皆さんを対象に自主防災活動の説明会および、また地域総

合防災活動の説明会を通じまして、防災担当者と消防官の連携、リーダーの育成に努めて

まいるのが現状でございます。

しかしながら、今、言われますように今後、もっと、そういうことに力を入れていかな

ければいけないと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。また、地域

支援のためでございますけれども、実際にはいろんな共助の限界の中で、共助していかな

ければいけないものですから、各地域の皆さまにも、そういう防災活動の支援を、経済的

な補助を、器具の整備等に対しても進めてまいりますのでよろしくお願いします。

司会 いかがでしょうか。

市民Ｄ どうもありがとうございました。

司会 それでは、引き続きまして市政全般に関しましてご質問をいただきます。発言前に、

学区名とお名前をお願い致します。

市民Ｄ 私からはリフレッシュ道路延長についてお尋ねをさせていただきます。このリフ

レッシュ道路につきましては、現在、高橋町の六ツ美産業西側から南新村線との交差点ま

での間(カン)、拡張工事をしていただいて、大変感謝を致しております。この工事が終わ

りますと、全線完成と伺っております。最近では、天白地区まで信号もないということで、

利用者も多く、皆さん、大変重宝を致しております。反面、利用者の増加に伴い、県道 293

号線の桜井岡崎線の天白六名付近でも停滞が顕著となっております。岡崎地区も交通事故

等が後が立たないような昨今でございます。リフレッシュ道路を例えば、真宮まで延長し、

国道 248 号線にアクセスさせるというような計画はないのかお尋ねを致します。

市長 ありがとうございます。以前、私が県会議員になったばかりの頃で、国のほうでス

ーパー堤防計画と言われまして、確か、西尾から豊田にかけて、矢作川の堤防を使って二

十数キロの 3 車線の道路を作る。片側 3車線であったわけでございますけれども。現実に

は、バブル経済の崩壊と共に、また計画的にもなかなか、当初の計画と実際の状況とが合
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わなかったということもあると思うんですけれども。立ち消えてしまったわけですけれど

も。これが今、矢作川堤防リフレッシュ道路ということで、今、おっしゃられたような形

で天白、JR 東海道本線手前で堤防区間から外れまして、県道の桜井岡崎線に接続する。こ

ういった形になっとるわけでありますけれども。私が、お話をちょっと聞きましたので、

地図を私、ずっと見まして、そのまま道路が、ずっと北に行けば、大変具合がいいな。こ

れができればということを思ったわけでありますけれども。現実に、この道路を延伸して

いくためには、その道路を作るだけの要件、要するに必要な幅だとか高さというのが必要

なわけでございますけれども。これがなかなか難しいということが、担当部局と話をして

分かったわけでございます。東海道本線のアンダーボックスの他、川幅の広い乙川を超え

ていかなければいけない。それから、名鉄など交差する施設との対応をどうするかという

こと。いくつも難題がございまして、もちろん、そういった道路ができないことはないか

もしれませんが、現況の状況の中で、技術的にも大変な困難が想定されますので、現状で

は事業化の予定というのは、今、ありません。ですけれども、将来的に、言われたとおり

の道路でなくても、そういったラインができれば、大変、今言われたように、渋滞緩和に

役立つということは、私は認識しております。以上です。

司会 ありがとうございます。いかがでしょうか。

市民Ｅ いろいろな問題があるというご回答も頂きましたが、一つ、考えを頂いて、新た

な手法があればぜひ、お願いを申し上げたいというふうに思います。ありがとうございま

した。

司会 ただ今のご質問で、他の方、ご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。それで

は引き続きまして、他の質問で結構です。はい。前の方から。

市民Ｆ よろしくお願い致します。現在の美矢井橋の運動場の界隈の水洗のトイレの設置

についてのお願いでございます。現在、美矢井橋運動公園には仮設のトイレが 3基あるわ

けでございます。河川敷の運動場ということもあって、河川の水量が増加したときのこと

も考慮して、仮設のトイレということでありますけど、これは十分、理解もできるわけで

ございますけど。この美矢井橋の運動場は平日、また土日祝日等は、非常に多くの市民の

方のソフトボールだとか、サッカーだとか、グラウンドゴルフ等で利用される方が非常に

多く、またこの中には女性の方の利用者も非常に多いわけでございます。現在の仮設トイ

レを、ぜひとも、できれば常設の水洗トイレにしていただけないかということを、よく利

用してみえる方から、こういう要望等を聞きますので、その辺のところもひとつ考慮して

いただいて、水洗トイレに設置に対する市の、当局のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。よろしくお願い致します。
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司会 ありがとうございます。

市長 美矢井橋の仮設トイレの件につきましては、確認しましたところ週に 3 回は清掃し

ているそうでございます。ただ、使われる方のマナーが悪いなんて言うと、使ってる人に

怒られるかもしれませんけども。そんなこともあって、ちょっと増やせてないんじゃない

かなというふうに思っておりますけれども。今後とも、できる限り清潔に使えるように手

を入れていきたいというふうには思っております。そして、今、ご指摘のありました常設

のトイレをということでございますけれども、堤防の居住地側でありましても、この河川

区域地帯に入りますと、これは河川管理者の許可が必要ということになるそうでございま

す。現在、給排水施設が近隣にないために、水道管の敷設だとか、もし作る場合には浄化

槽も工事をしなければいけないわけでございますけれども。どこにすればいいかというこ

とも、まだちょっと決まっておりませんけれども、設置場所の選定につきまして、今後、

検討してしかるべき場所があれば、ご要望に沿うように考えていきたいと考えております

けれども。まだどこがいいかというとこまで決まっておりませんので、ご理解いただきた

いと思います。

市民Ｆ ありがとうございます。ぜひ、前向きに検討していただければと思いますので、

よろしくお願い致します。ありがとうございます。

司会 ありがとうございました。その他、ご質問がある方、どうぞ。

市民Ｇ 実は、先月 22 日ぐらいだったかな。先月ちょうどこの場所で、交番の意見交換会

があったんですけれども。ちょうど、すぐそこに、この地域の交番があります。中部学区

と南部学区を管理していただいておりますけれども。どうも守備範囲が、無理があるなと

いう気がします。最近、特に南部学区のほうも盗難事件とか、車上狙い、いろんな事案が

増えておりまして、たまたま、私、青パトもやっておるもんですから、警察の資料なども

去年辺り、ずっと時系列的に見ておりますけども、特に、私ども境町というのは、もう岡

崎の一番端っこです。もう石投げれば西尾みたいなとこなんですけども。どうも、最近の

事件の事案を見ても、ちょっと警察の対応ではもう、アカンなっていう、正直言って諦め

の気持ちも正直言ってありまして。そうはいっても、地域の交番っていうのは、何らかの

形で期待せないかん。昔は、南部小学校の前に交番があったんですけれども、いろんな関

係で、今、統廃合されてここだけしかない状況。エリアと人口の集中とか、いろんなこと

を考えたときに、やはり南部学区にもう一つ、交番というのを置いていただいてもいいん

じゃないかと。また、それだ駄目なら、今、シフトも含めて、警察のほうにも、いろいろ

事情をお聞きいただいて、かなり無理しとるような状況に思いますんで、そこら辺も踏ま

えて、パトロール強化も含めて。ちょっと重点地区に置いていただかないと、先行き非常
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にやばいよということで、考えておりまして。そこら辺のところ、市長さんに申し上げて

いいのか、もっと別なルートなのか分からないんですけども、お話ししたいと思います。

司会 ありがとうございます。

市長 今回地域におけます市民対話集会を行いまして、どこに行っても必ず出てくるのは

交番を作ってくれという話であります。私ども、この間まで県会議員をやっておりまして、

県会議員の仕事の中で最も多い地域の要望も、この交番の設置の話であったわけでありま

す。基本的に交番というのは、ご案内のとおりで、各中学校単位に一つというのが原則で、

今、再整備がされております。私が住んでおります連尺学区、私の近辺に、昔、交番が三

つぐらいあったんですけれども、少し前全くなくなっちゃいまして。岡崎公園前にあった

交番を持ってきて、ようやく康生に交番が一つできたような状況でありますけども。この

交番というのは、今、言いましたように、まず中学校単位で一つというのが原則。それに

加えて、あとは人口動態、それから犯罪の発生率、これで決まるようでございます。最終

決定は県で、公安委員会が認定して決まるわけであります。それで、僕も県会議員のとき

にも、ほんとに、何か起きたときに警察に電話するんじゃなくて、私のところに電話がよ

くかかってきまして。私から 110(イチイチレイ)番電話したことがあるんですけども。確

かに近くに交番があると、一見、いいように思いますけれども、現実問題としては、何か

あったときに交番に電話するよりも 110(イチイチレイ)番のほうが早いです。私も、県会

議員のときに一度、男性が夜中にけんかしているのがありまして、近くの交番に電話した

んですけどね、そこから警察官が来たのが 40分後でした。それで、それ以後は、必ず 110(イ

チイチレイ)番に電話するようにしていますけど。

110(イチイチレイ)番に電話すると、どういうことになってるかというと、皆さんがもし

110(イチイチレイ)番電話しますと、名古屋にあります中央管制室に直接電話がありまして、

そこでその電話の担当の婦人警察官が何人かいまして、夜は男になるかもしれませんけど

も。畳 12 畳ぐらいの大きなパネルがありまして、今、全県下を走っとるパトカーがどこに

いるかということを、全部点滅信号で、点滅で出てるわけで。一番近いところのパトカー

に指令室から直接電話がいきますんで。大体、今まで遅くても 20分以内で、防塵服を付け

た若い警察官とベテランのコンビの男が、大体、僕が電話したとき、20分以内に到着して

くれます。そのほうがはっきり言って早いです。それで、警察自身も、これ決して言い訳

で言っとるわけじゃないと思いますけれども。交番にいるというよりも、アメリカ版のパ

トカーのように、機動系警察ということを、もう 10 年ぐらい前からやっておりまして。パ

トカーで現地に直接飛んでくると。それは動いている車ですから、もうすでに出動してま

すから。ですからその車の一番近いものに連絡をしたほうが早いということであります。

もちろん、今、最初に言われましたとおり、今、ご要望いただきましたので、ご当地にお

きまして、交番の要望があるということは担当警部に伝えておきますけども、現実はそう
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いうことがありますのでご理解いただけたらと思っております。

司会 よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは奥の。

市民Ｈ 現在、市道・天白中島線を中高生まで通学道路として利用していますが、来年で

すかね。衣岡線が開通した場合、交通量は増えることが予想されます。これに伴い、交通

事故が心配でございますので、歩道部分を設けていただき、住民の皆さんが安心して通行

できるようにお願いしたいと思いますが、どうですか。

司会 ありがとうございます。

土木建設部長 どうも皆さんこんばんは。土木建設部長の清水といいます。よろしくお願

い致します。この道路は衣浦岡崎線から北に延びて、東海道新幹線の下を通りまして、六

ツ美の北部市街地へかかる市道で、衣浦岡崎線交差点付近の整備は終わっていますが、そ

れから北に向かいましては一部、整備がされてない状況でございます。この区域につきま

しては、過去には県営の六ツ美中部地区というほ場整備事業の中で、道路用地を見直すな

どして検討された時期もありますが、今、やっと地元のほう、われわれのほう、調整も済

みまして、中島岡崎線の県道から西のほうにつきましては、道路用地の買収が済んでおり

ます。今後ですが、安藤川に架かる橋の修正設計等と行いまして、さらに、1 軒工場があ

りますので。新幹線の下の東側のところ。あそこの部分の設計を進めながら、用地交渉と

か進めてまいります。また、今後担当の道路建設課というものが地域のほうにお邪魔しま

すが、よろしく、またご協力お願いしたいと思います。以上でございます。

司会 よろしかったですか。はい。ありがとうございます。その他、ご質問のある方、い

らっしゃいますでしょうか。まだ予定のお時間まで、少しお時間ありますので、ご質問の

ある方いらっしゃいましたら、この機会に。はい。じゃあ。

市民Ｉ 今、悠紀斎田 100 周年のお手伝いをしておりました。ちょっとお願いでございま

すが、現地では着々と準備が進んでいまして、私ども南部は式典と駐車場等を担当するこ

とになっております。今、一生懸命、方々に情報を集めながら、特に駐車場と来場者の安

全をどうするかっていうことに、今、一生懸命やってるんですが。その中で、衣浦岡崎線

を一時的に、その祭典の当日、通行止めにしてほしいという要望が出ておりまして。それ

については、どうも、私どもの 100 周年実行委員会の任意団体で申請しても駄目だよと。

これは岡崎市が前面に出てきて、県に申し入れがあれば検討をしますというところまで、

今、情報としてあります。これから、市当局さんに大変、ご苦労を掛けると思いますが、

ぜひ、通行止めにして祭典を行うということに、ご尽力いただきたいとお願いでございま
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すので、ご検討をお願いします。

司会 ありがとうございます。

土木建設部長 衣浦岡崎線の通行止めの件でございますけれども。いろいろな企業の中に

性格とか、大きさ、規模等もありまして。道路は県のものでございますので、県の道路会

社とも、一度協議を進めながら、また公安当局とも相談して、地元の事情等はよく説明し

ながらご理解を得られることはなかなか難しいと思いますけども、努力してまいりたいと

思います。以上です。

市民Ｉ はい。お願いします。

司会 ありがとうございます。その他、ご質問のある方いらっしゃいましたら、よろしく

お願い致します。

市民Ｊ よろしいですか。

司会 はい。

市民Ｊ これは安藤川関連でありますが、これは市の管理の川ではない県の管理の河川だ

と思います。私どもの学区の人や有志の人らでも草刈りをやってるんですが、すごく今、

河川の護岸が全部というほどではないんですけども。かなり、板柵が傷みが出てきてます。

このことについては、これが切れると、この安藤川の下流は多分、防災マップを見ると 1.5

メーターから 2メーターぐらい冠水するというふうになっておりますので、それ冠水する

恐れがありますので、県のほうに、これ今、両市議が 2人お見えになりますので、ぜひ、

市と一緒になって、県のほうに現地調査をやっていただくようなことを、お願いできんか

なと。それから、今、岡崎市の下水課のほうで、鍋田眼科のところにポンプ場を造って、

ずっと用水路を境のほうまで持って行くのが聞いておるし、実際、できてるんですけど、

今年から、推進がやられるようなこと聞いてます。だけど、それよりも、それも合わせて、

安藤川の改修を県のほうに市のほうからお願いしていただけるとありがたいなと思ってお

ります。ぜひ、市のほうから県のほうに陳情、市議会の方もバックアップをお願いしたい

と思っています。以上です。

司会 ありがとうございます。

土木建設部長 安藤川の整備についてですが、今、不具合の箇所についてまた、あらため



19

て調査に参りたいと思いますので、後ほど、お時間がありましたら場所等を教えていただ

きたいなと思います。それから県のほうの管理河川ですので、私どものほうから、そうい

った事情も説明しまして、どういった状況なのか。申し訳ないですけども、ちょっと私が、

この川の整備等を把握してませんので、その辺も河川課に調査しまして、合わせてまたお

答えしたいと思います。よろしくお願いします。

市民Ｊ どうもありがとうございました。

司会 ありがとうございました。その他、もしございましたら。部長から。

下水道部長 すいません。下水道部の山﨑でございますが、先ほど出ました中島ポンプ場

でございますが、私どもとしては平成 26 年度完成を目指しております。それから今、ご質

問ありました紅蓮幹線、これも着手できるように準備始めましたので、また地元のほうへ

ご説明に参りますので、よろしくお願い致します。

市民Ｊ はい、ありがとうございます。

司会 ありがとうございました。それでは他にご質問のある方、いらっしゃいますでしょ

うか。それでは、皆さまからのご質問も出尽くしたようでございます。最後に、内田市長

のほうからごあいさつお願い致します。

市長 どうも。今日はどうも足元が冷え込む中、ほんとに、大勢の皆さま方にご参上いた

だきましてありがとうございました。私もこうして各地で、市政の在り方ということを話

す機会を頂いたということで、本当にありがたいことだと思っております。今日、お話し

申し上げたことで、後から、ここはこうしたほうがいいぞっていうこと、もし、ご意見が

ございましたら遠慮なく、市のほうに連絡をしていただきたい。このように思っておりま

す。また、今日はご指摘いただいた件で、明確にお答えできなかったこともあると思いま

す。まだ、市のほうも対応策がしっかりと固まっていなくて、まだ具体的に申し上げるこ

とができなかったこともあるわけでありますけども。今回、こういった機会を設けておる

ということは、皆さま方と直接こうしてお話しする機会をもちまして、地域の総代さんだ

けではなくて、地域の一人一人の方がどういうことを考えてお見えになるのか。岡崎市政

に対して、どういうご意見を持ってるのか。どういった希望を持っておられるのか。こう

いったことを、私たちが直接お聞きする。このことに意義があると思っておりますので、

少なくとも今日、きちんと答えられなかったことでも、今日お話しして、認識しておりま

すので、これから時間はかかるかもしれませんけども努力していきたいと考えております

ので、どうぞご理解いただきたいと思います。今日は、本当にお忙しい中、こうして大勢
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の皆さま方においでいただきましたことを、重ねてお礼申し上げましてごあいさつと代え

させていただきます。これからもよろしくお願い致します。

(了)


