
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年１１月１９日（火）午後７時

場所：ぬかた会館
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市長 改めまして、皆さまこんばんは。市長の内田康宏でございます。お寒い中にもかか

わりませず、今日は遠くからお見えの方もあるというふうに聞いております。本日は額田

地域の市民対話集会に大勢ご参加をいただきまして、誠にありがとうございました。また、

皆さま方におかれましては、日頃から本市の市政運営に関しまして、ご理解・ご協力を賜

っておりますことを、この場をお借りいたしまして、重ねてお礼を申し上げるものでござ

います。

さて、私も昨年の 10 月に市長に就任致しまして、これでようやく 1 年を迎えることがで

きました。この 1 年間におきまして、私学助成だとか、予防医学の見地に立脚したワクチ

ン接種に対する補助など、予算の確保ができる公約につきましては、今年度の予算に盛り

込みまして、もうすでに実施をしているところでございます。また民間の活力を生かした

岡崎活性化本部につきましては、4 月に発足を致しまして、観光・経済・文化など、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、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、この 1 月から「次の新しい岡崎」と題しまして、各種団体や中学校、要請があれ

ば私自身が出向きまして、これまでに 30 回以上講演会を行わせていただきました。そして、

この 4 月からは、選挙の公約にもありましたが、舞台を地域に移しまして、市民の皆さま

方の生の声をお聞きして、これを施策に生かしていくという市民対話集会をこうして開催

させていただいてるところでございます。本日がその第 7 回目となるのであります。今更

言うまでもございませんけれども、私たちの岡崎というのは、物づくりを基盤とした地域

でありまして、この地域の豊かさの根源というのは、物づくりにあります。今後もしっか

りとその点はわきまえてですね、力を添えてまいりたいというふうに思っておりますけれ

ども。さらにもう一つ、岡崎独自の歴史文化遺産というものを中心とした観光産業という

のも、岡崎の経済を支える新しい柱として、育て上げることができないだろうか。これが

私が選挙のときから市民の皆さま方に訴えてきたことであるわけであります。例えば岡崎

城や、松平家、徳川家の菩提寺であります、大樹寺を始め、ご当地におきましては、長篠

の戦でも徳川家康が泊まった陣として知られております見返り大杉の伝説が残る天恩寺。

夏は避暑地として、また秋には見事な紅葉が楽しめますくらがり渓谷。さらには地域の方々

のホタル保護活動によりまして、毎年数多くのホタルを見ることができます鳥川のホタル

など、よその地域には負けない史跡やお祭り、豊かな自然など、観光資源が市内各地に多

くあるわけでありますけど。これまでそうしたものがしっかりと PR がされてくることがで

きなくて、宝の持ち腐れとなっていたような傾向がございます。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という

ふうに考えているところでございます。幸いにしまして、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。さらに翌 28 年には、本市の市

制施行 100 周年と記念すべき年が続くわけでありますので、こうしたものを絶好の機会と
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して捉え、岡崎市の名を国内外に広く PR してまいりたいと考えております。さらに額田地

域にとりましては、新東名高速道路の開通によりまして、岡崎市東部の玄関口として、新

たな人の交流が期待されることから、今後はこの地域の豊かな自然を生かしながら事業の

展開や基盤整備を進めてまいりたい、このように考えているところであります。家康公に

つきましては、家康公生誕の地であります、この岡崎ということを強く PR するとともに、

家康公ゆかりの地であります、静岡市、浜松市と連携を取りまして、明治政府以降、どち

らかというと過小評価されがちな家康公の功績。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。このように考えているところであります。その記念事業の一環としまし

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も、昨年から要望を行ってい

るところでありまして、この 7 月には私自身も NHK まで出向きまして、NHK の会長をはじ

め、各重役の方々にも要望活動を行ってきたところでございます。今年は静岡・浜松に加

えまして、日光市、また栃木県知事さんまで一緒に行っていただきまして、そうしたこと

もあったせいか、今回は反応も大変好意的であったという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、市民の皆さま方とともに祝い参

加していただける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、どうぞその

点も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、そういった歴史的なも

のばかりではなくて、先般ジャズストリートが行われましたけども、ジャズだとか、そし

て岡崎まぜめんなどの新しい要素を加えていきたいというふうに考えております。

その一つが昨年から、選挙のときから私これ言ってきたんですけれども、表明して参り

ました、ツインブリッジを中心としました水辺空間の活用であります。岡崎は地図で見ま

すと、乙川と矢作川という大きな川で分断された地域であるわけですけど、これをですね、

分断する川ではなくて、市民の融和を図るための憩える河川空間にしていきたい。このよ

うに考えているわけであります。ツインブリッジというのは、双子の橋ということであり

ますけど、乙川の中心にか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てまいりたい。このように考えているわけであります。皆さんに今

見ていただいておりますのが、この 1 月から始めまして、言葉で説明しておるだけですと、

どんなことをやろうとしとるのかよく分からんということを言われまして、そうした声に

応えて、私が仕事の合間に書きましたラフスケッチでありまして、新聞にも載っておりま

したので、ご了解される方もあろうかと思いますけれども。これはあくまで皆さんがご自

分のイメージを膨らませていただくために試案として私が発表したものでありまして、こ

れはあくまでたたき台でございます。さらにこうしたものをですね、専門家や市民の皆さ

まからのアイデアを広くいただいて、さらに充実したものにしてまいりたい、このように

考えているわけでございます。

その一環といたしまして、現在乙川リバーフロントアイデアコンクールを実施しておる

ところでございます。正確にはアイディアとちっちゃいイが入らないといかんわけですけ
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ども、どういうわけだかポスターはこうなっちゃっとりますんで、ご理解いただきたいと

思います。これは昨年から私が考えていたことでもありますけれども、市民の皆さま方が

乙川やツインブリッジにつきまして、もし自分ならこんな橋を作りたい。また川や河川敷

でこんなことができるようにしたいなあ、そんなアイデアを絵と作文で表現していただく

ものであります。来年の 1 月 17 日まで募集をしておりますので、どうぞよろしく申し上げ

たいと思います。このコンクールは多くの市民の皆さま方にこの事業を理解していただき、

今後の水辺空間の整備に対する関心を深めていただくことを目的にしておるわけですけれ

ども、応募作品の中でなるほどと思えるものがあれば、整備計画の中でそうしたものも参

考にしてまいりたい、このようにも考えております。また個々の入賞者の賞品の他に、参

加者の全員への記念品も準備いたしておりますので、小中学生を始めとして、多くの市民

の皆さまからご応募いただきますよう、お願い申し上げるところであります。

さて、こちらは今映しておりましたものの拡大でございますけれども、東岡崎駅前に架

かる川上の明代橋の、私が考えました将来図であるわけでありますけれども、見ていただ

きますと、橋の道路の両端にですね、緑の植栽と、そしてまた茶色に塗ってありますけれ

ども、公園のつもりでございますけれども、こうした機能を持った橋を作りたいというふ

うに考えております。このイラストでは両端に二つずつのこぶのようなスペースができて

おりますけども、そのことによりまして、全体の形が波型になっておりますけれども、こ

のスペースは岡崎の木材。額田の木材を敷き詰めたウッドデッキにしたいな。こんなふう

に思っております。そして、このウッドデッキから、川面を眺めた雰囲気というのはです

ね、ちょうど船の上から水面を眺めたような、そんな感じが出るようにしたいな。こんな

ふうに今考えているわけでございます。そしてここでは飲食物の販売だとか、フリースペ

ースとして、椅子に座ってゆっくりとくつろいでいただくような、そんな要素を持たせた

いというふうに思っております。アイデアによっては、さらに遊び心のある自由な空間と

して、皆さま方にご利用いただけるのではないか。このように考えております。そして、

絵の両角を見ていただきますと、橋の四隅には川に降りるための階段を設置することにな

るわけですけれども、ちょうどこの案でいきますと。波型の形状を利用いたしまして、階

段の半円形の形になるわけであります。この階段っていうのは、ちょうどギリシャの円形

劇場に模したような格好になるわけでありますので、ここを利用して自由にですね、ギタ

ー一本持ったり、トランペット一つ持ったりしてですね、ミニコンサートなどここでやっ

ていただいてもいいのではないか。こんなふうに思っております。諸外国の例を見ても分

かりますように、文化というのはそういった自由な空気の中から生まれてくるものではな

いか。このように考えるからであります。また植栽にはイルミネーションを付けますと、

夜には光り輝く美しい橋としても楽しめるのではないかと。こんな提案もいただいており

ます。

そしてもう一つの殿橋でございますけれども、これにはですね、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。
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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

べる方が職人の方がお見えになりますけれども、その方がお元気なうちにですね、技の粋

を生かして、例えばヨーロッパに橋の街っていうのがたくさんございますけれども、この

写真ですと、チェコのですね、首都のプラハでございますけれども、ここにカレル橋とい

う有名な橋がございますけれども、そんな橋のようにですね、その街の象徴となるような。

場合によっては紙幣にその絵が載るようなですね、そんな橋にしたい。このように考えて

おります。具体例といたしましては、殿橋という名前がついてるわけでございますから、

橋の四隅には家康公を守ったように、この岡崎の土地と市民を守ってもらいたいという願

いをこめまして、徳川の四天王の石造を配置したいとこのように考えております。これは

私が勝手に描いた図案でございまして、こうしたものをまた皆さま方のご意見聞きながら

考えていきたいというふうに思っております。そして橋の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というものをレリーフ、浮き彫りでですね、表現できないか

というふうに考えております。そしてこの橋を子どもたちがお父さん、お母さん、おじい

ちゃん、おばあちゃんと渡るたびにですね、岡崎の歴史というものに触れる機会になれば

というふうに思っております。ちょうどお寺に行きますと、よくお釈迦様の生誕から入滅

までの物語が絵馬で飾ってあるところがございますけれども、あんなイメージでできたら

と思っております。またこの橋にもこぶ状のフリースペースが設けてあるわけですけれど

も、ここもですね、さまざまなアイデアで利用してもらえればというふうに思っておりま

す。これは個人的な思いでありますけれども、花火大会のときにですね、警察が橋の上で

あまり止まらないでください、どんどん行ってくださいと橋の上で見れないようになって

いるわけでございますけれども、私は逆にですね、橋の上から見れるようにしちゃったら

どうかというふうに考えておりまして。こんなアイデアを考えたわけでございます。

そして岡崎城と乙川と橋が一体となった風景というものが、もし子どもたちが大きくな

って岡崎に住んでいても、他のところに移っていたとしてもですね、岡崎といえばこの風

景だというふうに思い出せるような、一種の心象風景としてふるさと岡崎を愛して誇れる

ような、そんなふうにしたいなというふうに思っております。自らのふるさとを愛し、誇

ることができないようではですね、自然な愛国心の芽生えというものは、私はない。この

ように考えておるからであります。さらに橋を作っている工事そのものもですね、できる

ならば市民の皆さまや岡崎を訪れた皆さまに楽しんで見てもらえるような、そんなふうに

できないだろうか。こんなことも考えております。

この二つの橋を整備致しますと、大体最大幅が両方の橋とも、今の倍ぐらいの幅になり

ますので、橋の下には当然屋根付きの広場ができることになるわけでありますので、そこ

もまたさまざまな活用ができると思いますし、さらに照明を設置することによりまして、

夜も使える空間となるわけであります。すでにその場所をですね、屋台村にできないか。

こういう提案もいただいてるところでございます。市民の皆さまのアイデアによって、こ

れもさまざまな使い方ができる空間になるというふうに思っております。いずれにしても、
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これは私が言っている試案の一つでございまして、今後土木工学的な検討だとか、河川法

に準拠した対応によりまして、橋の形状、架け方にはまたこれから修正を加えていかなく

てはならない。このように考えておるところでございます。またリバーフロント構想とい

うのは、乙川や矢作川の水辺空間を有効に使いたいというものでありまして、遊歩道やサ

イクリングロード、犬を遊ばせるためのドッグラン、さらには公園や運動広場などの整備

を検討したいというふうに考えております。これは国が行います川街づくり推進事業とい

うものがございまして。これにはかなっております。もうすでにお隣の豊田市や西尾市で

は行われていることでもありますので、できるだけ早い段階での実現に向けて、みなさま

と共に進めてまいりたい、このように考えております。そして私はこの夏にですね、カヌ

ーに乗って伊賀川から乙川の頭首工までカヌー協会の方々と回る機会がございましたけど

も、あらためて乙川の河川風景を見まして、とても 38 万都市の市街地を流れる川沿いの風

景とは思えないぐらい、本当に素晴らしい景観が広がっておることをあらためて再確認し

たわけでございます。今までこうしたものが放っておかれたということが信じられない、

本当にもったいないな、こんな思いがしたわけであります。河川の使用を全く自由にする

ということは、現在簡単ではないと思いますけれども、カヌーの練習ができたり、先ほど

の映像にもありました、貸しボート屋さん。私たちが子どもの頃は乙川で貸しボート屋さ

んがございまして、さっきの映像でも見ていただいたら分かりますように、あの頃ははや

ってるときは 30 艘ぐらい川面に出ておったわけでございますけれども、あのような市民が

楽しめる川というのを再現できないだろうか、このように思っとるわけであります。これ

からは川面だけではなくてですね、河川敷も含めて、市民の皆さま方がより親しめる、楽

しめる水辺空間づくり、こうしたものを目指してまいりたい、このように考えております。

こうした計画を発表いたしますと、中心地の人はですね、自分の地元のことだから納得

するわけですけれども、そうでないところでこういうこと言いますとですね、橋にかける

そんなお金があるならば、他の地域の活性化に使ってほしいとかですね、また中心市街地

にお金を使うのかといった声を聞くことがあるわけですけれども、殿橋というのは昭和 2

年に完成した古い橋でございまして、すでに 80 年が経過してるわけであります。今写真を

見ていただいて分かるかと思いますけれども、これは私が車の中から見て気が付いたわけ

でございますけれども、一部には離れたところからも目視できる幅 2 センチ、長さ 1 メー

トルを超える大きな亀裂が見られとるわけでございまして。橋そのものの老朽化というも

のが今大変心配されとると思っとるわけでございます。現在もこの橋を 1 日 2 万 3000 台の

車が往来をしとるわけでございまして、まさかということがなければ、このことを大変心

配しております。先日も愛知県の建設委員会の視察がございましたので、この写真を持っ

てきまして、なんとかよろしく頼みますということで、しっかりこのことも要望を申し上

げてきたところでございます。またこの橋は古いだけじゃなくてですね、橋脚の数が多く

て、今数えてみますと、映ってないところも数えますと、橋脚が 11 本あるわけですけれど

も、これは現在の新しい建築基準ではですね、許可されないものでございます。洪水のと
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きにこうしたものが上から流れてきたものをですね、妨げる可能性があります。これはち

ょうど台風 18 号のあとの情景でございますけれども、逆にこれとこれを受け止めてるもの

でですね、下のほうの被害を食い止めてるということも言えますけれども、こうしたもの

が今後もどういう形で解決していくかということは、一つ議論しなければならないことで

あろうというふうに思っておるわけでございます。

こうしたさまざまな課題の解消のためにはですね、架け替えを含めた根本的な回収とい

うことが必要であるわけでございまして、橋の架け替えというのは決して私が突然言い出

した話ではなくて、もうすでに 2 代前の中根鎮夫市長の頃から出ていた話であるわけでご

ざいます。ツインブリッジ計画というのはそのことを私が覚えておりまして、橋を架け替

えるときに合わせてですね、もし架け替えるならこんな橋を作りたいということで、私が

表明してるものであるわけでございまして、決してまだ使える橋をですね、壊して派手な

橋を作ってそれを観光名所にしようといった安易な考えから発想したのではありませんの

で、この点だけはしっかりと強調しておきたいと思います。また決して中心市街地の活性

化のみを考えて物事を考えているわけではなくて、市内の全域から誘客のために、まずは

石の橋と橋上公園化された緑の橋。こういった異なった特徴を持った橋と魅力ある水辺空

間を整備してですね。市民の皆さまや観光客にそこを周遊していただけるような、そんな

形を作っていきたい。新しい観光産業都市岡崎のそれが第一歩である。このように考えて

いるわけでございます。中心地域にですね、元気のない国だとか、地域が栄えてないとい

うのは前例がございませんので、まずは中心市街地が元気づき、その活気を各地域に広げ

ていきたいというふうに考えているわけでございます。市内全域の誘客のためには、岡崎

市に点在するさまざまな観光地をですね、これを点で今までは PR しとったわけですけど、

これを点ではなくて線としてつないで PR していくことが私は必要であろうと、このように

思っておるわけでございます。そしてその鍵となるのは、おいしい食べ物でありますとか、

面白いお土産、興味をひく施設、そして岡崎ならではのサービス。こういった四つの要素

だろうと思っております。この課題をクリアするために、現在岡崎まぜめんだとか、駒立

町のぶどう狩りだとか、南部ではいちごが生産されておりますので、こうした食べる楽し

みだとか、そして先ほども申しました、全国に誇ります岡崎のジャズといった文化資源も

有効に活用して。そしてさらには現在活躍中のオカザえもんだとか、グレード家康公葵武

将隊などの力も借りていきたい、このように考えてるところでございます。また私自身も

トップセールスということを選挙のときから言っておりましたけれども、まぜめんの PR

のために県外にもお邪魔しておりますし、岡崎のウォーキングに訪れた方々のお出迎えを

したり、また今月の 13 日には、東京駅の近くまで行きまして、江戸のふるさと岡崎という

ことで、観光キャンペーンを行ってきたところであるわけでございます。東京でこうした

ものに興味を持ってくれる人おるかなと心配しておったんですけども、積んであった八丁

みそがどんどん売れていくので、ちょっとびっくり致しました。それがこちらから向こう

に行ってる人がいるから売れたのかもしれませんけれども、やはり私たちが一生懸命そう
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いった PR 活動をすれば、必ず反応っていうのはあるものだな、そんな自信を得ることがで

きたわけであります。

さらにテーマや季節に応じたミニ観光ガイドマップ。これも私がカーマホームセンター

だとか、ジャンボエンチョーに行ったときにですね、小さな自分でやるペンキのやり方と

か、トイレの直し方とかいうちっちゃな解説のものがいっぱいありまして、それをまねし

て観光案内書ってできないだろうかと。岡崎の観光案内っていうのは、もうでかすぎて見

にくいということで、当選早々から言いましたところ、観光課のほうで知恵を絞って作っ

てくれたわけでございますけれども、項目別・地域別に合わせて最終的には 24 種類になる

っていうふうに聞いておりますけれども、ちいちゃな持ち運びに便利な、岡崎訪れた方の

目的に合った観光ができる案内書ということで、このミニ観光ガイドマップを作ってると

ころでございます。そしてまた、スマートホン向けのご当地観光アプリでありますとか、

これは若い人が利用されると思います。観光客や市民の方々が市内を回遊して、周辺の店

舗への誘客のきっかけとなりますように、お店だとか食べる場所のですね、情報提供もし

ておるわけであります。このように春の桜祭り、家康行列、夏の花火大会と夏祭り。秋の

ジャズストリート市民まつり、いろいろとできてまいりましたけれども、これにさらに冬

のイベントを今企画しておるところでございます。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まいりまして。特に学習型の新しい観光スタイルというものが注

目されとるわけでございます。その一つが産業観光であるわけであります。産業観光とい

うのは本市の経済の柱であります、物づくりを環境の資源として捉えまして、製造工程だ

とか、企業博物館の見学、さらには実際の工場での製造工程の体験などを通じまして、企

業の PR に加えて、さまざまな効果が期待できるのがこの産業観光であるわけであります。

例えば国内外の企業に対しましては、製品や技術の PR とともに、新しいお客さまの獲得の

場にもなりますし、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、物づくりに

対して小さい頃から興味を持たせて、将来の物づくりのための人材育成の貴重な場になる

のではないかと。そのように思っております。たまさか私の高校時代の友人の一人が、現

在アメリカの大学で教鞭を執っておりまして、来年の 5 月にビジネススクールのアメリカ

人の学生を連れて日本に行きたいので、そのときぜひ岡崎に寄りたいので、世話をしてく

れんかという話がございましたので、早速こちらもですね、モデルケースとして使いたい

ということで、岡崎市と豊田市の工場を訪問する予定を立てているところでございます。

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るというふうに思っております。産業観光につきましても、

企業の皆さまや商工会議所の皆さまにご協力をいただきまして、これからさらに進めてま

いりたい。このように考えております。

このように多くの皆さま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

てもらうことが一番のこの観光岡崎を作るための目的であるわけであります。ツインブリ
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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ですね。企業視察

や商談で岡崎に滞在してる間にジャズや市内観光を楽しんでいただくとかですね。そうい

った相乗効果が生まれて、四季を通じてお客さまが岡崎に足を運んでいただけるようにし

たいというふうに考えております。そのためには観光も、単調な観光コースを考えるので

はなくて、その季節ごとにコースをいろいろと考えてですね、それを PR してかなきゃいか

んというふうに思っております。私たち東京に行くと、はとバスというの乗ったことが皆

さんもおありになるかと思いますけれども、今東京観光ではとバスを使おうとしていきま

すとですね、夜の観光コースだけでも 40 種類ぐらいあるわけでございます。それはお客さ

まの趣味に合わせて、さまざまなコース設定がしてあるわけでございますけれども、そこ

まで行かないにしてもですね、岡崎も季節ごとに観光コースをいろいろな要素を組み合わ

せて、多様なお客さまに対応できるような形を作ってまいりたいと、このように考えてお

ります。そうした中で先ほど申し上げました、ご当地の額田にもその中に入っていただけ

るのが私はあるというふうに考えておるわけであります。そして観光客で市内がにぎわい、

企業視察や商談のための滞在者が増加すれば、かねてから望まれておりますシティホテル

の誘致にもつながるというふうに思っております。シティホテルにつきましては、歴代の

市長さんも努力をしておったわけでございますけれども、民間企業はシビアでありまして、

もうかりそうもないことには手を出してくれないわけであります。むしろ向こうから岡崎

にぜひ進出したいと思わせるような土台づくり。環境づくりを作ることが、することが必

要ではないか、このように思っております。それが私が現在考えております、観光産業都

市岡崎の未来像であるわけであります。

そして岡崎にとりましてはもう一つ大事なことがございます。防災力の強化であります。

今後の岡崎にとりまして、いつ災害が起きるか分からないわけでございまして。特に平成

20 年の 8 月末の豪雨におきます甚大な被害というのは、私たち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の解消を目的にしまして、

河川改修を進めとるところでございます。また各地で大きな被害をもたらしました、今年

の 18 号台風でございますが、幸い岡崎では大きな被害はございませんでした。ご当地額田

におきましては、若干土砂崩れだとかありました。ご迷惑をおかけしましたけれども、こ

れは早急に対応はさせていただいたつもりでございます。これはちょうどこの間の台風の

ときに、私が乙川沿いに行ってみたわけですけれども、本当に久しぶりにここまで水が増

加している様子っていうのを見たわけでございます。しかしこれも河川改修を進めていた

おかげでこの程度で済んだわけでございます。今年の 5 月末にはですね、南海トラフの巨

大地震に対する新たな被害想定というのが公表されておりますけれども。これによります

と、市内はですね、最大震度 7。死者が 500 名。全倒壊建物が 1 万 6000 棟という衝撃的な

数字が示されたわけでございます。岡崎は今まで地下が御影石だから安全だということを

言われとったわけでございますけれども、直下型の場合、大きな地震がくればですね、こ

ういったような大きな被害が起きる可能性があるわけでございます。岡崎市といたしまし
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ては、市民の皆さま方の安全を最優先に考えまして、新たな対策の検討とともに、災害が

起きた場合の被害の軽減。迅速な復旧を図るために、各種団体の皆さま方や近隣の自治体

と復旧活動や避難場所の提供など、さまざまな形での被災時の相互応援協定を結んでいた

だいておるところでございます。今年の夏にはゆかりの街の、茅ケ崎、そして長野県佐久

市とかですね、そうしたところと結ばせていただきましたし、この西三河の 9 市 1 町とも

災害時の相互応援協定をですね、この夏に調印式を行ったところでございます。まあこう

した調印式は行いましたけれども、一番いいのは災害が無いことでございますけれども、

万万が一に災害が起きたときに、こうした情報交換だとか、シミュレーションを普段から

やっておればですね、その万が一のときにこうしたものが有効に機能するのではないかと

いうふうに思っておるところでございます。以上、多くのことにつきましてご説明申し上

げましたけれども、私の思い描く次の新しい岡崎が少しずつでありますが、形となって、

岡崎が変わったな、このように感じていただけるように、事業の選択と集中を図って、子

どもたちが岡崎に生まれたらと誇りに思える、そんな次の新しい岡崎に向けて、市政運営

にこれからも取り組んでまいりますので、皆さま方のさらなるご協力をお願い申し上げ、

私の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。

司会 それでは、ただいまの提案説明に対して、ご質問のある方がいらっしゃいましたら、

挙手をお願い致します。（挙手なし）それでは次に移らさせていただきたいと思います。次

に地域の要望等につきまして、事前にいただいておりますので、豊富学区の代表の方から

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Ａ 特別養護老人ホームについてお伺いします。現在特別養護老人ホームに入居する

ための費用は収入と要介護度によって決まり、6 万円から 12 万円で入居できるそうです。

国民年金で入居できる金額であると思います。これは高齢者がますます増えることになる

ため、これらの施設を増やしてくださるようお願いします。親の介護のために子どもが会

社を辞めて介護をするということは、介護をした子どもの老後がなくなるということにな

ります。ちなみに付近の特別養護老人ホームの状況では、額田の里は入居まで 2 年から 3

年、かわいの里は待機の人が 200 人から 300 人だそうです。以上のことを市長はどのよう

にお考えですか。お聞かせください。

司会 ありがとうございます。

福祉部長 現在岡崎市では特別養護老人ホームですね、地域密着型になりますけれども、5

施設のうち、2 施設ですね。これは今建設中で、あと 3 施設につきましては、10 月の半ば

から 11 月にかけてただいま公募中であります。併せて 145 床、145 人分をこの 25 年度か

ら 26 年度にかけてできます。従いまして、特別養護老人ホームにつきましては、順調とい
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っちゃなんですけれども、ちゃんと作っております。また今言われた中の話の中で、介護

をする家族の方たちのそうした苦労をねぎらうというか、そういう仕組みもありまして、

例えばデイサービスみたいなものもありますので、そうしたものもいろいろ組み合わせな

がら、介護施設に入るための考えと、また在宅で家族の方が和らげるような介護、そうい

った組み合わせも大事だと考えておりますので、そのように進めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

市民Ａ ありがとうございました。

司会 よろしいですか？ はい。それでは引き続きまして、夏山学区の代表の方にお願い

致します。

市民Ｂ よろしくお願いします。市長さんには公私ともに大変お忙しい中、また貴重な時

間を割いていただき、市長さんの公約でありました、このような市民対話集会を設けてい

ただきましたこと、本当にありがとうございます。それでは夏山学区を代表致しまして、

夏山学区の市民ホームの建設について市長さんのご意見をお伺いいたします。当夏山は現

在市民ホームがありません。と、申しますのも合併当時、豊富学区にあります豊富市民ホ

ームを夏山も両用して使っていただきたいという約束で、現在まで来ておるわけですけど。

やっぱり夏山から豊富の市民ホームまで行くのは距離もありますし、また大変駐車場が狭

いわけです。ですから、連日あまり使ってはおりません。ですから地域の皆さま方もぜひ

夏山ということで、現在夏山の中心であります柿平の集会所、そしてこれは神社ですが、

夏山八幡宮の社務所等々。また大人数のときには学校にお願いをしまして、夏山の体育館

等で集会等を開いておるような次第であります。ですから、今岡崎市 47 学区あるわけです

けど、夏山だけがありません。なんか夏山だけ半端にされとるのかなと思います。先ほど

の市長さんのお話じゃないですけど、橋の建設のほうで必要だと思いますが、一つ夏山学

区の地域住民が本当に願っておりますので。一つ早急に市民ホームの建設をしていただけ

ると思いますので、市長さんのお考えをぜひ聞かせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

司会 ありがとうございました。それではよろしくお願いします。

市長 学区市民ホームというのは、一般に学区のコミュニティー活動だとか、自主的な文

化活動を推進するための地域の重要なコミュニティー施設でございます。主に昭和 55 年の

頃からですね、昭和 62 年ごろにかけて、各小学校区に一つずつ設置を進めてきたところで

ございます。平成 18 年の岡崎市と額田町の合併に当たりまして、額田地域にも市民ホーム

が必要だということで、既存の施設の利用を検討しながらですね、夏山学区には地域コミ
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ュニティー活動や、集会の場となるような適当な場所はないだろうかということで、探し

てきたわけではございますけれども、当時はそうした適当な場所がなかったということで、

できなかったそうでございます。夏山学区の市民ホームにつきましては、これも私は何度

か前から聞く話でございまして、当面優先順位といたしますと、宮崎学区の市民ホーム、

下山学区の市民ホームの耐震化対策等が終了した後になってしまいますけれども、利用実

態でありますとか、利用形態、人口動態等のですね、調査しながら地元のお考えを確認し

ながら、対応してまいりたい、このように考えておりますので。今すぐというわけにはい

かないかもしれませんけど、ちょっとその点をご理解いただきたいと思います。以上でご

ざいます。

市民Ｂ はい、どうもありがとうございました。

司会 よろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは引き続き、宮崎

学区の代表の方にお願い致します。

市民Ｃ 宮崎学区を代表してお伺いします。現在の県道 37 号、岡崎作手清岳線には終日と

もなるとたくさんの自転車が、サイクリングを楽しむために訪れてきます。当県道は幅員

の狭い箇所が多く、またカーブがきつく、視界の悪い箇所も多くあります。今のところ事

故等は起きておりませんが、今後いつ起きても不思議ではないほど危険が伴います。交通

安全のためにも、またくらがり渓谷のサイクリングを楽しみながら訪れる人を増やすため

にも、県道とは別ルートで明見町地内からくらがり渓谷までの間に、自転車専用道路、サ

イクリングロードの開設をすることがよいのではないかと考えますが、市長のお考えをお

聞かせください。

司会 ありがとうございます。それではお願い致します。

市長 忘れておりません。選挙のときに将来はですね、乙川の河川敷からずっと額田のほ

うまでですね、サイクリングロードができないだろうか、遊歩道ができないだろうか、こ

ういったことを私は申し上げました。当選致しましてから、あらためて自動車でこの乙川

河川沿いをずっと下から上まで見させていただきました。それから今まで何度もこちらに

来るときにですね、道路に車とサイクリングの自転車が大変危ない形ですれ違ってる様子

も、私自身が体験しておるところでございます。それで、現実問題から言いますと、河川

改修をもう少し進めていかないと、河川敷沿いでずっと岡崎から額田までというのは、当

面はちょっと難しいと思います。ですけども、今私が考えておりますのは、乙川の河川敷

から大平の辺りから上に上がってですね、中央総合公園のほうにサイクリングの道を作る

ということ。これはそんなに時間はかけなくてもできるんじゃないかな、こういうふうに
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思っております。まずそれを一つ考えております。

それから今ご指摘のございました県道 37 号線でございますけれども、ご要望いただきま

してから、私も担当部局と図面を見ながらずっと見ましたけれども、私なんかマウンテン

バイクみたいなのが好きでして、自転車のまんま犬と一緒に散歩しながらジャンプしたり、

最近はやりませんけれども、かつてそんなこともしとったこともありまして、そういった

ものが頭にあったんですけども、現在サイクリングをやられる方というのは、そんなマウ

ンテンバイクみたいなバイクじゃなくて、自転車のタイヤの径がこんなに細いですね、し

かも高速型の自転車でございまして。やっぱり舗装された道路を高速で走って、サイクリ

ングを楽しむという方たちが多いようでございまして、ですので私が考えたというものは、

サイクリングロードじゃ、道路じゃ駄目だということが分かったわけでございますけれど

も、ご指摘のありました裏道のところでですね、占有道路ができないだろうかということ

で、これも検討させていただきました。しかし、裏道といいましても現在そこで地元の方

が生活しております道路でございますので、そこを高速のサイクリング用の自転車が通っ

てくというのは、地元にも大変ご迷惑をおかけいたしますので、全線通じて別の道路でと

いうのはですね、今すぐというとちょっとこれ難しいかと思います。ただ場所によっては

農道の地域、場所で見通しのいいところもありますので、部分的には通れるところもある

かもしれないな、こんなふうに思っているわけでございますけれども、今すぐこれを実現

するというのはなかなか難しいのではないかな、こういうふうに思っております。ただ今

申し上げました通り、一部区間でですね、もしできるのならばですね、それをもしそちら

のほうに自転車を誘導できればですね、自動車の通過のほうも楽になりますし、それから

歩行者の方ももう少し安心して歩けると思いますので、そうしたことも考えていきたいと

いうふうに思っております。

市民Ｃ ありがとうございました。

司会 よろしかったでしょうか。はい。続きまして、形埜学区の代表の方にお願い致しま

す。

市民Ｄ よろしくお願いします。まず 11 月 16 日の土曜日、形埜小学校の 140 周年の創立

記念の式典に市長さんお越しいただきまして、誠にありがとうございました。形埜学区を

代表致しまして市長さんにお伺いしたいと思いますけれども、人口の多い地域につきまし

ては、先ほどの話の中にもありましたように、市の施設等も充実してですね、利便性はま

すますよくなる一方で、形埜学区におきましては、合併後に出張所もなくなりまして、一

番近い支所まで片道 10 数キロ、ますます不便な地域となり、過疎化が進みつつあるという

ことでございます。地域の活性化のためにですね、まず道路をということで、形埜学区の

鍛埜町から須渕町まで間の県道 35 号線岡崎設楽線でございますけれども、こちらの拡幅を
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要望してまいっておりますけれども、これもなかなか進展していないというのが現実でご

ざいます。岡崎市さんとしましては、学区ごとに将来像を持って、地域活性化の取り組み

をしていただいていることと思いますけれども、形埜学区の将来像、10 年後はどのように

描かれているのか、あるいはまた現時点で計画、もしくは実施されている具体的な地域活

性化策があればどのようなものがあるか、お伺いを致したいと思います。よろしくお願い

します。

司会 ありがとうございます。よろしくお願いします。

市長 私たち政治家は、額田に来るといつも決まって言うことがございます。これで新東

名ができます。新東名を起爆剤に額田をいいところにしますということをよく言うわけで

ございますけれども、選挙のときですね、形埜にまいりまして、ご当地は名古屋から 30

分圏内に入るということを言いましたら、俺たちはそのインターチェンジの入り口まで行

くのに 30 分かかると声をかけられまして、ぎゃふんときてしまいまして、そのことはもう

しっかりまだ覚えているわけでございます。ですから、まずインターチェンジを有効活用

できるような縦の道路というものも、これから整備していかないかんだろう、このことは

個人的に思っております。そしてまた、今すぐにできるとは言いませんけれども、できる

限り地域の方がせっかくできたインターチェンジを有効活用できるように、そうしてまい

りたいということを考えております。そしてまた、こちらに来ると必ず言われますことは、

インターチェンジができて、その周辺にですね、地域の皆さま方が使えるショッピングモ

ールだとかですね、それから働き場所となるような企業を誘致してほしい、こういったこ

とを言われておるわけでございまして。このことにつきましても、各部局でですね、すぐ

この結果がどうなるということまでまだ申し上げられませんけれども、さまざまなものを

今検討段階に入っておるわけでございます中核市の市長というのは、用地計画が割と自由

裁量で決定できるっていうことを前に聞いておったわけでございますけれども、私が市長

になって一番以外だったのはですね、これが思ったほど勝手にできないという辺でござい

ます。もうすでに今まで前の人たちがですね、都市計画のマスタープランというのを作っ

て、それを国や県のほうに出してると、それと違うことをやろうとすると、また新しく書

類を出してですね、認可を得ないと駄目なわけです。認可を得るためにまた何年もかかっ

てしまって、思うようにならんわけでございますけれども。しかしその中ではありまして

も、用地計画につきましても、先般これからの額田のインターチェンジ周辺をどういうふ

うに開発していくかという内部検討を行ったわけでございますけれども、当初部内で言っ

とった面積よりも広いエリアにそうした検討をかけるということはですね、私のほうの指

示で出しておりまして、これも下水を直したり、道路の拡幅をしたりしないとですね、新

しい対応ができないわけでございますけれども、ちゃんと一応そういうことに目配りはし

ておりますので、しばらく見守っていただきたいというふうに思っております。
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そして、まだ具体的なことは言えないわけでございますけれども、現実に今、某大規模

店舗がですね、東部のほうに進出したいということで、それがインターチェンジの近辺に

なるのか、それとも違う場所になるのか分かりません。これもまだ検討課題でございます

ので、名前もまだ言える段階ではございませんけれども、そうしたことにも今、準備をし

て、対応しとるところでございますので、ご理解いただけたらというふうに思っておりま

す。

それから、県道岡崎設楽線の拡幅についてでございますけれども、これにつきましても

県会議員のときから、必ずこちらに来ると皆さま方から言われる宿題でございました。私

が県会議員のうちは完成できなかったわけでございますけれど、後任にまた新しい県会議

員、今出ておりますので、そうした人たちに頼みながらですね、なんとか早く皆さま方の

ご要望に沿えるように頑張っていきたいと思っております。ただそうは言いましても、今

私市長になってしまいまして、こちらのほうは県道でございますので、長さが 920 メート

ル、車道も狭く、歩道もないために、地域の方にご迷惑をおかけしておることは重々承知

しておりますんで、これからもこのことは県道ではありますけれども、忘れずにしっかり

と要望活動を行っていきたいと、このように考えていきますのでよろしくお願いしたいと

思います。

市民Ｄ どうもありがとうございました。地域の活性化のためにはですね、やはり若者が

住みやすくて、子育てしやすいような地域にっていうようなことも当然ございますので、

若者がですね、定住していただけるような北部地域になりますように。形埜地域になりま

すように、また行政からもお力添えをいただけたらと、そんなことを思います。よろしく

お願いします。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。はい。引き続きまして、下山学区の代表の方にお願い致

します。

市民Ｅ 下山学区を代表して、お伺いしたいことがあります。下山学区としては、中山間

地域の振興計画と額田地域の居住促進についてお伺いしたいと思います。岡崎市では、先

ほど市長殿が言われました計画がありまして、総代になってもらいましたのが、平成 25

年度の岡崎市の総合計画書で、そのときに一番後ろに第 6 次岡崎市総合計画っていうのが

あるってことで、1000 円で市役所で売ってましたんで、買ってまいりました。それと市長

さまが言われた岡崎市住宅マスタープランっていうのが、平成 22 年 3 月に出ておりますけ

ども、これは住宅課のほうにお聞きしたら品切れだってことで、ダウンロードしまして、

非常にページ数が多いのでびっくりしましたんですけれども、その中に第 6 次総合計画及

び岡崎市住宅マスタープランを策定されておるんですが、その中に活力をはぐくむ地域活

性化プログラム。それと中山間地域の定住促進。中山間地域での自然を生かした住宅地の
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供給っていうのが記載されております。そこで近年私たちの下山学区では少子高齢化現象

が急速に進み、古から受け伝えてきた下山のコミュニティーが存続の危機に直面すること

になっております。これからも下山小学校を中心とした学区の環境づくりを進めるために

は、安心して住み続けられる、そして住んでみたくなる魅力のある地域づくりが必要にな

っております。下山学区をこれからも守り、残さなければならないと考えております。中

山間地域の地域活性化、中山間地域の定住促進、住宅地の供給について岡崎市の方針と、

今後の計画について、お聞かせいただきたいと思います。また、愛知県交流居住センター

っていうところがあるんですが、それを通して近年移住をしたいという希望者も多く寄せ

られております。定住促進等を図るためにも、岡崎市で地域に活性化の拠点である学区市

民ホームの早期改築と、居住促進のための住宅の供給の整備を要望したいと考えておりま

す。市長のお考えをお聞かせください。

司会 ありがとうございます。それではよろしくお願い致します。

市長 先ほどもあの、夏山学区のときに説明も申し上げましたけれども、学区の市民ホー

ムというのは、地域のコミュニティー活動だとか、自主的な文化活動を推進するうえで大

変重要な施設でございまして。下山学区におきましては、下山老人憩いの家を、下山学区

市民ホームとして、これまで活用してきたところでございますけれども、建物自体が老朽

化しておりまして。耐震基準を満たしてないっていうこともありまして、今後は施設の適

正配置を含めて、方向性を検討してまいりたい。このように現在思っておるところでござ

います。

それから今愛知県と岡崎市で、三河山間地域の 6 市町村で設立しております、愛知県交

流居住センターというのがございまして、この山間地におきまして定住希望という方があ

ればですね、空き家を仲介するという、こうした事業は行っておるわけでございますけれ

ども、皆さま方のこちらのほうもご協力いただきまして、地域で空き家があって居住でき

るところというのを、一つでも県や市のほうにですね、ご連絡いただきたいと、このよう

に思っております。現実に私の先輩が一人こちらに移ってきて住んでおりまして、この間

この人がこういうことを言ってきました。それはどういうことかって言いますと、岡崎の

中心地域では学校が過大校っていうところがあると。ところが額田のほうは、どんどん人

口減で学校の生徒数も減ってしまうと。このままいくと廃校もありえるということでです

ね、これをなんとかしたいと。それについては過大校の子どもたちをですね、バス通学で

こちらまで来させたらどうかというアイデアでございましたけれども、これは個人の自由

っていうこともございますので、わざわざ遠くまでそういうふうにして運ぶという流れが

難しいかと思います。ただそのとき私がお答え申し上げたのは、かつて、今も行ってるん

ですかね、山村留学っていうのがありまして、うちの親戚の子どもは一人長野県まで行っ

ておりましたけれども、街中の学校の中でですね、なかなか地元の学校に溶け込めない子
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どもたちっていうのがいるわけであります。友だちと合わなかったり、先生と合わなかっ

たり。そういう子どもたちをですね、自然の豊かなところでのびのびと勉強にいそしめる

ようにできないだろうかということで、この山村留学という制度が始まりまして、岐阜県

だとか長野県の小規模校にですね、親元を離れてそちらで生活するというのがあるわけで

ございますけれども、わざわざそんな遠くまで行かなくてもいいかと思いますので、額田

の小学校・中学校のほうにですね、そうした問題児ばっかり送るのかということも逆に言

われちゃうわけですけど、決して問題があるというわけじゃないんですよね。性格的な問

題で、最近はそういったひきこもりといってはなんですけども、弱いと言っていいのかち

ょっと分かりませんけれども、内向的な子どもというのが大変増えてきておりまして。そ

うした問題の解決と、そうした学校の生徒数の減少ということがですね、もしマッチすれ

ばこれも行えたらと私が個人的に思っておりますけれども。これとてもですね、地元の皆

さま方のご了解をなしに進めることはできないわけでございますので、ご理解いただけた

らと思っております。つい先日も形埜の小学校の式典に出させていただきましたときに、

校長先生直々にですね、中学校のほうの寮の問題等も私聞かせていただきまして、今あの

寮で生活しておいでになります地元の皆さま方もお見えになるわけでございますけども、

こちらのほうも人数が減っていくことになりますと、運営も大変になりますし、先生方へ

の負担も大きくなるわけでございまして。そんなことも併せてこれから地域の重要な問題

ということで、考えてまいりたい。こんなふうに思っておりますので、ご理解いただけた

らと思っております。以上です。

市民Ｅ 市民ホームの建設の件につきましては、昨年市民ホーム建設推進委員会というの

を立ち上げまして、2 月に岡崎市のほうに、市役所のほうに出向きまして、25 年度は宮崎

学区の市民ホームの建設を着手すると。その次は下山学区の市民ホームの建設を考えてい

るというお返事をいただきましたときに、予算上の関係で 27 年度以降に検討するっちゅう

ことで、よろしいですかと。それ以上を急ぐということになると、耐震化という方法で逃

げる形も考えておるということでした。8 月に要望書を出しまして、その返事をいただき

ましたときに岡崎市役所のほうから、下山学区の市民ホーム建設については、約束はして

おりますと。ただし急傾斜地のところに現在の市民ホームがあるため、移建ということを

考えてはどうかということでしたので、早速予定、私どもが考えていた用地の地主さんに

市民ホーム建設のために用地を使わせていただきたいということを申し上げたら、私もそ

ういうことに使っていただけるならぜひ協力したいというお返事をいただきましたので、

その方向で地元では進めております。ご確認をまたよろしくお願いします。

地域支援担当部長 いつもお世話になっております。地域支援担当の高田と申します。市

民ホームのほうの担当をしております。ただいまご質問のほうございましたように、宮崎

学区の市民ホームということが終わり次第ですね、下山の地域に入りましてですね、ご検
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討をさせていただくというお答えはしておりました。その際ですね、現在ですね、公共施

設の有効利用だとかですね、先ほども申しましたように公共施設の適正配置等を踏まえま

してですね、早急にですね、地元のほうに入りましてですね、ご意見を伺いながら進めて

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

市民Ｅ ありがとうございました。ありがとうございました。

司会 よろしかったでしょうか。はい。ありがとうございます。それでは各地域のご要望

をこれで終わらせていただきます。続きまして、先ほどの学区からの要望も含め、市政全

般に関するご意見をちょうだいするお時間を設けたいと存じます。発言の前に学区名とお

名前をお願い致します。ご質問のある方は挙手をお願い致します。

市民Ｆ 今それぞれの各地域から要望が出されましたので、その地域の要望にプラスする

形で要望したいと思います。初めに、一番初めの豊富学区の要望をお願いします。出して

ください。ここで特養が足りてるか足りてないかという話について要望がありまして、そ

れは足りてるということでいいですが、これの運用について一つ、使う側からの要望をし

たいと思います。2、3 年前までは特養でデイサービスを使ったときに、ここに書いてあり

ませんよ、使ったときに、そこで理容サービスが受けられたわけでございますが、2 年ぐ

らい前からそれはショートステイをした人でないと、理容サービスが受けられないという

ことになりまして、どうしてか分かりませんが、使う側としては、非常にわざわざ足の不

自由な車椅子を使うような老人を、理容のためにショートステイさせるか、あるいは自分

で理容に連れて行くかということをしなければならなくなりました。これについて、一つ

前と同じようにデイサービスで出れたときにでも理容開設日については、利用できるよう

にお願いをしたいと思います。それが一つ。回答はいくつかありますので、後からで結構

です。

二つ目、2 番の夏山学区をお願いします。夏山学区の市民ホームの建設についてという

ことで要望がありました。これは結構な話ですので、ぜひお願いしたいと思います。進め

ていただきたいと思います。それで学区ごとのホームも当然必要だと思いますが、実は地

形的なものがありまして、市民ホームとして、あるいはいざ大災害が起こったときの避難

場所としての確保というのも、非常に重要だと思います。先ほど来、市長さんがおっしゃ

っておりました、岡崎は乙川と矢作川が流れるところだということでございますが、この

地域を見ますと、乙川の左岸、南側ですね。南側については、市民ホームとか、あるいは

大勢の人を受け入れる避難場所がございません。小学校とかこういうところに来ればいい

んじゃないかということでございますが、大災害で男川の橋が全部落ちたときに、その左

岸の方、南側の方はどこにどうしたらいいでしょうかということが、心配があるわけでご

ざいます。ぜひ学区ごとの市民ホームも結構でございますが、地域を考えて、地域という
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のか地形を考えたそういう避難場所を含めた避難センターみたいなものを含めた市民ホー

ムの建設というものもご一考をお願いしたいと思います。

それから三つ目、宮崎学区からサイクリングロードの開設についてという要望がありま

した。これも結構ですが、今はサイクリングされる方は特定の場所じゃなくて、県道・国

道全ていろいろ走られます。非常にこの地域から岡崎の市外に出るときに危ないと。特に

非常にサイクリングで目立って危ないというのが岡崎清岳線で、中総、岡崎の中央総合運

動場から、岡崎清岳線のところに下りてきますと、そこのぶつかった地点ですが、それか

ら上流、200 メートルか 300 メートルぐらいですね。乙川の右岸になります。そこのとこ

ろに岡崎清岳線が走っておりますが、そこが片方が崖、片方が川ということで、県道も非

常に狭くなっております。自転車が子どもたちが今でも通学に使っておりますが、非常に

狭くて危ないという現状があります。あそこのところのというのか、具体的な場所が分か

らなければまた担当者の方に私から後から説明を致しますが、そこのところの再整備、こ

れは緊急なる整備が必要だというふうに思いますので、要望を致します。

四つ目、形埜でしたかね。はい。形埜学区でいろいろ地域の活性化について要望があり

ました。その一部の回答の中で、市長さんがインターチェンジを中心とするこの地域の再

整備が必要だと。これをちゃんとやらなきゃいかんと。あるいは目玉にしたいというよう

な向きの話をされたというふうに思いますが、まさに我々もそう思っておりまして、じゃ

あ市街化区域かというと、市街化区域、今は全体この辺りはこことか額田中学を含めた辺

りは市街化調整区域になっています、2 年前から。それで、じゃあ市街化区域にすりゃあ

いいじゃないかっていう話は、それは非常にまたいろいろ税金の問題とかいろいろな問題

がありますので、一足飛びにはそこにはいかないほうがいいと思いますが、調整区域とし

て有効に土地を活用するというのか、住宅立地の制限緩和をしながら土地の開発を進めて

いくというようなことが必要で、現在、愛知県の都市計画の条例の中で、一部それを適用

して、34 の 11 だったか、37 の 11 かな。それを適用しながら、この地域の一部について調

整区域、市街化調整区域の中で、住宅立地制限の緩和を計ろうかというようなことをいろ

いろ相談させていただいております。しかし、それに関連して、まず第一条件となるのが

都市下水の整備でございます。この辺りは都市下水の整備が先ほど言った乙川の左岸、南

がわの一部については具体的な計画が進んでおりますが、右岸、北側については計画があ

るものの、具体的などの地域が何年度に活用できるかと、敷設できるかというような計画

がありません。そこのところが非常に、豊岡地域というのか、額田町の旧豊富地区として

は非常に大きなところというのか、人口の多いところでございますので、ぜひそういうと

ころも適用していきたいと思いますが、なかなか下水道整備がお金のかかる話でできない

ので、その具体的な計画、あるいは早急な整備をお願いをしたいというふうに思います。

以上で、四つ、関連の地域要望に関連してお願い致しました。以上です。

司会 ありがとうございました。ちょっと多岐に渡りますので、一つ一つ分けてご回答の
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ほうできるものからさせていただきます。まず第 1 番目の豊富学区のほうの特養の関係。

はい。

福祉部長 福祉を担当しています、加藤と申します。よろしくお願いします。ただいまち

ょっと申し訳ございません、質問を聞いてて、一応介護サービスの中でデイサービスを受

けていたんだけど、なんらかの形でショートステイに切り替わっちゃったということで。

－ もう 1 回、質問のご趣旨をもう一度確認させていただいて。

市民Ｆ 切り替わった話じゃなくて、デイサービスはずっと以前から現在までデイサービ

スを利用させていただいています。その中でそこに行ったときに、理容のサービスいうの

か、散髪屋さんがそこの特養のホームに来られるときにたまたま自分がデイサービスに行

って、タイミングがあえばサービスが受けられたというのが 2 年ぐらい前までの話です。

それがそのときにはどういう形になったか知りません。どういう理由か知りませんが、デ

イサービスでは特養利用される方は理容はできませんと断られるようになったんです。じ

ゃあどうしたらいいんですかというと、ショートステイで泊まってくださいと。泊まった

ときに理容師さんが来られたら散髪してあげますよというのか、理容ができますよという

話で。非常にそのために理髪、そのためにわざわざショートステイというか、泊まらんき

ゃいけない。あるいはそれができない場合は、自分でというのが、介護する人が近くの理

容店に連れてかなきゃいけない。いうことは非常に不便になりましたというです。

福祉部長 はい。ちょっとですね、個別的なケースかなと思われまして、一度その状況に

つきまして、この場ではどこだとかそういうことは言ってもらいたくないものですから、

改めまして、聞いてからですね、調査をしたいというふうに考えております。お名前聞い

て、私どもで聞いて、調査したいと思います。

市民Ｆ それは結構ですが、実はそのときに備わった時点で、すでに岡崎市のしかるべき、

おたくの多分部署だと思いますが、要望を出しておりまして。出しておりますけど、なか

なかしっかりした返事をもらえてないということです。今は結構です。

司会 ありがとうございます。申し訳ありません。それではまたそれは後ほど、担当課の

ほうからご回答させていただきます。続きまして、夏山学区のほうの避難場所、市民ホー

ムに関する避難所の関係だと思いますが、よろしくお願い致します。

地域支援担当部長 地域支援担当の高田と申します。市民ホームと関連致しまして、避難

所の件でございますけども、まだ市民ホームのほうの建設の予定地もまだ決まっておりま
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せんので、今後ですね、市民ホームの建設に当たりまして、避難所ということでですね、

その中で検討を入れていきたいということは思っておりますので、また今後の協議ですね、

お願いできたらと思っております。以上でございます。

司会 はい。ありがとうございます。続きまして、宮崎学区のサイクリングロードの、特

に危険箇所の問題なんですが。

土木建設部長 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。先ほどのご質

問になりました清岳線の200メートルから300メートル間で乙川の崖が間近に迫っており、

反対側が川ということですけども、延長が随分長いものですから、場所等まず特定したい

と思いますので、後ほどまた地図を持っておりますので、この区間だということを教えて

いただければ、前向きに要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。

司会 はい、それでは続きまして、形埜学区の関係の、下水整備。はい。

建築部長 建築部長の竹内でございます。先ほども出ました都市計画法の 34 条の 11 につ

きましては、現在豊富学区の新居野地区を中心にそのエリアを定めて計画を進めて、これ

につきましては来年の 12 月の条例を作って、そのインターの開設する 4 月には一応施工で

きるんじゃないかという形で進めております。問題の豊富のほうに入ってきて、下水がな

いもんですから、まずはその計画がないということで、下水がいつくるかということです

が、これについてはいつという計画ははっきりありませんので、いつって言ってください

と言われてもちょっと答えれませんので、その辺はよろしくお願い致します。

司会 今一通りご回答はさせていただきましたが、ちょっと細かいことになりますので、

また担当部署のほうからヒアリングをさせていただきまして、ご回答のほうをさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い致します。それでは他にご質問のある方。

市民Ｇ 宮崎学区のくらがり渓谷の入り口にて、カフェくらがりという喫茶店を経営して

おります。同時に額田サウンドプロジェクトという市民活動団体の代表をやっております。

私たち額田サウンドプロジェクトは、2010 年よりくらがりサウンドフェスという野外音楽

フェスをくらがり渓谷の第一駐車場にて、4回開催し、昨年は2000人の動員がありました。

本日はそのくらがり渓谷のレクリエーション施設の利用についてお願いがあります。来年

の 4 月に実施予定の第 5 回くらがりサウンドフェスで、施設の利用の許可をお願いしたい

と思います。利用に関しては岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例の規定にあり

ますが、市長が認める場合は利用をすることができるとなっております。市長の言われる

岡崎市の観光産業都市を推進するためにも、くらがり渓谷は大切な資源であり、民間の活
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力を生かした自然の資源やレクリエーション施設の活性化を進めていき、より多くの人が

くらがり渓谷に訪れていただきたいと思っております。ぜひ岡崎市担当課との協議で事業

を進めていただき、観光資源として活性化にご協力をお願い致します。

司会 ありがとうございます。

観光課長 観光課の広山と申します。例年ですね、素晴らしいイベントを開催していただ

きまして、誠にありがとうございます。今回の新たなやり方でのくらがりサウンドフェス

2014 につきましては、兼ねてよりお話を伺っているところでございます。また 11 月 5 日

にはですね、企画書のほうも頂戴致しました。ただですね、この企画の内容が例年のくら

がり渓谷の駐車場を目的外利用されての内容とは大幅に変更されたものでございました。

事業の内容がですね、くらがり渓谷レクリエーション施設の目的外の使用であること、ま

た開催予定期日がですね、この使用条例に定めた休養期間中であるということ、さらにで

すね、バンガローを物品の展示や販売に使用されるご予定ということで、ちょっと今のと

ころ私どもの条例のですね、利用遵守事項の中にですね、物品を展示し、また販売しない

ことという一条項がありまして、こういったものにちょっと今引っかかっている状態でご

ざいまして、この内容のままではちょっと難しいですというようなことを最近答弁させて

いただいたところでございます。なんとかですね、期日をちょっとずらしていただくです

とか、運用方法を変えていただくなど、歩み寄りのほうをですね、一つお願いできればと

私ども観光課としては考えているところでございます。以上でございます。

司会 いかがでしょうか。

市民Ｇ はい、その条例に関しては僕も全部拝見させてもらいまして、条例改正について

は多分時間がかかるかなというふうに理解はしているんですけども、特別処置ということ

で、来年の一応 4 月 19 日に予定しておりますので、その日までになんとか僕たちが今回で

5 回目となるイベントなので、ぜひそこの場所で渓谷内で開催できたらなと思いますので、

ぜひ前向きに検討をお願い致します。

司会 ありがとうございます。ありがとうございました。それではそのほか、ご質問の。

はい。

市民Ｈ 時間がないものですから、簡単にちょっとお願いだけ申し上げます。ここで答え

のいただける問題じゃございませんので、こういう声があるということだけお願いしたい

と思います。今国のほうで税制改正で、軽自動車の税率を上げるという話が出ておりまし

て、皆さま方、ご承知だと思いますけど。この額田地域では車がなければ生活ができない
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ということで、私も後期高齢者ですけど、私事で申し訳ございませんけど、旧宮崎村の一

番真ん中におりましたけど、民間の食料品店がなくなってしまって。豆腐一丁買うにも、

洞のピアゴへ行くか、豊川のピアゴへ行くか。市街に一遍どうしても出て行かな、買い物

ないようになっておりますので、そういう意味で軽自動車の税率がもしくは上がればです

ね、これ非常に難しい問題ですけど、額田地域だけ減税、据え置きとか。都会のほうでも

結構いろんな条件の人がありますので、難しい問題だと思いますけど、そういう本当に切

実な問題でございますので、大した金額ではないかと思いますけど、そういう現場の気持

ちをおくみ取りいただきまして、また検討する機会があったら一つお願いしたい。以上で

ございます。答えはいいです。はい。

司会 ありがとうございます。そのようにまた担当のほうに伝えさせていただきますので、

ありがとうございました。その他、はい、じゃあ奥の方。

市民Ｉ ただいま宮崎学区のほうからお話があったわけですが、額田地域が抱えています

ように、中山間地域の活性化策ということについて、要望と言いましょうか。具体的なこ

とではないわけでありますが、先ほど下山学区、それから形埜学区からも話が出ておりま

した。中山間地域、周辺地域のですね、活性化をどうしてもやっていかなきゃならんじゃ

ないかということで、状況としては宮崎学区も私は同じだろうというふうに思うものです

から、また額田地域だけではありません。他にもそういうところがあるわけでありまして、

人口が減っていく、力がなくなってくるということで、観光は結構でございますが、観光

より前にですね、それを観光を支えていく地域の住民がおらんなる、いなくなるんじゃな

いかという危惧を非常に強く思っております。従ってこれは岡崎市としてですね、岡崎市

の全体計画の中で、これ周辺地域、中山間地域をどうしていくのかという位置づけなり、

計画なり、方向なり、方針なりいうものを、これは市をあげて、市の部局、各部局が全部

総合的に取り組んでいくということがないと、これは大変なことになるなということを私

は感じております。先ほど小学校の問題がちょっと出ましたが、20 人しかいない小学校で

ありますので、まさに風前の灯であると。そういうところにもう人は増えていきません。

限界集落になっていく。限界集落から集落崩壊になるわけですね。そういうことになって

しまって、果たしていいんだろうか、どうだろうか。豊かな自然と言いますけども、自然

を守る人がいなくなるいうことになってしまったら、岡崎市は大きな恥辱になるんではな

いかとさえ思うわけでありまして。きょうは各部長さん方もおいでになると思いますので、

第 6 次総合計画を見直しをする時期にそろそろ来てると思います。従って、そういうこと

も一つ十分に論議の大きな項目にあげていただいて、一つ地域の、周辺地域、特に中山間

地域の活性化。振興策というものを十分に検討して、ぜひ総合計画の中に盛り込んでいた

だきたいというふうに思うわけであります。特に部長さんの中には地域支援担当部長さん

というのがおいでになるそうですので、そういう方々、あるいはそういう部局のですね、
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最大の支援をぜひお願いをしたいと、こんなふうに思います。時間がありませんので、以

上で終わります。

司会 ありがとうございます。

副市長 副市長の寺田と申します。よろしくお願い致します。ただいまのですね、Ｉ様か

らのお話でございますが、地域の活性化というのは特効薬がないというのがですね、これ

はまあ全国的に言われてることでございまして、私どもですね、どうしたらいわゆる中間

山地のですね、活性化を図れるのかというのは、本当に苦慮してるところでございます。

地域の方にもですね、いろいろお考えをいただかないといけないと、こういう問題であろ

うかと思います。具体的にですね、こうしたら地域の活性化にですね、つながるんじゃな

いかとか、先ほど定住促進の話もございましたが、そういう具体的なですね、ご提案もい

ただければなと、このように思います。市と致しましてもですね、そういったいわゆる具

体的な提案を受け、それが改善策に、いわゆる活性化につながるのかどうか。これをです

ね、真剣に取り組んでまいりたいと、このように考えておりますので、一つご了解いただ

きたいと思います。以上でございます。

市民Ｉ すいません。

司会 もうよろしかったでしょうか？ はい。ありがとうございます。

市長 ちょっと僕も答えさせてください。観光産業ということをいうとですね、どうして

もすぐそれに伴って出てくる施設整備だとか、そういうことばかりに目がいってしまうわ

けですけども、決して僕はその地域のそういうものを作って、その地域をよくしようとい

うことだけを考えているわけではなくて、この地域の豊かさというのは言うまでもなく、

物づくりを基盤とするそうしたものから、大きな金というのも生まれてきてるわけでござ

います。農業はどうでもいいとか、山間の産業はどうでもいい。そんなこと僕は決して思

ってないわけでございます。ただプラスアルファとして、すぐお金が出てくる可能性のあ

るものは何かないかということの中で、観光産業というものが今まで十分目を向けられて

なかったと思います。ここはまだ、大きい発展の余地があると思いますので、そこから生

まれて出てくる税収でですね、また新たな仕事ができるんじゃないか、こういうことも含

めて、私はいろんなことを考えてやってるわけでございますので、その点だけなんとか、

曲解しないようにお願い致したいと思います。

司会 お時間も迫ってまいりましたので、もしよろしければあとおひと方ぐらい。
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市民Ｉ 一言だけ、一言だけ言わせて。

司会 発言の無い方をちょっと優先をさせていただきまして。

市長 残っておりますので、後で。

市民Ｉ いや、そういうことじゃなくて。副市長が言われたことについてですね、ちょっ

と違うんじゃないかっていうことを思いましたんで。

司会 ちょっとまた。

市民Ｉ いや、一言だけ。一言だけですけど。内田市長が先ほど山間留学とかいろいろ提

案されたんですけども、それについて市役所の方々は何も聞いてないんですか？ 意見聞

かせてくださいって、聞いてるの、内田市長のところに意見が言ってるんですよ。それを

何も知らないっていうのはおかしいんじゃないの。

寺田 大変失礼致しました。市長からその話は聞いております。そういう地域の方からで

すね、そういうお話があったということは聞いております。

司会 申し訳ありません。はい、それでは、じゃあ。おひと方。はい。

市民Ｊ いいですか？ はい、すみません。消防団活動をしていて感じたことをちょっと

聞きたいのですが、旧額田町は土地面積見ますと、岡崎市の 45 パーセント、そのうちの

90 パーセントが山林農地といった地域資源です。以前伊賀川で氾濫、額田では濁流や土砂

崩れといった環境被害が多発している状況です。80 年経った殿橋の復旧も大事かと思いま

すが、戦後の拡大造林によって植えっぱなしになってしまった山林や農地の活用を考えな

いことには、この額田地域はますます被害が拡大してしまいます。今後この額田の山林農

地、または自然災害に対して、どのような対応をお考えでしょうか。

司会 はい、ありがとうございます。

副市長 ただいまのですね、ご意見でございます。確かに山林ですね、この地域山林農地、

大変重要な、いわゆる資産でございまして、これをなんとかですね、守っていかなければ

ならないと、こういうことで市もですね、それぞれ担当局、いろいろ考えておるわけでご

ざいます。例えば山林で申し上げますと、いわゆる今もですね矢作川の水流基金、そこか

らですね、お金を交付していただいてですね、間伐材のですね、間伐といったそういった
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ことも毎年やらせていただいております。それからこの額田地域のですね、いわゆる木材

を使って、公共施設等の建設もですね、今後進めていきたいということでですね、方針を

出して取り組もうとしております。それから農地につきましても、こちらのほうは本当に

鳥獣害被害ですね、大変なわけでございます。これにつきましても国からですね、交付金

をいただいて、今柵のですね、設置。これを各地域でですね、精力的に毎年進めさせてい

ただいとるところで。一応その柵がですね、設置を入れたところについてはかなり、いわ

ゆる鳥獣害被害、これが防げておるということを担当局のほうから聞いております。今後

もですね、こういう施策は続けてまいりたいと、このように考えておりますので、一つよ

ろしくご理解のほうをお願い申し上げたいと思います。以上でございます。

司会 よろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。

市民Ｊ すいません。一時的な復旧っていうよりも、やっぱりもう山林、元のほうから見

直さないことには、どうしても野生鳥獣っていう被害は多発してしまうと思うんですけど

も、そういった対策っていうのは今後どう考えるんでしょうかね。

副市長 鳥獣害被害っていうのは、本当に全国的にですね、問題となっておる事案でござ

いまして、どこも決め手がないというのがですね、本当に今現状だと思います。ただ国も

ですね、こういった状況をですね、そのまま放置してやる、農業被害ですね、放置するわ

けにはまいりませんので、これかなり本腰を入れて、いわゆる交付金制度をですね、今ま

でにない桁でですね、いわゆる交付金を交付しておりますので、市もそれを使ってですね、

この形を中心にですね、いわゆる柵の整備、こういったことを進めていく所存でございま

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。まだまだご質問も尽きないところあるとは思いますが、

お時間も過ぎておりますので、最後に内田市長からご挨拶をお願い致します。

市長 どうも今日は遅くまで本当に皆さまご苦労さまでございました。きょう皆さま方か

らご質問いただきました案件に関して、すべての問題にきちんと答えられたわけじゃござ

いませんけれども、私たち市政の執行部が皆さま方がどういったことを考えておみえにな

るのか、どういった課題を持っておみえになるのかということをですね、直に私たちが直

接お聞きさせていただくということが今回の一番の本義でございまして、今すぐ解決でき

ないかもしれませんけれども、今日そのことをお聞きして、私たちが認識しておりますの

で、その点だけはご理解賜りたいと思います。財政的な問題で、時間さえかければできる
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ようになるもの、または法律的な問題をクリアしていかなければなかなか解決しないもの。

岡崎市だけではどうにもならない国や県の力を得なければならないものもあるわけでござ

いますけれども、私たちも決してやる気がないわけじゃなくて、そうしたものに一つ一つ

直面しながらいろんな方策を考えているわけでございまして。逆に皆さま方のほうからで

すね、こういったやり方があるぞ、こうやってやればできるんじゃないかということがあ

れば、またぜひそうしたことも教えていただきたいと思います。そうしたものを部内で検

討しまして、なるべく皆さま方のご要望を取り入れるように努力はさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。それから今日、時間の都合でまだ意見が言いた

いんだけど言えなかった方、またこんな大勢の中じゃちょっと言いにくいなという方、も

しございましたら、私まだしばらく残っておりますので、ちょっと市長に一言言いたいっ

ていう方は、またぜひ、私が個別にお聞き致します。ぜひまたなんでも言ってください。

以上です。どうも今日はありがとうございました。

(了)


