
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年１１月３０日（土）午前１０時

場所：福祉会館６階ホール
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市長 皆さん、おはようございます。市長の内田康宏でございます。本日はお忙しい土曜

日の午前中から、こうして市民対話集会にご参加をいただきまして、誠にありがとうござ

います。きょうは地元中の地元の、連尺、広幡、井田の地域の皆さま方においでいただい

たのでございまして、逆に地元であるといえど、ちょっと緊張をしているようなところで

ございます。また、日頃から本市の市政運営に関しましては、大変なご理解とご協力を賜

っておるわけでありまして、この場をお借りして重ねてお礼申し上げたいと思っておりま

す。

さて、昨年の 10 月に市長に就任致しまして、ようやく 1 年と 1 カ月と、きょうで 9 日に

なりますけれども、1 年を超えたわけでございます。私にとりましては、この 1 年は実に

中身の濃い 1 年になった、このように感じておるところでございます。この 1 年間に、選

挙のときに公約致しました私学助成や、予防医学の見地に立ったワクチン接種に対する補

助などの問題につきましては、予算が確保でき次第、実施してまいったところでございま

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

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、さらには、幅広

い人脈や企業とのつながり、そうしたものを生かして、さまざまなアイデアに富んだ思い

切ったまち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あります。

さて、今年の 1 月からは次の新しい岡崎と題しまして、各種団体や中学校など、要請が

あればどこでも私のほうから出て来まして、これまでに約 30 回以上の講演を行ってきたと

ころでございます。7 月からは各地域に舞台を移しまして、これも公約だったわけですけ

れども、市民対話集会をこうして開催させていただいておるところでございます。そして

もう既に 2 回目、市民談義の声も聞こえておりますし、毎年春には総代さんから地域の要

望等のほう、書面で頂いておるわけでございますけれども、実際に市民の個々の方の生の

声を聞くこと、必要だろうと思って、これは始めたわけでございますが、今回はその第 8

回目となっておるわけでございます。この地域は本来でありましたら、10 月 25 日に第 6

回目として、開催を予定しておったわけですけれども、ご案内のとおり、台風 27 号の接近

に伴いまして、開催を延期させていただいたわけであります。その折に、私たち、ほんと

に最後までやるべきかどうか迷ったわけですけれども、総代さんのほうから、延期したら

どうかという温かいご助言もいただいたわけでありまして、そのことも併せて感謝申し上

げるものでございます。師走を目前に控えまして、大変お忙しい時期の開催となったわけ

でございますが、そのことをお詫び申し上げますとともに、お集まりいただいた皆さま方

に重ねてお礼を申し上げます。

さて、今も映像でご覧いただいたわけでございますけれども、今更言うまでもなく、こ

の私どもの岡崎っていうのは、ものづくりを基盤とした地域であります。そしてまたその

ものづくりこそが、この地域の豊かさの根源でもあるわけでありまして、今後もしっかり

とものづくりに対しては力を注いでいくわけであります。そして、私が今考えております



2

のは、そのものづくりに加えてもう一つ、岡崎の経済の新しい柱として、岡崎独自の歴史

や文化遺産っていうものを中心とした観光産業を、岡崎の経済の新しい柱として育てるこ

とができないだろうか、このことでございます。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はじめ、ご当地の伊賀八幡宮、また能見神明宮のお祭り、さらには

乙川、伊賀川の豊かな水辺空間など、よその町に決して負けない史跡やお祭り、豊かな自

然といった観光資源が、この岡崎の市内には数多くあるわけでございます。ところが、そ

うしたものが、今までしっかりと PR がされていなかったことがありまして、どうも宝の持

ち腐れであるわけであります。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、それを生かしたまち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。

幸いにしまして、平成 26 年度中には新東名高速道路が開通しますし、27 年には家康公

没後 400 年、さらに 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

うしたものを絶好の機会として、岡崎の名を国の内外に広く PR してまいりたい、このよう

に思っております。家康公につきましては、家康公生誕の地であります、この岡崎を PR

するとともに、家康公のゆかりの地でもあります、静岡市、浜松市と連携致しまして、明

治政府以後、どちらかというと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というふうに考えております。その記念事業の一環と

致しまして、家康公を主人公としました NHK の大河ドラマ化につきましては、昨年から前

市長も要望を行っていただいたところではありましたが、この 7 月末には、私も NHK の本

社に出向きまして、NHK の会長や各重役のかたがたに要望活動を行ってきたところであり

ます。今回は静岡市や浜松市だけではなくて、日光市だとか栃木県の知事までもがご同席

をいただいたわけでありまして、そんなこともあってか前回よりも NHK の反応も大変好意

的だ、このことをご報告させていただきたいと思います。しかしながら、この問題につき

ましては全国から 150 件以上の要望が出ているそうなので、大激戦ではないかと、こんな

ふうにもまた思っております。また 100 周年の記念事業につきましては、市民の皆さまと

共にこれを祝い参加していただける、そんな記念事業にしてまいりたい、このように考え

ておりますので、こちらのほうもよろしくご協力お願い申し上げます。

そして岡崎の魅力の発信のためには歴史的なものばかりではなくて、ジャズとか、岡崎

のまぜめんなど、新しい要素もこれに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、昨年から私が表明してまいりましたツインブリッジを中心とした岡崎の水辺空間

の活用であります。岡崎は言うまでもなく、地図で見ていただきますと、矢作川と乙川っ

ていう、大きな大河に分断された町でありますけれども、これは分断する川ではなくて、

つなぐ橋、市民に親しめる川にしていきたい、このように考えておるわけでございます。

その手始めが、このツインブリッジ計画なのでありますけれども、ツインブリッジってい

うのは双子の橋ということでありますが、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、一つは橋の上を公園のようにした緑の橋、もう一つは岡崎の伝統技術でありま
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す石工の技術を生かした石の橋として整備をしていきたい、このように考えるものであり

ます。ただ今、皆さま方に見ていただいているのが、私がこの 1 月からずっと話をしてき

たんですけども、言葉で説明されただけでは、どんなことをやろうとしているのかよく分

からない、こんな声を度々いただきましたので、私が仕事の合間に描いたラフスケッチを、

例えばこんなもんですよ、こういったことで、この 5 月頃からの、皆さま方にご覧いただ

いてきておるわけでございますけれども。これはあくまでも、皆さま方がそれぞれどんな

橋を造ったらいいかっていうイメージを膨らませていただくための私の原案、試案として

発表したものであります。これまでこの絵を一つのたたき台にしていただきまして、専門

家や市民の皆さまから、さまざまなご意見をいただいてきましたけれども、その中には、

市民や観光客の動きを考えると、むしろ新しい場所に人が渡るような橋を架けるべきでは

ないか、こんなご意見だとか、現在の橋の景観を大事にすべきだ、そんなご意見もいただ

いているところでございます。しかし、まさにこういった幅広いアイデアを市民の皆さま

方から出していただくことが、私がこうしたスケッチを公表した目的でありますので、今

後ともそれぞれご自由な意見を私どものほうにお聞かせいただきたい、このように思って

おります。

現在は、その一環と致しまして、乙川リバーフロントアイデアコンクールというものを

実施しておるところでございます。これは子どもさんから大人まで、市民の皆さまが、乙

川やツインブリッジにつきまして、もし自分だったらこんな橋が架けたい、また、川や河

川敷にこんなことができるようにしたい、そんなアイデアを、絵と作文、イラストで結構

ですけれども、そんなようなもので表現していただく、そうしたものでありまして、来年

の 1 月の 17 日まで募集をしておりますのでよろしくお願い致します。このコンクールは、

今申し上げましたとおり、市民の皆さまに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が一番の目的でありますけれども、応募作品の中で、

なるほどと思うようなものがあれば、これも整備計画の中に参考にさせていただくことも

考えております。また入賞者への賞品の他に参加者全員への記念品も準備しておりますの

で、小中学生はじめ多くの市民の皆さま方から奮ってご応募をいただきたいと、このよう

に思っております。

さて、こちらは東岡崎駅前に架かる川上の明代橋でありますが、先ほどの絵を拡大した

ものになりますけれども、緑の植栽と小さな公園を持った橋をイメージしておるわけでご

ざいますけれども、このイラストでは、たまたま両側に二つずつのスペースを持たせたこ

とによりまして全体の形が波形になっておりますけれども、このスペースは岡崎の木材を

敷き詰めましたウッドデッキにしたいな、こんなふうに思います。絵を描いたとき、ふと

思い出したんですけれども、ウッドデッキの上から川面を眺めていますと、ちょうど客船

のテラスから水面を眺めたような、そんな風情もあるんではないかな、こんなふうに思っ

ております。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
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りくつろいでいただくこともできますし、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、市民の皆さまにさまざまにご利用いただけるのではないかというふうに思

っております。飲食物と言いましたけれども、イメージとしましては、ニューヨークの街

角でよくパラソルカートでホットドッグやコーヒーを立ち売りしておりますけれども、あ

んな風景をこの上で現実にできたらいいな、このように思っております。

そして橋の四隅では、川へ下りるための階段が当然必要とされるわけですけれども、私

らで、たまたま橋が波形をしておりますので、階段も半円形のものが造れるのではないか、

このように考えております。たまたまそういうふうにして造りますと、ギリシャの円形劇

場を模したような形になります。ここを利用して、いちいち手続きなど取っていただかな

くても結構ですので、空いていれば自由にミニコンサートなどを開いていただいてもいい

のではないかと、このように思っております。しばらくこの絵を見ていただきましても分

かりますとおり、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

ないかと、このように考えるものであります。また、たまたま植栽がクリスマスツリーの

ような味気ないものがありますけれども、これはもちろん専門家にどういったものがいい

か、きちんと成形していただくわけでございますけれども、以前これはお見せしたら会場

の方から、あとで木にイルミネーションを付ければ、夜は光り輝く美しい橋としても楽し

めるのではないか、こんな意見もいただいているところであります。

そして、もう一つの殿橋でございますけれども、こちらのほう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、名人や名工と呼ば

れる職人の方がおみえになるわけであります。その方たちがご健在なうちに、その技の粋

を生かした、例えばヨーロッパにある町は、大変石の橋で美しい橋を持った町がございま

すけれども、チェコのプラハにあるような、カレル橋という大変立派な石の橋がございま

すけれども、これがチェコの市街に架かっておりますカレル橋という橋で、立派な石像が

橋のそこここにあるわけですけれども、これは町の代名詞にもなっている橋でございます

けれども、そんな岡崎の代名詞になるような橋が造りたいな、こんなふうに思っているわ

けでございます。具体的に申してみますならば、殿橋という名前のごとく、橋の四隅には

家康公を守りましたように、岡崎の土地や市民を守ってもらいたい、こんな願いを込めま

して徳川四天王の石像を設置したい、配置したい、こういうふうに考えております。そし

て橋の欄干部分には、家康公の先祖の松平家から徳川幕府の成立までの、苦難の歴史、物

語を示すレリーフを配置して、この橋を渡るたびに岡崎の子どもたちが、おじいちゃんお

ばあちゃん、お父さんお母さんから岡崎の歴史について語って、話してもらえるような、

そんな機会になればというふうに思っております。イメージとしては、ちょうどお寺に行

きますとお釈迦様の生誕から入滅までの様子が絵馬で展示されていることがありますけれ

ども、あんなイメージでございます。そして、この橋にもフリースペースがありまして、

さまざまなアイデアでここも利用していただければと思っております。ジャズストリート
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の小さなジャズバンドにここで演奏していただいてもよろしいと思いますし、また婦人会

のかたがたや、いろんな活動をこの上でやっていただいてもいいんではないかな、こんな

ふうに思っております。個人的な思いではありますけれども、なんでこんな変形の橋にし

たかというのは、花火大会の際には観覧スペースとしてこれがご利用いただけるのではな

いかと思ってこんな形にさせていただきまして、花火の観覧のスペースは、少し大きめに

してあるわけであります。まだこれは私が、具体的な建築的な問題だとか法律的な問題を

考えずに発表したイメージでございまして、これは専門家によって建築方法的にこれが可

能なのかどうか、はたまた違う形がいいのか、こんなことも検討していただいているとこ

ろでございます。

そして、この岡崎城と乙川と橋が一体となった風景というものが、将来岡崎の今の市民

が岡崎に住んでいても他の所に居ても、岡崎といえばこの風景だと思い出していただける

ような、一種の心象風景としてふるさと岡崎を愛し誇れる、そんなきっかけになればとい

うふうに思っております。自らの故郷を愛し、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、このように考えているわけであります。さらに橋を渡って

いただける、橋を造っている工事そのものも、市民の皆さまや岡崎を訪れたかたがたに楽

しんでいただけるような、そんな工夫ができないだろうかということも考えております。

この二つの橋を整備すると、最大幅の場所が今の橋の 2 倍ぐらいになりますので、できれ

ば橋の下には屋根付きの、ここは屋根付きの広場としても利用することができます。でき

ればそこに照明を設置しまして、そうすると夜も使える空間となりますので、またそれも

いろいろとお使いいただけるのではないかと思っております。もう既にそこに屋台村もつ

くれないだろうか、こんなご意見もいただいているところでございます。市民の皆さま方

のさまざまなアイデアが寄せられることを期待しております。

また、ツインブリッジに併せて、リバーフロント構想というのも出しておりますけれど

も、これは乙川や矢作川の水辺空間というものを有効活用していきたいというものであり

まして、遊歩道だとかサイクリングロード、大きな町に行けばどこにでもあります、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ていきたいとい

うふうに思っております。これは国が行っております、かわまちづくり推進事業にもかな

っておりますし、お隣、豊田市や西尾市などではもう既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まと共に考え実現していきたい、このように思ってお

ります。

この夏、岡崎カヌー協会のかたがたと一緒に、私らがカヌーに乗って、伊賀川から乙川

の頭首工の所まで回ってまいりました。とても、これほど、38 万都市の市街地の中という、

中心の川とは思えない、素晴らしい風景が広がっておりまして、今までこの風景というの

が放っておかれたというのが、ちょっと信じられないような思いで眺めてまいりました。

河川の使用というものも、市民の個々に全く自由にしてしまうというわけにはいかないと
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思いますけれども、ここでせっかく相手は川でございますから、カヌーの練習ができたり、

先ほどの映像にもありましたが、私たちが子どもの頃は、乙川の所は、ちどりとフカミと

いう貸しボート屋さんがありまして、小学生の分際で私も乗って遊んだことがありますけ

れども、ああいったものも、貸しボートなども復活できないだろうか、市認可として管理

したい、このように思っているわけでございます。

このような計画を発表致しますと、中心街の方は割とご理解いただけるんですけれども、

どちらかというとよその方から、橋に掛けるお金があるなら他の地域の活性化に使ってほ

しいだとか、また中心市街地か、こういった声もすぐ聞くわけでありますけれども、殿橋

というのは昭和 2 年の完成からもう既に 80 年以上が経過しておりまして、現在もこの橋は

1 日 2 万 3000 台ほどの車両が往来する、岡崎の幹線道路の一つであるわけであります。こ

の写真を見ていただきますと分かるかと思いますけれども、橋脚の一部には離れた所から

でもそれと分かるように亀裂が走っておるわけであります。この写真はこの間、私が走っ

ている車から見て気が付いて写真に撮ってもらったんですけれども、幅が 2 センチぐらい、

長さが 1 メートルを超える亀裂が橋脚に走っておりまして、橋そのものの老朽化というも

のも心配されておるわけでございます。この間、愛知県の建設委員会の視察が岡崎でござ

いましたので、早速この写真をお見せして、殿橋の補修あるいは架け替えが急務であると、

このことをしっかり訴えたわけでございます。また殿橋は橋脚の数が 11 本と大変多いわけ

でありまして、洪水のときに流れを妨げる危険性もあるわけでありまして、こういった橋

脚が 11 本もある橋なんていうのは、現在の河川法では建築が認められていない橋であるわ

けであります。こうした課題の改修に向けては、架け替え等の根本的な改修が必要である

というふうに考えております。このことはもう既に 2 代前の中根鎭夫市長の頃から出てい

た話であるわけでありまして、ツインブリッジ計画はその架け替えなどを行う場合に併せ

て実施したいというものでありまして、まだ使える橋を壊して、新たに派手な橋を造って

観光名所にしようというような、安易なものではございません。この点はしっかりと強調

しておきたいと思います。

しかし明代橋と殿橋はいずれも愛知県が管理する橋でありまして、県が架けている橋で

あるわけであります。架け替え等の根本的な改修を行うためには、県に主体となって進め

ていただくことが必要となります。このため私も市長に就任致しました後から、その以前

も守ろうとは思っておりましたけれども、さまざまな機会を捉えて根本的な改修の実施を

擁護してまいりましたが、現在のところ橋が持つ文化的な価値だとか財産的な制約の問題

がありまして、まだ具体的な回答をいただくまでには至っていないというわけであります。

いずれに致しましても、市民の皆さま方の安全を確保するために一日も早く根本的な改修

を行っていただくよう、これからも引き続き県のほうに働き掛けていきたいというふうに

考えております。

なお、ツインブリッジ構想は、決して中心市街地の活性化のみが目的なわけではありま

せん。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
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った特徴を持つ橋と魅力ある水辺空間を整備致しまして、市民の皆さま、観光客のかたが

たが岡崎を歩いて周遊していただくためのもの、新しい観光産業都市岡崎をつくるための

第一歩である、このように考えているわけであります。中心市街地に元気のない国や地域

に、栄えたという例はないわけでありますので、まずは中心市街地から活気づき、その活

気を各地域に広げていきたい、併せてそれが新しい財源となれば、このように思っている

ところでございます。

そして市内全域への誘客のためには、岡崎市内に点在する観光地を線としてつなぐこと

が不可欠であるというふうにも考えます。その鍵となりますのが、まずはおいしい食べ物

だと思いますし、そして面白いお土産、興味を引く施設、岡崎ならではのサービス、この

四つではないか、このように考えておるわけであります。その課題をクリアするために、

岡崎のまぜめんだとか駒立のブドウ狩り、または今南部地域で盛んになってきております

イチゴづくりなどの食べる楽しみというもの、それに加えて全国に誇ります岡崎のジャズ

といった文化資源なども有効活用しますし、さらには現在活躍中のオカザえもんでありま

すとか、グレート家康公の葵武将隊などの力も借りていきたい、このように思っているわ

けであります。また、私自身の選挙のときにもお約束しましたけれども、トップセールス

と致しまして、まぜめんの PR や、岡崎ウオーキングに訪れた皆さま方のお出迎え、さらに

は今月の 13 日には東京まで出向きまして、江戸のふるさと岡崎観光キャンペーンと題しま

して、岡崎観光の PR を行ってきたところでございます。大変驚きましたことに、八丁みそ

が東京で売れるかどうか、ちょっと心配だったんですけれども、こちらから行って向こう

にお住まいになっている方があるのかもしれませんけれども、山積みしてあった八丁みそ

が次から次に売れていくのはちょっと驚きでありました。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、そしてスマートフォン向けのご当地観光アプリを開発致しま

して、観光客や市民の皆さま方に市内を回遊して周辺店舗への誘客のきっかけになるよう

に、このように情報提供してまいります。

また、最近では観光に対するニーズも多様化してきておりまして、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あります。産業観

光は本市の経済の柱であります、ものづくりを観光資源として捉え、製造工程や企業博物

館の見学、さらには実際の製造工程の体験などを通じまして、企業の PR の他にもさまざま

な効果が期待できるのが観光産業である、このように考えます。例えば国内外の企業に対

しましては、製品や技術の PR とともに新規の顧客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ともな

ります。そして小中学生に関しましては、ものづくりというものに対する興味を持っても

らい、将来のものづくりの人材育成のきっかけとすることができるのではないかと、この

ようにも思っております。また、市内観光や食事など他の要素とも組み合わせることによ

りまして、地域への経済効果も併せて期待したいというふうに思っております。たまさか
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私の高校時代の友人の 1 人が、現在アメリカの大学で教鞭を執っておりまして、今年の 6

月頃に岡崎に参りまして、来年の 5 月に大学のビジネススクールの学生たちを連れて日本

を訪問すると、そのときには、一つは岡崎と豊田の自動車の工場見学に行きたいので世話

をしてくれんか、こういったことを言われておりまして、こうしたものもモデルケースと

してさらに伸ばしていきたいというふうに考えております。このような産業観光を実施し

ている企業も既にあるわけなんですけれども、こうした機会を岡崎を PR する絶好の機会と

して生かすためにも、さらに企業関係の皆さま方だとか商工会議所のかたがたにご協力を

いただき、進めてまいりたいというふうに考えておるところであります。

多くの皆さま方が岡崎にお越しいただけるきっかけをつくり、さらに市内を周遊しても

らうこと、できれば歩いて回ってもらうことが一番の目的であります。いくら車で来る人

が増えても、通過していただいちゃうだけでは地域の商店街のプラスにはならないわけで

ありまして、やはり歩いていただくことによりまして、喫茶店に入ろうかレストランに入

ろうか、お土産物も買おうか、こういうことになるわけでありますので、できれば歩いて

周遊できる岡崎をつくっていきたいというふうに思っております。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んでいただく、そんな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、春の桜まつりや家康行列、夏の花火大会や夏祭り、秋のジャズストリート

や市民祭りに加えまして、今年度は冬のイベントとして 12 月 21 日から家康公の生誕日の

26 日までの 6 日間に渡りまして、家康公生誕祭というものを開催致します。期間中は全国

の武将隊が集まる武将サミットをはじめ、岡崎天守閣から大樹寺を抜けてサーチライトを

照射する光ビスタラインなど、さまざまな企画が予定されておるところであります。また

消防の出初式につきましても、より多くの人に親しんでいただけるようにグレードアップ

を計画しておるわけであります。県会議員のときから消防の出初というのは各地のものを

見させていただきましたけれども、岡崎の消防団ほどきちんとやってるところは他にはご

ざいませんし、それから乙川の景観の中での消防の出初、一斉放水なんていうのは一つの

絵にもなるというふうに思っております。ああしたものを関係者の方だけではなくて、市

民はもちろんのこと、よそのかたがたにもぜひ見ていただきたい。そういう PR もしていき

たいというふうに考えております。

こうしたイベントの開催だとか観光 PR などの誘客への取り組みによりまして、観光客

が市内で賑わい、企業視察や商談のために滞在者が増加すれば、かねてから望まれており

ましたシティーホテルの誘致にもつながるんではないかと、このように考えております。

歴代の市長さん、それぞれ新しいホテルの誘致に努力されたわけでありますけれども、民

間企業というのは大変シビアでありまして、もうかりそうもないことには、なかなか手を

出してくれないわけであります。むしろ逆に向こうから、ぜひ岡崎に進出したい、そうい

うふうに思わせる土台づくり、環境づくりというものが必要ではないかというふうに考え



9

る次第であります。それが私がイメージしております観光産業都市岡崎の近未来像である

わけであります。

そして、岡崎に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。本市に

とりまして平成 20 年 8 月末豪雨における甚大な被害というものは、これは忘れることので

きないことであります。きょうも地元の方がお見えになるかもしれません。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しまして、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をもたらしました今年の台風でございますけれども、幸い

この岡崎では大きな被害というものはなかったわけであります。しかし、これまでの水害

の教訓から、いざ水害が起きたときにどのような行動をとるべきかということを事前に周

知するための水害対応ガイドブックを作成しまして、市民の皆さまに配布させていただい

ているところであります。

一方、5 月末には南海トラフの巨大地震の新たな被害想定というものが公表されました。

それによりますと市内の最大震度は 7 で、死者は従来の 25 倍の 500 名。全倒壊数は、これ

も従来の 16 倍の 1 万 6000 棟と、衝撃的な数字が示されておるところであります。岡崎市

と致しましては市民の皆さまの安全を最優先に考え、新たな対策の検討とともに、災害が

起きた場合にも、被害の軽減や迅速な復帰を図るために、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、さまざまな形で災害時の応援協定を結んでまいり

たい、このように考えております。

今回、遠くは神奈川県の茅ヶ崎市、長野県の佐久市、広島県の福山市などゆかりの町と、

近くは西三河の 9 市 1 町と、災害時の相互防災支援の協定を、この夏に結ばせていただい

たところでございます。このような協定が必要となるような災害が起きないことが一番で

はありますけれども、日頃からこういうふうにして情報交換やシミュレーションを行うこ

とによりまして、万が一の際にはこうした協定が有効に機能するのではないか、このよう

に努めてまいりたいと考えております。

また市長選挙の争点の一つとなりました市民会館についてでありますが、これまで計画

されてまいりました新文化会館というのは、選挙のときにも私は無駄な箱物は作らないと

いうお約束をしたわけですけれども、中に入って調べてみましても、多額の資金の投入と

いうものが必要でありますし、また建設が予定されておりました康生地区が、国道 1 号線

などとの周辺道路との渋滞の誘発が懸念されていますところから一度立ち止まって、今の

市民会館がもう少し延命できないだろうかと、そんな検討を行ってまいりました。まずリ

ブラで毎年行われます正月の警察始め式で 200～300 人が集まる式典にすら、周辺道路が渋

滞を引き起こしてご迷惑をお掛けしておりますので、この点は慎重に考えていきたいとい

うふうに思っております。調査の結果、現在 20 年以上の耐久性があるということは、もう

確認されまして、改修によって当面施設を長じることが可能であるということが分かった

わけであります。現在の市の方針としては、公共建築物の長寿命化に取り組んでいること

からも、新文化会館の建設を推進するのか、現在の施設の長寿命化を進めるのか、このこ
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とにつきましても今慎重に最終検討を進めておるところでございます。しかし、現在の市

民会館には、空調機の送風音が大きくて音楽の鑑賞には支障をきたす。客席の椅子の大き

さ、間隔共に狭く、座り心地が悪く移動が困難である。舞台の奥行きや袖、および楽屋を

含めた舞台周りの部分が狭い。こういった問題点がかねてから挙げられております。そう

した問題の改善にも根本的な改修が必要であるというふうに思われます。そこで、市民会

館を長寿命化する場合に改善が望まれる数々の問題につきましては、各分野の専門家から、

舞台周りや楽屋、ホールやロビーの改善などにつきまして、ここしばらく意見を伺ってま

いったところでございます。延命するに致しましても、新たな施設を建設するに致しまし

ても、どちらも多額の費用が掛かるものでありますから、市民の皆さま方の要望と現実的

な費用対効果というものを考え、さまざまな可能性を探りながら検討を進めていくところ

でございます。現在最終段階に来ておりまして、12 月中には検討結果が公表できるのでは

ないかというふうに予定しております。

また、こうしたホールの建設や運営のわが国の第一人者であり、かつて新文化会館の建

設の検討委員会の座長でもございました、名古屋大学の清水教授からは、岡崎に一番重要

なことは施設ではなく活用方法、総合マネジメントである、こういったアドバイスを受け

ました。私がこの夏に清水教授に実際お会いしてお話ししましたけれども、新しい建物を

造るにしても、今のものを生かすにしても、どちらでもいいけれども、岡崎市内には数と

しての施設は十分ある、ただトータルマネジメントが十分できてないから、せっかく施設

が空いていても活用されていない、そういった無駄が多い。こうしたものを統括的に市民

の皆さんにもお伝えいただけるような、アドバイスのできるきちんとした機構が必要であ

る、このように言われておるわけでございますので、こうした能力を高めるための努力を

これからもしてまいりたいというふうに考えております。そして現在市民会館は、電気設

備やホール等の空調設備等の改修を実施しておりまして、来年の 3 月までの間、休館とさ

せていただいております。皆さま方にはご迷惑をお掛けしますけれども、これは延命の長

短に関係なく今すぐ必要な工事でありますので、ご理解いただけますようお願い申し上げ

たいと思います。

最後に現実の文化総合拠点用地として取得致しました、セルビの跡地についてでござい

ますけれども、当面の管理、これはリブラの駐車場として利用していく予定であります。

なぜ建物を壊したのか、駐車場としてなら使えたじゃないかというご意見も時々いただく

わけでございますけれども、これは岡崎市と相手の会社との取得契約が、さら地にしても

らって岡崎市が購入するということになっておりましたので、こういった形になったわけ

でございます。私がもしもう少し早く当選しておれば、建物は残して使えるようにしたい

というふうに考えましたけれども、もう既に私が就任しましたときには取り壊しが始まっ

ておりましたので、今のような形になったわけでございます。今後、跡地の利用につきま

しても現在部内で鋭意検討中でございます。また太陽の城の跡地につきましては、引き続

きホテル誘致を進めてまいります。これまでホテルとして話も幾つかあったわけでござい
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ますけれども、これは進出希望のホテルが、あくまでビジネスホテルというプランであり

まして、岡崎市が抱いておりますシティーホテルというレベルではなかったために不調に

終わった、こういうものでございます。いずれの用地も、岡崎市の中心地の活用にとりま

しては重要な場所であると認識しておりますので、活性化本部を始めとした関係機関のご

助言をいただきながら、これからもよりよい活用方法を模索してまいりたい、このように

考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

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、私が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けれども形となり、岡崎が変わったな、このように

感じていただけるように、事業の正確と集中を図り、子どもたちがこの岡崎に生まれたこ

とを誇りに思える、そんな次の新しい岡崎づくり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、私の話を

終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

司会 それでは、ただ今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。

市民 A はい。

－－ はい、じゃ、先に。

市民 A 今、市長の話を踏まえて。

司会 すいません、マイクありますので。

市民 A はい？

司会 マイクを。学区名とお名前をお願い致します。

市民 A はい？

司会 お名前をお願い致します。

市民 A 市民 A です。いろいろと話していただいたんですけども、たまに来て、あれから

これから、これからあれからポンポン話されて、頭にどれだけ入るかっていう。やるんだ

ったら、質疑も決まってる。各学区だって、そこで総代会っていうのがあるわけですよ。

学区を主体にしてやってほしい。

それともう一つ、ブリッジだか言ったけど、今その金を掛けるときじゃないんじゃない
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かっていう。なぜそうかというと、図書館、リブラのとこ、あれ、初め入るか入らんか分

からんといったけれども、1000 人ぐらい入っている。その入った人をどういうふうに利用

しとるか、皆帰っていっちゃうじゃないか。周りに市の土地がある、活用したらどうか。

やってないじゃないか、何も。それでやっとトントコ入って、初めてだからそらいいわ。

だけど実際的にやらなくちゃなんない、あるものは。そこを一つでも二つでも、こうやっ

てやったよと、図書館もこういうふうにやったと、ああいうふうにやったと。ああいう、

現実にあるものを、いかに上手に使うかと考えるのが市長でしょう。リーダーの仕事では

ないの。新しいことドンドコやっとるだけ。

前の市長のときも箱づくりだと言った、今回も同じふうじゃないか。あかん、こんなの

は。それを一つでもそれをやって、だからこういうことやって、こうなったから、こうだ

ということを、やっぱし言ってもらわないと、ああそうですかって乗るわけにいかないな。

私はそういうふうに思う。私の町内もそう、反対だ。私はその町内のきわにおるんですけ

れども、いろいろ考えてやって、そういうことをきちっとしていただくのが、あるものを

いかに上手に活用するかということ。それは、あれを建てて。

それから、それだけのことやるって、ものすごい金掛かるでしょ。金のこと一切言って

ないじゃん。予算なくてやれるのか。誰が建てたいって言った。市民が携わって晴れてや

れるんでしょ、税金で。ましてや年寄りの負担は、消費税が上がるとか言ってるだけど、

うんもすんもなく引かれてるんだから。そういう弱いものいじめしなさんな。

そんなことやるよりか、あるものをいかに上手に使って、みんなに、ああなるほどなっ

て言わせるかってこと。それやっていただきたい。以上。

司会 ありがとうございました。

市長 市民 A さんにはいつも地域のことで、大変ご熱心にご協力いただいておりますし、

今回のこの市民対話集会の開催につきましても、大変なありがたいアドバイスをいただき

まして、感謝申し上げるものでございます。今も大変耳に痛いけれども、市民の立場に立

った一つの見地からのご意見をいただいたわけでございまして、しっかりこのことを私も

腹に据えてこれから取り組んでいきたいなと思っております。

ただ、私がきょう発表しましたことは、私が突然 1 人で思い付きで選挙向けで言ったこ

とではなく、長年私も康生に住いして、多くの方のご意見を伺って、しかも県会議員とし

て 26 年やってきている中で、さまざまな業界、団体、地域の方からご意見いただいておる

中で、岡崎活性化本部もつくりまして、多くの方と話し合う中で出てきたものを総括して

まとめてきたものを、きょう発表していいものだけを話しているわけでございます。きょ

うお話ししておりませんけれども、市長になる前では分からなかった分野もございますの

で、市長になってから、これできるのかできないのか、そんな投げ掛けをいっぱいしてお

るわけでございます。ただ、プランはいろいろあっても実際に実現できるのかどうかとい
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うことは先ほど言われましたとおり予算の関係もありますので、現実的な見地に立って、

これはやっていかなければならないというふうに思っております。

それから先ほどの橋のことも申し上げましたけれども、決して今ある橋を壊して新しい

橋を建てたいんじゃないんですよ。NHK の番組見ておいでになったら分かると思いますけ

れども、かつて造った橋だとかトンネルだとか、今あちらこちらで崩壊を起こしておりま

す。かつてアメリカで何州だったか名前忘れちゃいましたけども、つり橋が落下して何十

台という車が落ちて何十人という方がお亡くなりになったんですけれども、あれと同じよ

うなことが 1 日 2 万 3000 台も通る殿橋で起きたら大変なことであります。これは岡崎だけ

の問題じゃございません。ですからその殿橋を何とかしなければいけない。しかし、何と

かして新しい橋にもし変われるのなら、岡崎の伝統産業である石工業もプラスになるし、

そしてまた岡崎の市民の皆さんも、岡崎に対してプライドが持てるような、そんな橋、ど

うせ変えるならば、そういうのにしたほうがいいんじゃないですか、こういったプランで

ございます。決して、無理やりそれを持ってこうとしているわけではございません。

それから、きょう申し上げました、さまざまな案件につきましても、もちろん財政当局

とは話をしながら、進めながらやっているものでございまして、単年度でとんでもないお

金が掛かるような、こんな計画はしておりません。まだ橋は決まったわけでもなんでもあ

りませんけれども、その辺の財政的な無理のない計画で進めていきたいというふうに考え

ているわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。まだ橋の形も、あれは私

の、あくまで私案でございまして、何をやろうとしているか分からないというから出した

だけの話でございまして、あのとおりにするということを言っているわけでもございませ

ん。これから日々、市民の皆さま方からのアイデアも今伺っているところでございますの

で、そうしたものも参考にしながらよりよいものを、より無理のないものを考えていきた

い、こういうふうに考えているわけでございますので、お願い申し上げたいと思います。

それから、中心市街地の活性化につきましては、決して岡崎市だけが主導でやってい

るわけでは、これもありませんで、個々の民間会社からもこんなものを造りたいと思って

いるんだというご相談も逐一いただいておるわけでございまして、その中でご協力できる

ものはご協力していきたいと思いますけれども、トータルの歩みでこれからの岡崎中心地

をどういうふうにしていくか、先ほど言われましたけれど、高齢者の方が大変多くなって

きております。高齢者の方が車に乗って買い物になかなか行けないので、地域の商店街が

残ってなきゃ困りますし、そうしたものを含めた、高齢者が歩いて生活ができる中心街と

いうものも、今念頭に置いておるわけでございますので、それはすぐ、きょう明日できる

もんじゃありませんけれども、そういうものを決して忘れておりませんので、ご理解いた

だけたらと思います。よろしくお願い致します。

司会 それでは進行の都合上、対話集会の最後に質疑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事前に聞いておりますので、井
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田学区の代表の方に要望内容を発表していただきます。

市民 B 井田学区の市民 B と申します、よろしくお願い致します。井田学区としては、愛

知県総合運動場の今後の方針について、お伺いしたいと思います。いわゆる経営プランで

すけれども。愛知県総合運動場は、愛知県が今後のあり方の見直しを発表したとお聞きし

ております。井田学区民にとりましても大変貴重な施設であるわけですが、今後愛知県の

岡崎総合運動場に対する、岡崎市の方針をお聞かせいただきたいと思います。また、愛知

県岡崎運動場が廃止となった場合に、その跡地利用についてさまざまな利用の仕方が考え

られますが、岡崎市が整備することとなった場合には、井田学区民はじめ、市民がさまざ

まな形で利用できるような施設の整備を要望したいと考えております。市長の考えをお聞

かせください。

市長 ありがとうございました。今ご指摘の、愛知県の岡崎総合運動場の件でございます

けれども、これは私が県会議員やっておりましたときからの、持ち越しの案件でございま

す。愛知県と致しましては現在行政改革の一環としまして、この岡崎総合運動場を、施設

の地元移管を含めてそのあり方を検討し、平成 24 年度の前半までに結論を出す、このよう

に言っておったところでございますけれども、残念ながら今現在、まだ結論はいただいて

いないわけでございます。本市と致しましては、今まで通り、県に運営していただきたい

ということで、要望しておるところでございます。なお、陸上競技場につきましては、公

式の記録が認められます、4 種公認の期限が来年の 6 月 29 日ということになっておりまし

て、期限が切れてしまいますと本市内では公式の陸上競技場がなくなってしまうわけであ

りまして、大会が開催できなくなってしまう状況になるわけでありまして、こんなふうに

なってしまっては大変でございますので、何とかこの陸上競技場の一定の整備をしていた

だきまして、4 種公認の継続を、ただ今お願いしておるところでございます。これにつき

ましては、大体今聞いている話では、おおむね了解いただけるというふうに考えていると

ころであります。これによりまして当面 5 年間の公認が継続されることになります。

また、県会議員の皆さまにも、今協力いただいて、一生懸命やっておるんですけれども、

一部の県議員の中には、4 種じゃ駄目だと、3 種にしなきゃいかんということにより、強硬

に県のほうにご意見いただいておりますので、その辺がどうなるかは分かりませんけれど

も、私どものほうとしては最低限この 4 種公認ということで、まだしばらく継続できるよ

うに努力してまいりたい、こういうふうに考えておりますのでご理解いただけたらと思い

ます。

市民 B ありがとうございました。

司会 ただ今の回答について、市民 B さん、よろしかったでしょうか。それでは引き続き
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広幡学区の代表の方にお願い致します。

市民 C 広幡学区の市民 C と申します。よろしくお願い致します。学区としましては、巨

大地震に対する危機意識を深めるとともに、防災訓練の方法、方策について、質問、また

要望をさせていただきます。まず一つ目は、広幡学区は災害時の避難所として広幡小学校

と岡崎西高校が指定されているんですね。近くには、町によっては、城北中学校、連尺小

学校などがあります。で、巨大地震が起きた場合に、どこへ避難したらよいかということ

を考えますと、近い所へ避難したいという、そういう人大勢居ると思います。そういった

場合に、広幡小学校のほうへ避難するか、連尺、城北のほうがいいか、そういったときに

いろいろ迷いますけれども、そうしたことを踏まえた分別、そういうのも必要なのかなと

いうことを思っております。そしてそういう場合に、誰が安否を確認し人数を把握し、そ

して避難された方を受け入れていくか、誰がそれをするか、いうこともいろいろ心配があ

ります。

それから、訓練についてでありますけれども、訓練は、広幡で言いますと、四つのグル

ープがありますので、それぞれのグループで防災避難訓練をしている、そういう年もあり

ますし、学区全体で訓練をしている場合もございます。で、普通には起震車の体験、AED

の訓練、初期消火訓練など行っておりますけども、これだけではちょっと心配が。どんな

訓練をこれからしていったらよいかということを、私たちも考えますし市のほうも考えて

いただきたいということを思います。

最後に、巨大地震が起きた場合、必ず火災が発生している。で、火災発生のときに消火

器では小さいです。じゃ、消防車が来るかといいますと、道路がふさがれたり、家が倒れ

て倒壊して消防車が来れない、または消防車の数が少ない、いうこともありますので消防

車に頼ることはできない。そうしますと、消防団。消防団の力というのは大変ありがたい

と思います。消防団、ありがたいですが、もっと地元で町民ができる消火、そういうもの

がなんかあるのかな、ないのか、研究をしていただきたいと思っております。以上を大き

く三つ、要望、質問させていただきましたが、市長さんのお考えを聞かせてください。

市長 どうも、市民 C 先生には常日頃広幡学区のことで大変ご尽力をいただいているわけ

でございまして、感謝申し上げるところでございます。巨大地震の発生に関しましては、

先ほども、冒頭の提案の中でお話をさせていただきましたけれども、今まで私たちが想定

していたよりも、はるかにそれを超える被害予測が出されておるところでございます。災

害をなくすことは、これは私たちの力ではできないわけでありますけれども、いかにして

被害を軽減するか、災害のあと、いかに対応を素早くするか、このことが一番重要な課題

であるというふうに認識しておるところでございます。で、各地域におきましては、特に

広幡学区におきましては、5 年前の平成 20 年 8 月末豪雨災害におきまして、多くの被害が

発生した地域でございます。被災地の説明会には、当時県会議員だった私も初めから、1
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回どうしても公用で出られなかったことがありますけれども、ほとんど出させていただき

ましたけれども、災害が大きくなればなるほど行政による初期対応というものが困難とな

るわけでございます。地域の皆さま方による共助の力というものが、一番大きな課題では

ないかというふうにも考える次第でございます。このたびの要望につきましては、まさに

そうした共助、地域での防災力の向上といったものに関する内容である、このように受け

止めておるところでございます。担当部局から聞いておりますけれども、広幡学区さんに

おきましては、24 町のうち 13 町で自主的な防災マップを作っていただきまして、地震が

発生したときにどこに逃げ込めばいいかという空き地をそこに書いてあるそうでございま

す。また水害の際に、緊急に避難することができる建物など、身近な所にある防災資源の

確保にも取り組んでいただいているわけでありまして、こうした日頃からの備えといった

ものが、いざというときには大切になってくるわけでございまして、深く感謝申し上げる

ものでございます。岡崎市と致しましても、現在そういった地域の防災力の向上のために、

学区や町内会の単位と致します自主防災組織に対しまして、補助制度の創設を進めており

ますので、どうかそういったものをご利用いただきたいというふうに思っておる次第でご

ざいます。ご要望への具体的な内容につきましては、担当部長よりご説明申し上げますの

で、よろしくお願い致します。

市長公室長 市長公室長の甲村と申します。広幡をはじめ、各地域の皆さまにおかれまし

ては、行政からの防災活動、いろいろお世話になります。この場を借りてお礼を申し上げ

ます。今、ご質問でございますが、災害発生時の場合一刻も早く安全な場所に避難するの

が一番大切だと思います。そういう中で、行政は避難時の災害場所として指定させていた

だいております。それは、避難者の数や安否の確認、それと支援を必要としてみえる方を

より早く把握ができると、このような理由から指定をさせていただいておりますけども、

実際危険が目の前に迫っておる場合は、一番安全なルートで近くにある避難所もしくは待

機所で避難をお願いしたいと思っております。実際に指定された避難所が遠いということ

で、町内会が、別の学区ではございますけれども施設を位置付けてみえる事例もございま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

それから安否の確認でございますけれども、実際、避難所運営担当者と地域防災連絡員、

これは市の職員でございます。市の職員も避難対象になりますもんですから、われわれも

自助で、自分の安全を確認しながらそういう避難場所へ参りたいと思います。そういう中

で、そういう安否の確認、避難誘導等もやりますけれども、地域の皆さんのお力添えをも

ちまして、災害時の要援護者の安否、安全な避難路につきまして、町内ごとのご協力を賜

りたいと思っております。

次に必要な防災訓練でございますけれども、災害発生時に近隣の待機所に実際に避難し

ていただくことが一番大切で、特に高齢者や体の不自由な方を支援していただくようなこ

とを取り入れていただければ幸いと思っています。また複数の学区では、宿泊体験や、ま
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た HUG と呼ばれる、これは避難所運営訓練、ビニール袋に水を入れて作った簡易消火器の

投てきなど、いろいろございます。またいろいろ、地域のニーズに応じたようなことを防

災危機管理課のほうで対応させていただきますので、窓口、ぜひまたお越しいただければ

幸いかと思います。以上でございます。

消防長 消防長の太田でございます。続きまして私のほうからは、狭あい地区等での火災

発生時の消火方法等についてでございますが、地域住民の皆さんが初期消火活動にお取り

組みいただくということは本当に素晴らしいことかとお感じ申し上げます。しかし消火栓

につきましてはやはり特殊な器具とか、そういうものが必要になりますので、消防団以外

のかたがたが使用することは大変困難だというのが現状であります。ですので、万が一わ

れわれ常備消防が来ないというような場合が発生した場合、やっぱり地域に少なからずと

も消防団員、あるいは、実は消防職団員の OB のもので構成しております消防支援隊という

のがございまして、そういうものが活動することになると思います。それで、地域の住民

の皆さまには、伊賀川だとか防火水槽等の水を取って利用しまして、消火活動に消防団員

等が当たりますので、そちらのほうのご協力をいただければ幸いと存じます。

やはり火災につきましては、初期段階の消火が非常に重要であることは言うまでもござ

いません。各家庭に消火器とか住宅用火災警報機を設置をいただくというのが望ましいわ

けではありますけど、その他に事前に準備をしていただくものとしましては、例えばお風

呂とか、あるいは水バケツ等で対応する。先ほど公室長からも話がありましたように、ビ

ニール製の買い物袋等に水を入れていただいて火元に投げ込むという水パックのようなも

のを代用していただくのも結構かと思いますし、そのようなことは各家庭で事前に準備を

していただけると思いますんで、そういうことかなというもので、いずれに致しましても

自助、共助が必要でありますので、よろしくお願いを致したいと思います。以上です。

司会 ただ今の回答について、市民 C さま、よろしかったでしょうか。

市民 C いいです。

司会 よろしいですか。ありがとうございます。それでは最後に連尺学区の代表の方にお

願い致します。

市民 D 連尺学区、市民 D と申します。よろしくお願いします。連尺学区としましては、

地域に一斉放送が流れるような放送設備が欲しい。学区の特殊性ということで、連尺学区

には川が 4 本、国道が 2 本、電車が 2 本、何が起きても、考える可能性があるような災害

のときに放送で知らせてほしい。無線ラジオとか携帯とかじゃなしに、周辺に大きな声で

知らせてほしいということです。全ての幹線道路はセンターラインが高くなって、これは
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防波堤のようになっている。高い所から来た水は、その道を越えられずに水たまりになっ

てしまうという水害が、私も生まれてこのかた十数回経験しておりまして、若い頃は水洗

便所じゃないもんで、水害に、みんな床下床上浸水というと、汚物が流れてきて大変だっ

たんですけれど、5 年前もやっぱりすごい水でした。そういうふうに。ただ、センターラ

インが高くて水がたまるということは、今度は車両が通過すると波が立ってシャッターが

壊れるときが本町辺りでもかなりあります。そういうことも踏まえて、その程度の軽い浸

水ならいいですけど、国道が 2 本、河川が 4 本、電車が 2 本ということで、何があっても

心配だからそういう放送があれば、あるだけで取りあえず心配がないかなという気がしま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

司会 それでは回答を。

市長 お答え致します。連尺学区におかれましては、私も住いしておりますけれども、毎

年学区を挙げて地域防災訓練を実施していただいておるところでございまして、本当に感

謝申し上げる次第でございます。今年も短い時間でございましたけれども、私ども避難誘

導や避難所設営、医療救護所設置といった訓練、熱心に取り組んでおみえになる様子を拝

見させていただいたところでございます。誠にありがとうございました。

さて、一斉放送設備の設置につきましてのご要望でありますけれども、甚大な災害や重

要な案件が発生したときに、市民の皆さま方に対しまして、どのように迅速に、また正確

に情報をお伝えするか、このことが大きな課題であるというふうに認識しております。連

尺学区の皆さま方におかれましても、ついせんだっての 8 月豪雨災害におきましては、岡

崎市の中心街でありながら、八幡町、市民 D さんのエリアにも水が集中してご迷惑をお掛

けしたところでございます。この 8 月末豪雨災害を一つの契機と致しまして、この情報伝

達体制の整備ということを岡崎市としても、整備してきたところでございます。前市長の

ときに防災ラジオの配布だとか、浸水警報装置の設置、おかざき防災緊急メール防災くん

の発信など、また、総代さんへの配備を致します衛星携帯電話も更新するなど、さまざま

な取り組みを継続的にこれまで行ってきているところでございます。

ご要望いただきました一斉放送の設備でございますけれども同報無線と呼ばれておりま

して、これも効果的な情報伝達手段の一つだというふうに認識しておるわけであります。

実際、担当部署でただ今調査をしておるところでございますけれども、全地域をカバーす

るということになりますと、これも莫大な予算が掛かります。使うのは、本当にそういっ

た、たまさかのことでございますのに、大変な予算が掛かります。そして、これは地域を

限定するとか、導入コストの軽減を図るなどしてできないものだろうか、こんなふうに、

これからしばらく検討していきたいとは思っておりますけれども、台風などのときには外

でいくら大きな音を出して広報活動をやっても、ほとんど家の中におる人には聞こえない

というのが実際であるわけでございまして、そういったことから考えると、そういった外
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からの広報の伝達というよりも、なるべく各ご家庭に、先ほど申し上げました防災ラジオ、

これは時々訓練でやりますけれども、防災ラジオの音があんまり大きいのでびっくりする

ことがございますけれども、防災ラジオで各家庭の中に確実に情報が伝わるというほうが、

私は個人的にはベターではないかな、こんなふうに思っております。

それから 8 月の豪雨災害のときの教訓から致しますと、実際に岡崎市のほうから避難勧

告、これ出しましても、地域の総代さんが今これを地域住民に伝えるとかえって危ないと

いうことで出されなかった地域もあります。それがいつも正しいとは言いませんけれども、

この間の 8 月の豪雨災害のときは、逆に深夜の真っ暗な中を、おばあさんやおじいさんが

子どもさんと懐中電灯で歩いていっていたら逆に危なかった、こういったケースもござい

まして、そのときは総代さんの賢明な判断に私は敬服致しておる次第でございますけれど

も。最終的にはやはり、大きな枠組みの中でのそうした情報伝達っていうのは、市の公の

ほうから致しますけれども、最終的な自分の身の回りの安全かどうかという判断は、各ご

家庭、各個人でやっていただかなくてはならないと思いますので、その点だけはしっかり

市民の皆さま方にもご認識いただきたいというふうに思っております。岡崎市としては、

岡崎市の立場の中でできることを、今後また検討して準備してまいりたい、このように思

っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

司会 ただ今の回答について、市民 D さま、よろしかったでしょうか。

市民 D はい、すぐに解決してくれということじゃなくて、こういう声があるということ

を認識していただきたいだけですので、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。続きまして、先ほどの学区からの要望も含め、市政全般

に関するご意見を頂戴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。

司会 一番先に。今マイクをお持ちします。

市民 E 末広町の市民 E と申します。よろしくお願いします。初めのほうで市長から観光

というお話がございました。岡崎市は浄瑠璃姫伝説がございます。文化ですか、それから、

歌舞伎のもとになったという、言ってみれば文化財的なお話らしいですけれど、どういう

わけか葵の御紋の陰に隠れちゃいました。それとも 800 年という歴史に漏れ出しているの

かもしれません。本来ならこういう問題は民間のほうからこうしようかって盛り上がるべ

きだと、ございますけれど、このお話というか浄瑠璃姫がどうも浮上してこないんですよ

ね。もうちょっと何か目玉になってもいいんじゃないかと思うんですけれど。

それと私、子どもの頃連尺学区でして南康生に居ました。だから今岡崎公園の東側、交
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番のあった反対側で、浄瑠璃姫の慰霊碑、あれが今あるんですけれど、子どもの頃小学校

の頃は、あそこ帰るのが、何か不気味な感じがしたんですけど。それで、多少よくなりま

したけれど、あの慰霊碑も何かいまだパッとしない。国道 1 号線、果たして何人の人が、

何台の車が毎日通っているのかもしれませんけれど、浄瑠璃姫の慰霊碑があるって言う人

が、果たして何人感づいている人がみえるでしょうか。できたらあそこをもう少し何とか

していただきたいと思います。そういうことです。

司会 お願い致します。

市長 ありがとうございました。大変ありがたいお言葉をいただいて、感謝しております。

ただ浄瑠璃姫の問題について、決して認識が薄いわけでも関心がないわけではございませ

ん。岡崎には呉服組合というのがございまして、呉服組合の皆さんが中心となりまして、

ここ 10 年近く大変なお力添えをいただいて、この浄瑠璃姫の問題については岡崎市と協力

しながら取り組んできております。どういうことかというと、何年前だったか、今記憶に

定かじゃないんですけど、近松門左衛門の最後の紛失していた部分が発見されまして、こ

れについて何とか再現できないだろうかという思いを呉服組合のリーダーの方が当時思わ

れまして、それでなんの一面識もない大阪の人間国宝の、何住大夫さんだったかな、名前

が、私は今急な質問でしたので、調べてきておりませんけれども、人間国宝の何とか住大

夫さんという浄瑠璃の第一人者の方の所に、自宅にわざわざ行って玄関に座り込むように

してお願いして、これを再現してほしいというお願いをされまして、それをまたうちで、

あの住大夫さんが受けてくれまして。これもまた人間国宝に間もなくなると思いますけれ

ども、錦糸さんという人形浄瑠璃の三味線の第一人者の方ですけど、その方と一緒になっ

てこれを再現していただきまして、もう既に岡崎でこれ、もうこの 10 年間の間に確か 3、

4 回もう演じておりまして、これを聞いた東京や大阪や、もう全国からの愛好家の方が集

まって、リブラでも公演されましたけれど、何回もやっております。ですから決して忘れ

ておりませんし、軽んじてもおりませんし、きょうは時間がなかったので、極めてコンパ

クトにまとめた形でしか、岡崎の観光地っていうのはお話しできませんでしたけれども、

それもこれからの岡崎を PR する中での要素の一つとして考えております。そういうことで

すので、一つご理解いただけたらと思います。近く呉服屋さんにお参りになったら 1 回お

声掛けされると、大変に一生懸命皆さんやってますので、また今度はいつになるか分かり

ませんけれども、またそういった公演の機会などあると思いますので、よろしくお願い致

します。

司会 はい。ありがとうございました。じゃ、続きまして。真ん中の。

市民 F 梅園学区の箱柳の市民 F と申します。私は、市制施行 100 周年記念事業の。
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司会 申し訳ありません、梅園学区、今回、まだ井田と連尺と広幡となりますので、皆さ

んが終わってからということで。

市民 F そうですか。

司会 申し訳ないです。学区の方を先に。申し訳ございません。

市民 F 分かりました。

司会 学区の方で、今の方の前の方。

市民 G すみません、連尺の市民 G と申します。子どもが連尺小学校でお世話になってお

りまして、観光事業、先ほどご説明いただきました件は、私も大賛成で実はあります。実

は私ボランティアで毎朝ごみ拾いをしています。1 時間半、毎朝。休日の、きょうは 2 時

間、3 時間やってますけれども。なぜかというと、大病を患いまして、体力づくりのため

にやり始めたのが一つと、もう一つは子どもが連尺小学校に通っている通学路に、あまり

にもごみが多いっていうことで、ちょっときれいにしてあげたいという、その気持ち一心

で毎朝続けてます。1 日も、ほぼ 365 日近くやっておるんですけれども、実は岡崎公園の

中で犬のふんのポイ捨てが非常に多い。これ今下げてきたのは、家康さんが生誕されたと

きの産湯をくみ上げた井戸の前に毎朝大型犬のふんが捨てられているんです。それ、私毎

朝拾っています。実は家康さんとは私誕生日が同じでして、なんか縁を感じて家康さんに

お詫びをしながら掃除を続けております。これは、場所は東岡崎駅の周辺もやってますし、

身の危険を感じるような 1 号線沿いも、中央分離帯を掃除してます。これはそうやって拾

っている僕の姿を見て、捨てる人が 1 人でも減ればなという一心でやっておるんですけれ

ども。何が言いたいかというと、観光事業、ディズニーランドがはやっているのも有名な

ところですけれども、とにかくきれいな環境であることが人を集める一つの要因になるん

ですね。これは観光客だけの問題ではないです。仕事をする上でも、掃除、あいさつとい

うのは非常に重要要素でして、日本航空を立ち直らせた稲盛和夫さんも、松下幸之助さん、

楽天の三木谷さんもそうですけれども、サッカーだと長谷部誠主将、皆さん掃除のことを

はっきり言われてます。で、今書店で大体並んでるトヨタの経営ノート、そういった本っ

ていうのは、表紙は変わるんですけども言ってる内容ほとんど同じこと言ってますね。整

理整頓をしっかりと。そういったことが観光事業につながる一つの要因になると思ってま

すので、ぜひ、言いたいことはたくさんあるんですけれども、これから私も意見書いろい

ろ出させていただいて、意見をさせていただきたいと思いますので、どうかそういう環境

に、ごみですね、ごみが一つも落ちてない、そういう町にぜひしていただきたいですね。
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なので、ツインブリッジ計画も大賛成なんですけれども、橋渡ってもその先に何もなけれ

ば意味がありませんから、そういうインフラ整備の一環として、老朽化のお話も私理解し

ましたし、それは大賛成でありますので、一つよろしくお願いします。

司会 ありがとうございます。

市長 大変いいポイントを指摘していただきまして、本当にありがとうございました。私

も犬をもう 30 年このかた飼ってまして、毎晩犬の散歩に行きますが、必ずビニール袋を手

提げてまいります。他の犬の忘れ物が落ちていたときは、私もそれ拾って歩いております

けれども、そういった方がおみえになることで、岡崎がほんとにきれいになってくんでは

ないかというふうに思っております。これからいろんな機会を通じて、そうしたことをさ

らに市民の皆さま方にアピールできるように、頑張っていきたいと思っておりますので、

どうぞこれからもよろしくお願い致します。ありがとうございました。

司会 終了予定時間が迫っておりますが、せっかくの機会ですので、もう少しお時間のほ

うをいただきたいと思います。よろしいでしょうか。

市長 ちょっといいですか。

司会 はい。

市長 会は時間内で終わりますけども、私はそのあとも残っておりますので、これだけど

うしても市長に言っておきたい、市の幹部に言っておきたいということがございましたら、

ちょっと残っていていただければ、お伺い致しますので、どうぞよろしくお願いします。

司会 それでは、質問のほう続けたいと思います。それでは奥の女性の。

市民 H 井田学区の市民 H と申します。今度、井田小学校に上がる娘が居るんですけれど

も、うわさでずっと井田小学校は、1 学年 200 人を超える、去年も 200 人を超えて、今年

も行ったら 259 人という値を聞きました。で、6 クラスに 35、6 クラスが続いているわけ

なんですけれども、31 クラス、6 学年の 5 クラス、6 掛ける 5 の 30 以上の、31 クラスを超

えると、人数が多いということで、井田小学校、人数が 1148 名ということで、一番多いと

いうことで、近くの少ない小学校のほうに行ってくださいというような話を教育委員会の

ほうからいただきました。そういったことを、平成 18 年の 4 月からやっているということ

なんですが、いまだにその状況が続いてますし、岡崎市が主導して周辺の土地区画整理を

して、今からそちらのほう家がどんどんまだ建っているのに、これについてまだ何も対処
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を、それ以上のことはすることがないというお話をいただきましたが、そのことについて

市長はどのように考えてみえるか聞きたいのと、あと、私、愛宕小学校が、井田小学校が

1148 人に対し、愛宕は 148 名です。全員で。なので、その愛宕小学校は近くなので、そち

らのほうの区画整理区内のそちらのほうで、井田小学校の人数を減らす、または新しく小

学校をつくる。で、もし小学校をつくるのであれば、真伝の区画整理区内のほうが人数が

多いので、こちらのほうに近い県営グラウンドのほうを、小学校にすることはできないの

かなというふうに思っております。この 2 点について、検討をお願い致します。

市長： 大変ご迷惑をお掛けして申し訳ないと思っております。井田小学校が過大校であ

るということは、十分私も県会議のときから聞いておるわけでございます。今もご指摘が

ありましたとおり、近接の学校ではまだ余裕のあるところがございますので、学区の区境

の所にお住まいの方の中には、できたらそちらに行っていただけないかとか、また逆にそ

っちへ行きたいというご要望もございますので、そうしたもので今まで対応してきたわけ

でございますけれども、果たしてそれでいいのかどうかというのは私も考えているところ

ではございます。

この間、額田に行きましたら、額田のほうはまた逆に子どもの数が少ないので、できた

らこの環境のいい所にバスで通学してもらえんかということも言われましたけれども、そ

れも、子どもさんの意志もありますし、ご家族の意志もありますので、そんなことはでき

ませんよという、お答えしたわけでございますけれども。今、井田学区の地域の中で、新

しい小学校が、じゃ、つくれるかというと、なかなか学校をつくれるだけのスペースって

いうのは難しいと思います。それから今、県営グラウンドというご指摘だったんですけれ

ども、これは県と市とは所管が違いまして、今現在、県が所有しておる土地でございます

ので、あそこにつくるということになりますと、これまた交渉、用地の買収から、随分時

間がかかるとは思いますけれども、今いただきましたことを一つのご意見として伺って、

また部内で検討していきたいと思います。

ちょっと、私がいい加減なことを答えちゃいけませんので、誰か答えてもらえます、こ

れ。教育の関係の人。誰も答える人居ない。すみません、もしお名前と住所、電話番号だ

けいただければ、後から担当の者から 1 回お返事するように致しますので。ちょっとよろ

しくお願い致します。

司会 ありがとうございました。それでは引き続きまして。どうぞ、先ほどからお手が上

がっております。

市民 I 私、広幡学区柿田町の市民 I と申します。よろしくお願いします。一つ要望と提

案を 2 点お願いしたいんですけども、1 点の要望は、菅生川です。今、市長からも菅生川

のいろいろなお話をお伺いしたんですけれども、現在、菅生川の殿橋から伊賀川の交わる
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地点、そこに、堤防から河川敷に下りるスロープ、それがないんです。殿橋の所に、自動

車が下りるスロープと、それから一番終点にもう一つあるんですけれども、その間全部階

段で下りるようになってます。9 カ所ばかあるんですけれども、そこでは 2、3 カ所に、そ

の階段をスロープにしていただけると、便利になるんじゃないかなという考えです。それ

であと、今の、よく、お城の下の広場、あれとそれから河川敷で催しがあるわけです。そ

こを行き来するにはベビーカーだとか、身障者の車、そういう方の行き来が全くできない。

大回りすればできるんですけども、それができないような状態ですので、できましたらそ

ういうスロープを作っていただけるとありがたいなということです。これが 1 点です。

それから、もう一つ提案なんですけども、これは私自身の大きな夢なんです。実は先日、

今度新しく高隆寺にできました焼却場、あれのときに係の方から説明を伺ったんですけど

も、現在は高速の炉で焼却しておるんですけども、炉を冷やすために大量の水を使って冷

やしておるわけですね。その冷やした水は湯になって、それを今蒸気に変えて蒸気タービ

ンで発電しておるわけですね。その電気を中電のほうに売却しておるというお話を伺った

んですけれども、そこで水も大量に使うということは湯も大量に出てくるということなん

ですけども、その湯を使って、これは私の夢なんですけれども、高隆寺、今は焼却場の隣

には山もたくさんあるし、土地としてはあると思うんですけれども、流水プールですね、

温水の流水プールとかプールを作っていただけると、ありがたいなと思うんです。それに

加えて、先日廃止になりました桑谷山荘、ああいう設備も作っていただけると市民の憩い

の場になるんではないかと、私はこう思うんです。それが実現すれば、将来的には子ども

遊園地とかが多目的の広場などを作っていただけると、市民の憩いの場になるんではない

かなと、そういう提案でございます。よろしくご検討のほど、お願い申し上げます。あり

がとうございました。

司会 ありがとうございます。

市長 大変地域住民の目線で考えていただいて、ご提案いただきありがとうございました。

すぐ実現ができるかどうか分かりませんけれども、プールについては他の方面からも要望

を受けておりますので、部内でもう 1 回しっかり検討させていただきまして、どこにどう

いう形でなればいいか、また考えていきたいと思っております。それからスロープにつき

ましても、早急に現場のほう、私も見に行きまして、どこを直したらいいかということ、

また担当局と相談致しますので、よろしくお願い致したいと思います。

司会 ありがとうございました。申し訳ございません、まだまだご質問も尽きないようで

ございますが、お時間のほうが過ぎております。ここでいったん会のほうを閉めさせてい

ただきたいと思います。最後に内田市長のほうから、よろしくお願い致します。
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市長 きょうは皆さん、ほんとにお忙しい土曜日の午前中ということで、このようにご参

集いただきまして、ありがとうございました。特に中心市街地は商店の経営の方もおみえ

になるわけでございまして、そうした中こうしておいでいただきましたことを感謝申し上

げる次第でございます。本来この会を、私は各学区ごとに開きたいということで思ってお

ったわけでございますけれども、担当部局が地域の総代さんとご相談して、進めていく中

で、1 学区じゃ困るというところもございまして、ここがどうして 3 学区であったのか、

私もまだ十分理解しているわけじゃないんですけれども、結果的に複数の学区でやらせて

いただくようになったということ、これはおかしいと思ってみえる方には、この場でお詫

び申し上げたいと思っております。いずれに致しましても、こういうことをやっておると

ころというのは、よそではあまり例がないわけであります。もちろん 1 回 2 回やっとると

ころもありますけれども、各地域に巡業して回ったり、またこうしてお集まりいただいて

やるような、こういうことを細かくこれほどやっているところはないと思います。市長に

就任してから、手前みそですけど、30 回こういう会をやった市長なんていうのは、あんま

り聞いたことがございませんし、それから要望があればどこでも私は出掛けてまいります

ので、またもしどうしても来いということでありますならば、秘書課のほうにご連絡いた

だければと思っております。

きょう皆さま方からご提案、またはご指摘いただきましたことに、必ずしも的確に答え

てないこともありますし、また今すぐできないこともあるかもしれませんけれども、一番

重要なことは議員さんの言うことでもなく、総代さんが言うだけのことでもなくて、市民

一人一人の皆さま方が、市がやろうとしていることに対してご理解いただくことと、それ

に対してどういったことを思っておいでになるのか、市民の皆さま方のご要望はどこにあ

るのか、そういったことを探ることが、この会の一番の眼目でありまして、私たちが皆さ

ま方に言われましたことを今回認識したということ、これに一番私は意義があると思って

おりますので、どうぞご理解賜りたいと思います。

それから、今も岡崎市のほうでは目安箱だとか、私は個人的にホームページでブログを

開いておりまして、そちらのほうにいろんなかたがたからご意見いただきますけども、岡

崎市にいただきましたものも、私に個人的にいただきました手紙につきましても、全部私

は自分で目を通しておりますので、またもし皆さま方ご意見がありましたら、私のほうま

で、忌憚ないご意見、ご指摘いただきたいと思います。きょうは本当にお忙しい中、長い

ことお付き合いいただきましたことを、重ねてお礼申し上げまして、ごあいさつに代えさ

せていただきます。どうぞこれからもよろしくお願い致します。

司会 これをもちまして市政対話集会を終了させていただきます。本日は誠にありがとう

ございました。先ほどの市長のあいさつでもご紹介させていただきました、乙川リバーフ

ロント作文イラストアイデアコンクールのチラシを出口でお渡しさせていただきます。多

数の方のご応募お待ちしております。また、その他ご意見のある方は、やはり出口に用意
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してあります用紙をお使いいただき、市役所、各支所に設置してございます目安箱に投函、

または郵送、ファクスでお願い致します。ホームページでも投稿できますので、ご利用く

ださい。ありがとうございました。

市長 ここでぜひ市長に物を言っておきたいという、または各部門の者に物を言いたいと

いう方は、私残っておりますので、どうぞ個別でなんでも聞いてください。承ります。

(了)


