
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年２月４日（火）午後７時

場所：西部地域交流センター
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市長 皆さま、こんばんは。

一同 こんばんは。

市長 市長の内田でございます。本日は矢作地区におけます市民対話集会に、大勢の皆さ

まがた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、日ごろから本市の運

営に対しまして、何かとご理解、ご協力を賜っているわけでございまして、そのことに対

しまして、改めて、この場をお借りして、お礼を申し上げるものでございます。ちょっと

風邪をひいておりますので、お聞き苦しいかもしれませんけども、ご勘弁いただきたいと

思います。まず初めに、昨年の 2 月から、この矢作地域におきましては、連続不審火が発

生いたしまして、ようやくこの 9 月に犯人を逮捕することができたわけでございますが、

これも、総代さまや消防団を始め、地域の皆さまによる夜間パトロールなどの活動が犯人

逮捕につながったものでありまして、11 月には総代会並び消防団に対しまして感謝状の贈

呈をさせていただいたところでございます。ご協力いただきました皆さまに対しまして、

心から感謝申し上げる次第でございます。また、被害に遭われました皆さまには、合わせ

てお見舞いを申し上げる次第でございます。

さて、早いものでございまして、私が、一昨年の市長就任以来、これで 1 年 3 カ月が経

過したわけですけれども、選挙の際に、市民の皆さまとお約束しました公約につきまして

は、優先順位に悩みながらも、準備の整ったものから順番に手がけてまいりました。私学

助成の拡充や、医師会の皆さまがたから、大変強い要望がございました予防医学の見地に

立ったワクチン接種による補助の実施に対しましては、早々に手がけさせていただきまし

た。そしてまた、昨年 4 月には民間の活力を利用した岡崎活性化本部を立ち上げることが

できまして、その後、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た、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。

また、市民の声をお聞きするための、こうした市民対話集会につきましても、昨年の 7

月からスタートいたしまして、今回が第 9 回目となります。これまでの対話集会では、地

域の課題や個別の要望など、貴重なご意見を直接伺うことができました。今月より、この

市民対話集会を再開いたしまして、今年中には、なんとかすべての学区を回らしていただ

く、この予定であります。本日も多くの皆さまがたからご意見をいただきまして、この会

を、ぜひとも実り多い会にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。また、市民対話集会だけではなく、「次の新しい岡崎を目指して」と題しまして、各種

団体や中学校などへの、私自身が出向いての講演会も、昨年 1年間に 30回以上行ってきた

ところでございます。私の目指すこれからの岡崎、岡崎の未来像につきましてお話をさせ

ていただいたわけでございます。その他の公約につきましても、就任直後から担当部局と
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協議を行っておりまして、現在、調査・研究をそれぞれ進めているところでございます。

しかし、そうした新たな事業を展開していくためには、当然それなりの新しい財源という

ものが必要となってくるわけでありまして、財源の確保には、現在の税収の中の既存事業

を見直しだけでは、これではどうしても限界があるわけであります。そこで、より発展性

のある事業を進めるために、税収のアップが必要だということであります。そして、経済

のそのためには、地域経済の活性化が不可欠であると考える次第でございます。

今さら申し上げるまでもございませんけども、この岡崎、三河地域の豊かさの源泉とい

うのは、自動車産業、工作機械、そうしたものを中核といたしました「ものづくり」であ

るわけであります。そうした「ものづくり」に対しましては、これからも変わらず、しっ

かりと力を注いでいくつもりでございますが、さらなる活性化というものを目指すために

は、岡崎独自の歴史的な文化遺産を中心とした観光産業を、ぜひとも岡崎の経済を支える

新しい柱として、育て上げてまいりたいこのように考える次第でございます。具体的には、

岡崎城や松平家・徳川家の菩提寺であります大樹寺、さらにはこの矢作地域におきまして

は、浄瑠璃姫伝説などがあるわけですけれども。こうした岡崎にしかない宝、こうしたも

のを使った街づくりをしていきたい、このように考えている次第でございます。また昨年、

岡崎市の指定文化財であります矢作町の山車を拝見させていただく機会がございましたが、

こうした山車を観光の目玉にしている他の地域に勝るとも劣らない素晴らしい芸術作品で

あるということを、再確認させていただきました。

さらに、岡崎には国の重要文化財に指定されました建造物というものが、実に名古屋よ

りも多い 13 あるわけでございますけれども。そして、よく言われることですけれども、岡

崎には京都よりも多い神社仏閣があるということを言うんですが、私たち自身が、そのこ

との価値というものを十分認識をしておらず、今日まで、十二分に生かされてきたかと言

うと、そうではないような気がするわけです。まず、こうした岡崎の持っている宝の、本

来の価値というものを見直して、改めてこれを発信してまいりたい、このように考えてお

るところであります。そして、今後の岡崎の魅力の発信には、必ずしもこうした歴史的な

ものばかりでなくて、最近岡崎は「ジャズ」の街としても名が売れてきてるんですけども、

そうした「ジャズ」だとか、「岡崎まぜめん」そういった食べ物、さらには、「葵武将隊」

や「オカザえもん」など、いろんな要素を加えて PR していきたい。このように考えており

ます。

そして、その一つ鍵となりますのが、私の選挙公約でもありましたツインブリッジを中

心とした川べりの水辺空間の活用、すなわちリバーフロント計画でございます。名古屋に、

私が、かつて県会議員として行っておりましたので、名鉄電車でよく帰ってくるときに、

岡崎まで来るときに、ビルだとか住宅風景など味気ない風景が続くわけですけども、突如、

矢作にまいりますと、ごう音と共に矢作川の流れが見えてきます。そして、すぐまた乙川

と、そしてお城と川沿いの緑の風景というのが見えて来まして、この風景を見たときに、

本当にホッする気がするわけでございますけれども。特にこの乙川とお城が醸し出す空間
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というのは、よその都市では見られない岡崎独自の景観でありまして、私はこれは岡崎の

財産である、このように思っております。これら乙川と矢作川は、岡崎の町の中心部を縦

横に貫いて流れる清流でありまして、その豊かな水辺空間は、岡崎の町づくり、あるいは

観光振興にとって、そして市民生活の価値を上げる上で、大変大きな潜在的な価値を持っ

ていると思っております。

私もこの夏にカヌーに乗りまして、伊賀川から乙川頭首工の方までを回る機会がござい

ましたけれども、あらためて見まして、とてもこれが、40 万近い都市の真ん中を流れてる

川の風景とは思えない、それぐらい素晴らしい景観が広がっておりました。今までどうし

てこれを生かさなかったのか、どうして放かっておいたのか信じられない思いもしたわけ

でございます。「リバーフロント計画」および「ツインブリッジ構想」というのは、こうし

た乙川や矢作川の水辺空間を、有効に活用していこう、市民生活に生かしていこう、こう

いうものでございます。「リバーフロント計画」につきましては、まず、広大な河川敷に、

遊歩道やサイクリングロード、欧米の都市行きますと、よくありますドッグラン、さらに

は公園だとか運動広場などを、もうすでに豊田や西尾ではもう随分できておりますけども、

そうしたものを、順次、岡崎にも、整備してまいりたい、こういうものであります。そし

て、乙川の水面では、カヌーの練習場として、これを活用、場所によってですけども、カ

ヌーの練習場として活用するようにしたり、または、かつて乙川では、私が子どものころ

には、貸しボート屋さんがあったわけですけども、ああいったものも復活できないだろう

か。このようにも考えております。

また、「ツインブリッジ構想」についてですけれども、これは市街地の中心部に架かって

おります、殿橋と明代橋という 2 本の橋でございますが、これはいずれも設置後、長い年

月を経ておりまして、老朽化が大変顕著であるわけです。そして、これをなんとか、再構

築するにあたりまして、岡崎の新しいシンボルとして、整備していきたい、こういう考え

であります。さらに、乙川の周辺は、夜間、極めて暗くなるわけです。夜、ニューグラン

ドホテルで会があるたびに、その河川風景を見て思うんですけれども、ここに照明施設す

ることによりまして、随分変わるんではないだろうか。明るくするだけで、街の雰囲気そ

のものが、ガラリと変わるんじゃないか。このように考えております。このような施策と

いうのは、国政の方針にも合致しておりまして、昨年から今年にかけて、多くの中央省庁

の幹部のかたがたが、岡崎に視察に見えていただいております。この地区をご覧になった

皆さんは、水辺空間の素晴らしさというものに、改めて驚かれまして、今、国交省のほう

で「川まちづくり推進事業」という政策が進められておりますけれども、なんとかこの政

策に合わせて整備を進めていきたい。私は思っておりますし、ぜひそうしてくれと、そん

なコメントもいただいております。

歴史上、中心地域に元気のない国だとか地域が、栄えた例はないわけでありまして。こ

れらの施策を推進するにあたりましては、まずこの中心市街地を活気づけまして、その活

気を、市内の全域に広げていきたい、このように考えております。市内全域は、先ほど申
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し上げたように、数多くの歴史的な遺産がございますので、それを点から線につなげて、

季節ごとの観光コースとして結びつけて売り出していこう、こういうことでございます。

次に「ツインブリッジ構想」の基本的な考え方についてでありますけれども、この写真

をご覧いただきたいと思います。これは、康生地区のすぐ近くに架かっている「殿橋」の

状況でありますけれども。この殿橋は昭和 2 年の完成からすでに 80年以上が経過しており

まして、この写真でも見ていただいて分かりますとおり、橋脚の一部には、幅 2 センチ、

長さ約 1 メートルの亀裂が入っております。これは私、車で通っておって発見したわけで

すから、車から見ても見えるぐらいはっきりとした亀裂であるわけであります。現在、殿

橋は 1 日に 2 万から 3 万台ほどの車が往来しておりまして、まさに岡崎市の南北の主要道

路となっているわけですけれども。このように、老朽化が進んでいることから、災害時の

安全性を懸念する声もいただいてるところであります。さらに、殿橋は橋脚が 11 本もある

わけですけれども。大雨が降ったときには、上流から流れてきた木が橋脚に引っかかりま

して、これは先般の秋の台風のときの様子でございますけれど、ご覧いただいたとおり、

こんなにたくさんの上流からの流れてきた木や流出物が、この橋の橋脚にたまるわけでご

ざいます。殿橋が建設された当時の技術では、これは、やむをえなかったと思うんですけ

れども、現在の法律では、このような構造の橋を作ることは、認められていないわけであ

ります。

これまでも、こういった深刻な問題は認識されておりまして、老朽化した橋の架け替え

は、2 代前の中根市長のときに、もうすでに出てたわけでございます。私も、市長に就任し

ましてから、殿橋と明代橋を管理する愛知県に対しまして、さまざまな機会を捉えて、抜

本的な改修の実施を要望してまいりましたけれども、残念ながら、現在のところ財政上の

制約の問題や、また殿橋が全国の土木学会の近代土木遺産に指定されているということも

ございまして、まだ具体的な回答をいただくまでには至ってないわけでございます。私が

考えております「ツインブリッジ構想」というのは、殿橋および明代橋を架け替えるとい

うときに合わせて、あるいは改修に合わせて、この老朽化の問題を解消するとともに、岡

崎市の玄関口にあたるこれらの橋を、より非常に魅力あるものにしていきたい、観光客や

市民の皆さまに、水辺空間や市街地を回遊していただくための、観光産業都市岡崎の目玉

にしたい、こういったものでございます。

しかしこれを当初、言い出しましたころ、「どんなことをやろうとしているのか、聞いて

るだけでよく分からない」ということを聞きましたので、昨年の春、私が暇な時間に描い

たラフ・スケッチを、一つのたたき台として、公表させていただいたわけでございます。

これがこんなに先走ってしまうとは思わなかったんですけども。殿橋は、「石都岡崎」の石

工の技術の粋を結集した「石の橋」として、四隅に、できれば徳川四天王の石像を配置し

たそんなものにできないだろうか。また、明代橋には、東岡崎の真ん前でございますから、

緑の植栽とウッドデッキを利用したスペースを設けて、橋上公園化された、そこで人々に

くつろいでいただけるような、ちょうど通勤、通学の方がよくここを通られますので、今
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の狭い状況の中でも、高校生が何人か、この橋の上から川を見て、友だちと話してる情景

がありますので、もっと楽にそういったことを楽しんでいただけるような、そんな橋にで

きないだろうか。そう思って、一つの、アイデアの一つとしてこれを発表させていただい

たものでございます。

「リバーフロント計画」および「ツインブリッジ構想」の具体化に向けてましては、現

在、先ほど申し上げました岡崎活性化本部で検討を進めていただいておりますけれども、

市民や観光客の流れということを考えますと、むしろ今の橋を直すんじゃなくて、新しい

場所に人が渡る橋、いわゆる人道橋を架けるべきではないか、こういったご意見だとか、

現在の橋の景観を大事にすべきだ。例えば殿橋の今、たもとにあります小さなモニュメン

トは戦後復興のために募金を集めて作ったもんだそうでございますから、それを残してほ

しいというお手紙も頂いとるわけでございます。そういったさまざまな意見が出ておりま

すので、これからまた、熱心な審議が行われて、新しい案が出て来るんじゃないかと思っ

ております。

また、昨年暮れから先月にかけまして実施いたしました、乙川リバーフロント・アイデ

ア・コンクールでございますが、これは当初、子どもさんから大人まで、市民の皆さんが、

橋と川についてどんなイメージを持っておいでなのか、自分たちがそこに、新しいものを

作るとしたら、どんなものを作るか。そんな考えを知りたいと思いまして、試みてみたと

ころでございますけれども。当初、300 か 400 出てくれればいいなと思っておったんですけ

ども、私たちの考えをはるかに上回る、2500 点もの絵と作文が集まってきたわけでありま

す。私も、実際に、この間、商工会議所まで行きまして、作品を拝見させていただきまし

たけれども、いずれも力作ぞろいでありまして、中には「なるほど」と考えさせられるも

のもございました。必ずしも、橋に使えないアイデアでございましたけれども、それも今

後の街づくりの中で生かしていただけたらというふうに考えております。こういったさま

ざまな議論や意見をへた、活性化本部が、間もなく「提言」として一つの成果をまとめて

みえると思いますけれども。この提言に盛り込まれた内容をよく踏まえまして、今後「リ

バーフロント計画」および「ツインブリッジ構想」の実現に向けまして、さらに積極的に

取り組んでまいりたい、このように考えております。

また、市内全域への誘客のためには、水辺空間の整備に加えまして、先ほど申し上げま

したとおり、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ございます。そのた

めには、テーマや季節に応じた「ミニ観光ガイドマップ」の作成と共に、スマートフォン

向けの「ご当地観光アプリ」というものを開発いたしまして、観光客や市民の方々が市内

を自由に回遊し、周辺店舗への誘客のきっかけとなるように、的確な情報提供をしていく

と、こういったことも考えております。さらに、観光産業が岡崎の経済の柱の一つとなる

ためには、春と、夏のこのお祭りのときだけではなくて、四季を通じて、恒常的に岡崎に

観光に、お客さまに来ていただかなくてはならないと思います。そこで、私自身もトップ

セールスといたしまして、まぜめんの PR だとか、岡崎にウオーキングにみえましたお客さ
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まのお出迎え、さらには、先般、東京駅の近くまで行きまして、岡崎の観光情報の発信な

ど、自ら、今、先頭に立って PR を行っているところでございます。今後も継続してこのよ

うな活動を行いまして、岡崎の魅力を市内外に発信してまいります。

また、本年度は、春の桜まつり、夏の花火大会、秋のジャズストリートに加えまして、

冬のイベントとして家康公生誕祭の開催や、見て楽しいショーアップした消防の出初め式

など、季節ごとに岡崎の持つ資源を活用しましたイベントも開催をして、市内への誘客を

行っております。そうして市民にも楽しんでいただける賑わいの街づくりを作りたい、こ

のように考えてるところでございます。さらに、最近では観光に対するニーズというもの

も、随分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も注目され

ています。その一つが産業観光ではないかと思います。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まして、企業博物館や製造工程の見学、さら

には体験を通じまして、「ものづくり」の現場に直接触れていただくことを目的とした観光

でございます。さらに、製品や技術の PR を通じまして、新規顧客の獲得や優秀な人材の確

保など、企業側にもメリットがあるのが特徴でございます。

先日、私も三菱自動車の岡崎工場に久しぶりに視察させていただく機会がありましたけ

れども、人間とロボットの技術の融合によりまして、規則正しく車が作られていく様子は、

子どもだけではなくて、大人が見ていても、大変勉強になるものでありました。こういっ

た企業視察も岡崎にお越しいただくきっかけとして十分活用できるのではないか、このよ

うに改めて実感しております。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、私は期待できるんではないかというふう

に考えております。たまさか、私の高校時代の友人が今、アメリカの大学で教鞭をとって

おるんですけども、今年の 5 月にその大学のビジネススクールのアメリカ人の学生たちを

連れて、日本を訪問したいと。そのときに、できればモデルケースとして岡崎市とトヨタ

自動車の工場見学をしたいということを言われまして、今、その準備もしておるところで

ございます。こうした機会を、岡崎を PR するための絶好の機会として生かすためにも企業

関係の皆さまや商工会議所の皆さまにさらなるご協力をいただきまして、産業観光もぜひ

推進してまいりたい、このように考えております。

このようなさまざまな施策に加えまして、魅力あるツインブリッジや水辺空間の整備が

誘客のきっかけとなり、四季を通じて常に観光客で市内が賑わうようになれば、かねてか

ら望まれています岡崎のシティーホテルがほしいということ、これに対してもつながるの

ではないかというふうに思っております。歴代の市長さんも一生懸命努力をしたわけでご

ざいますけれども、民間企業っていうのは、大変シビアでございますから、もうからない

ことには、なかなか手を出してくれないわけであります。むしろ向こうから「ぜひ、岡崎

にホテルを作らせてください」こう言わせるような、だ土台作り、環境作りというのが、

私は今、必要ではないかというふうに考えております。これが、私のイメージいたします

「観光産業都市 岡崎」の基本的な未来像でございます。
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次に市民会館についてでございますけれども。これも選挙のときの争点の一つだったわ

けでございますが、多くの利用者の方の意見を伺いながら、新文化会館の建設を推進する

べきか、はたまた現在の施設を長寿命化するのか、慎重に検討を重ねてまいりました。こ

れまで検討されてきました新文化会館の構想では、建設に大変多くの市費投入が必要であ

ると共に、建設が予定されておりました康生地区では、りぶら、毎年りぶらで行われます

正月の会でも、200～300 人集まるだけで、道路に渋滞が起きてしまうわけですけれども。

もし、新文化会館の計画にあるように、2000 人規模の施設を造るということになりますと、

隣接地が国道 1 号線でございますので、そうした道路への渋滞誘発というのが、大変懸念

されるわけでございます。さらに、主要駐車場用地と考えられておりました岡崎公園の多

目的広場でございますけれども、これが史跡保護のために利用できないということが、分

かってまいりました。また、新文化会館を建設する場合でも、その完成までに、少なくと

もこれから 7、8 年が必要となります。その間に市民会館を安全にご利用いただくためには、

どちらにせよ対策工事というものが必要になるわけであります。もし、この工事を行わな

いとすると、継続して市民会館を使用することはできなくなるわけでありまして、市民の

皆さまの文化活動の拠点が失われてしまうということになってしまいます。

現在の市民会館は開館から 45 年以上が経過しておりまして、老朽化が進んでおります、

施設面・安全面で多くの課題を抱えております。しかし建物自体は 20 年以上のまだ耐久性

があることが今回の調査で判明いたしました。また、安全対策の工事に少しの追加投資す

ることによりまして、今、問題とされております舞台の狭さ、椅子の座り心地の悪さ、ホ

ールの音響といった問題、そして空調の問題、こういった現在施設が抱える多くの問題に

ついても、ある程度解決できることが分かりましたので、今回、市民会館を長寿命化しよ

うと、こういうことに決定したわけでございます。先日、市民会館改修後の完成予想図を

私は、見せてもらいましたけども、少なくとも私が見た限りでは、十分、皆さまがたにご

満足できる形のものができる、このように確信いたしておるところでございます。

今後、平成 26 年度に改修に係る実施設計を行いまして、平成 27 年度には工事着手、平

成 28年度のリニューアルオープンというものを目指してまいりたい、このように考えてお

ります。また、たまさか、先般、東京オリンピックが決まったことによりまして、そして

また東日本の復興の事業がこれから本格的になるときの中で、今、建設事業が、大変な活

況を呈しております。活況と言っても、資材の入手とそれから作業員の確保に大変、てん

やわんやの状況になっておりまして。今、市が発注してる工事も、新たな人件費を増額し

なければ、やってもらえないような状況も出てきてるわけですけれども。こういった流れ

の中で、大きな建物を作るのはなかなか大変で。こういった形にして良かったんではない

かというふうに、私は手前みそですけども、思っております。

また、別の観点から考えてみましても、長く市民に親しまれている市民会館を今後も残

すべきだ、こういう声も市民の中には少なからずあるわけであります。諸外国にまいりま

すと、町のシンボルとして歴史的な伝統を持つ施設を手入れして長く使っているケース、
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こういったことも多くみられます。冷蔵庫やテレビではありませんので、新しいばかりが

価値とは言えないわけであります。もちろん、そうだからと言って新文化会館はもう必要

ない、全く考えていないというわけではございません。新時代の施設として、どのような

形のものが最適であるのかということを、もう一度、原点に返って考え直して、検討して

まいりたいと考えております。また、入手いたしましたセルビの跡地につきましては、当

面の間、ちょうど今、中心市街地では、駐車場が不足しておりますので、りぶらや中心市

街地の駐車場として利用をしていく予定でございます。さらに、太陽の城の跡地につきま

しては、引き続きホテルの誘致は進めてまいりますけれども、そのすぐ決まればいいんで

すけれども、きっと今の進展状況では、今、私が耳にしている範囲では、ビジネスホテル

ならば進出するという話があるんです。しかし、今、市民が求めているのは、ただ泊まる

だけのビジネスホテルではなくて、よそからお客さまが来たら、フランス料理ぐらい食べ

て、おもてなしができるような、あるいは 200～300 人を大きな大会ができるホールを持っ

た、そういったホテルに来てほしいということでございますので、そういったことを考え

ると、今すぐには、なかなかそこまでは行かないだろうと思っておりますので、今後のウ

オーターフロント、リバーフロントなど、さまざまな事業を伸展するときに、その用地も

活用してまいりたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、この二つの用地は、岡崎市の中心部の活性化にとりまして、

大変重要な場所でありますので、活性化本部をはじめとした関係機関にご助言をいただき

まして、より良い活用方法を検討してまいりたい、このように考えています。以上、現在

岡崎市の動きを市政の主なものにつきまして、ご報告申し上げましたけれども、今年は、

平成 27 年の家康公没後 400 年、さらには翌年の 28 年には、岡崎の市制施行 100 周年とい

った、記念すべき節目の年を迎えるにあたっての大変重要な準備の年となります。これか

ら 10年、20年経過した折りに「あのころから岡崎は変わったんだよね」そういって市民の

皆さまから喜びをもって振り返っていただければ、そんな始まりの 1 年にぜひしたい、こ

のように考えております。また、今後も市民の皆さまがたの声を積極的に、こうした機会

を通じて聞かせていただきまして、市政に反映させながら、子どもたちが、岡崎に生まれ

たことを誇りに思える、夢のある「次の新しい岡崎」に向けまして、これからも市政運営

に取り組んでまいりますので、皆さまがたのさらなるご協力をお願い申し上げまして、私

の話を終了させていただきます。どうも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、ご質問のある方がいらっしゃいまし

たら、発言前に学区名とお名前をお願いしまして、挙手のほうをお願いいたします。よろ

しいですか。それでは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、

事前にいただいておりますので、矢作東学区の代表の方に、要望内容を発表していただき

ます。よろしくお願いいたします。
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市民Ａ 市長さんには、たくさんのいろいろなことを要望したいと思っておりますけれど、

本日は時間の関係もございますので、一つに絞って要望したいと思います。矢作東小学校

の運動場、あるわけですけれど。普通の学校ですと、校庭が東西に長くて、北側に校舎が

あって、西側に校舎があるというふうになってますね。東小学校、一応、そういう形とっ

ておりますけれど、西のほうから、東に向かって長いほうに向かって、途中で校舎が 1 棟

立って、そういった、その校舎があるために、運動場のトラックを描いたときに、出っ張

ってきてる校舎とトラックとの距離が非常に狭くて、特に、運動会、地域の運動会だとか、

そういったものを開くときに、人が通れないぐらいの狭さになってるわけですね。それと、

そういう関係があって、トラックのカーブもきつくなっているという問題があるわけです。

そういったことで、その真ん中に出っ張ってきてる校舎を、実は北側の校舎の並びが今、

空いてるところがあるわけですね。それで、そちらへ 4 階建てでできればいいんですが、

後ろのほうの家の人の関係もあると思います。そういったことで、3 階建てでも、今、出っ

張ってる校舎の分は吸収できるんじゃないか。こう思ってるわけですね。それで、ぜひ、

矢作東小学校も、26 年度には 100 周年になるということですので、それを記念して、なん

とか運動場の改善を図っていただきたいということを要望いたします。

市長 いつも地元の問題でご協力いただきましてありがとうございます。今、いただきま

した小学校の問題につきましては、ご要望いただいた直後に担当部局と話をしまして、図

面を見ながら、いろいろ考えたわけであります。私も、見た瞬間、ちょうど校舎と校舎の

間が空いてまして、そこが 4 階建てだそうですから、そこに建てればいいじゃないかとい

うことを言ったんですが、これが、建築基準法の日影規制に掛かってしまいまして、そこ

ができないんだという話。それからもう一つは、今ある 2 階建ての建物を壊したときに、

壊してる間に、じゃあどこで、代替えの場所を設けるかという問題。それから壊してしま

うと、教室数が少なくなってしまうという、さまざまな問題で、今、一挙にそれを解決す

るというのは、なかなか難しいんじゃないか。そして、トラックをきちんと確保できるよ

うにするのはどうしたらいいかということも検討しまして、今現在ですよ。今現在考えて

いるのは、今ある植栽だとか、施設を少し場所をずらしまして、取りあえずトラックが十

分確保できる面積を、まず、利用できるようにするべきではないかな、こういうふうに考

えております。だからといって、もう次のことを考えてないということじゃなくて。今の

校舎を壊して、新しい場所を作るときに、どこがいいかということをもう 1 回ちょっと、

再検討して、一番いい形でグラウンドが活用できる形に、再整備できるように準備してい

こう。こんな話をしてるところでございますので、どうぞご理解いただきたいと思います。

司会 ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

市民Ａ はい。建設のときに校舎がなくなるという話ですが、それは先に建てれば、後で
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壊せばなくならないと思います。後ろの空いとるところにですね。費用も掛かることです

から、そう急にはできないと思いますけれど、ぜひ、子どもたちのために、使いやすいグ

ラウンドにしてほしいなと。また、地域に開放してますね、日曜日は。そういったときに

も、どうにも使いにくいですね。その辺を、ご理解いただきまして、よろしくお願いした

いと思います。ありがとうございました。

司会 ありがとうございました。それでは引き続き、矢作南学区の代表の方にお願いいた

します。

市民Ｂ ご無礼いたします。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。日ご

ろ、南学区に対しまして、格別ご理解をいただいております。お礼を申し上げます。現在、

矢作南学区では、都市計画道路矢作桜井線の改良工事、あるいは鹿乗川改修工事という大

きな公共事業を急ピッチで行っておるわけでありますことは、ご承知のとおりであります

が。その矢作川の樹木の伐採だとか、あるいは補助整備事業等々、おおむね順調に行われ

ていると思われます。関係者に対しまして心からお礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。それではこれより、2 件ほど矢作南学区のほうから要望をさせていただきます。1件

目でありますが、ご承知のように県道岡崎刈谷線の昭和町地内や、JR 牧内踏切付近の交通

渋滞の緩和についてでございます。現在、都市計画道路矢作桜井線の JRの高架工事が進め

られておりますが、平成 27 年 3 月予定の完成のあかつきには、国道 1 号線から県道岡崎刈

谷線まで、スムーズな車の流れが予想されるわけであります。交通量も分散されると思っ

ておりますが、しかしながら、ご承知のように県道刈谷線と交差をする豊田西尾線を取り

巻く環境は、悪化の一途をたどっておるわけでありまして。都市計画道路矢作桜井線の早

期延長が重要と考えますが、市長のお考えをお願いをいたします。

次に二つ目でありますが JR西岡崎駅のバリアフリー化についての要望でありますが、過

去に何度か出ておると思いますが。西岡崎駅が開業しまして 26年という経過しておるとい

うことでありますが、開業当初は 1 日当たり乗降客が 500 人程度であったと聞いておりま

すが。駅の完成により新たな住民も増えてきまして、今は 3500 人が利用する岡崎の西の玄

関口として、成長したと言われております。国の基準の 1 日当たり 3000 人以上の利用があ

る駅につきましては、バリアフリーの対象になると聞いておりますが、現在の状況につい

て、お教えください。なお、この駅は、ご承知のように地元の寄付を集めて完成したとい

うことでありまして、より良い西岡崎駅になってほしいなという思いがございます。駅ロ

ータリーの放置自転車等で車いすが通りにくいとの意見も聞いておりますが、どのような

協力をしたら実現できるかという点についてもお教え願いたいと、そんなことを思います。

以上、2 点、私のほうからご要望させていただきます。ありがとうございました。

司会 ありがとうございます。それでは市長のほうから、お願いいたします。
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市長 それではお答え申し上げます。岡崎刈谷線の昭和町付近におきましては、渋滞が激

しい箇所と認識しております。ご質問にありましたように岡崎刈谷線の沿線では、愛知県

が検討を進める都市計画道路豊田西尾線の計画と、市が進めております矢作桜井線の事業

がございます。それぞれご説明させていただきますが。それではまず、豊田西尾線から説

明いたします。現在、利用されております県道の岡崎環状線が JR 東海道本線の矢作天神踏

切、西岡崎駅の西側の踏切でございますけれども。そこにおきまして、慢性的に渋滞して

おります。お地元におかれましては、大変ご不便な状況であるのは、私どもも認識してお

ります。豊田西尾線は矢作地区を南北に縦断しまして、JR 東海道本線と立体交差する計画

でありまして、踏切の渋滞箇所並びに、周辺道路の混雑緩和にもつながるものであり、こ

のように考えております。岡崎市といたしましても、地域の発展と生活環境の向上のため

にも、この早期の事業化を望んでいるところでございます。今年度、愛知県では JR東海と

協議を進めると聞いておりますが、引き続き地元の協力を得ながら、この事業が早期に進

むよう愛知県に重ねて要望してまいります。

次に矢作桜井線の延伸についてでございますけれども。現在のところ、岡崎刈谷線まで

の整備を進めておりますけれども、岡崎刈谷線からさらに、南側の安城幸田線までの区間

は、現在予測している将来交通量はあまり多くないということでありまして、激しい渋滞

や交通障害はないと担当課からは聞いております。しかし、この跨線橋の橋梁改新に伴い

ます交通状況の変化だとか、関連する他事業の進捗状況などを見据えまして、整備の必要

度が高まれば、これを事業化へ検討していく考えではあります。地元の皆さまには、その

後の対策など、お気付きの点がございましたら、今後とも引き続き担当部局までご連絡い

ただきますようお願い申し上げます。

それから JR岡崎駅のバリアフリー化についてでございますが、先ほどもお話がございま

したとおり、この JR 西岡崎駅というのは、建設にあたりまして、地元の皆さまがたからの

多大なご協力を得まして、一部の方からは、広大な土地を寄付していただく、こういった

経緯があって、あの駅ができたことは十分、私も承知しておるわけでございます。ご指摘

のバリアフリー化につきましては、平成 23 年にいわゆるバリアフリー法の基本方針が改正

されて、3000 人以上の利用者が居る駅におきましては、平成 32 年度までに、原則としてエ

レベーター等を設置し、移動の円滑化を実施することになっております。ご提案のとおり、

西岡崎駅はバリアフリー化の対象駅になっておるわけでありまして、現在 JR 東海とは、検

討を進めておるところでございます。ただ、鉄道駅のバリアフリー化は、鉄道事業者の責

務の中で行い、国や地方公共団体は必要な財政的支援を行うということになっております

ので、まずは JR 東海が事業主体となって、計画を立てることになっております。市として

は、地元の意見を伺いまして、JR 東海に協力していく形になります。また、西岡崎駅につ

きましては、エレベーターだけではなくて、多目的トイレの設置の検討も、すべき駅とい

うことになっております。岡崎市といたしましても、できるだけ早くバリアフリー化の実
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現を望むところでありますけれども、エレベーター等の設置を行うにあたりましては、そ

の設置の敷地が必要となってまいります。現在、西岡崎駅は、鉄道を挟んで、駅の北と南、

それぞれに階段がございまして、ロータリーも設けられておりまして、利用者にとって、

非常に使い勝手の良い構造になっております。ただ、周辺の人口増による利用者増加に伴

いまして、自転車でお見えになる方も多くなっておりまして、北口のロータリーに今、自

転車が溢れてる状態が恒常化しております。バリアフリー化に伴い、ロータリーの構造、

駐輪場、階段の位置、トイレ等の敷地の再配分、また新たな用地の確保が必要になってま

いります。今後、計画を進めるにあたりましては、そうした課題をクリアして、バリアフ

リー化につきまして具体的な時期を決めていかなければならないわけであります。

現在、本市では、矢作地区のバス交通実態も美化していただきまして、今後のあり方に

つきまして、一緒に考えていただきたいと、こういうことで、地域の総代さんをはじめ、

役員の皆さまにご説明をさせていただいてるところでございます。矢作南学区の地域の皆

さまには、西岡崎駅のバリアフリー化と合わせて検討していただき、ご協力をお願いいた

します。細かいことは、今後、具体的になった段階で詰めていくことになりますけれども、

地元の皆さまにご協力いただけるのであれば、事業化にお金を掛けてまいりたい。このよ

うに考えております。よろしくお願いいたします。

司会 ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

市民Ｂ 市長には、いろいろ細かくご説明いただきまして、ありがとうございました。一

日も早く、いろんなことを実現できますようによろしくお願いいたします。

司会 ありがとうございました。それでは、最後に矢作西学区の代表の方にお願いいたし

ます。

市民Ｃ 西学区から二つの要望を出したいと思います。まず 1 点目。交通渋滞の緩和。宇

頭町には国道 1 号線につながる信号機がある交差点が、宇頭町の交差点があるんですけれ

ども、それしかありません。この交差点には自動車側に右折車線がない。また国道 1 号線

の右折矢印がないために、右折車が本線までつながって、通勤時間帯には国道 1 号線が、

ずーっと交通渋滞が発生する。そういうことが現状あります。それでまた、矢作町内で進

められていた国道 1 号線、これの整備が終わりというふうに聞きまして、岡崎市の西の玄

関口、周りのほうからすると。そこで、そこを、宇頭町内については改善されてないよう

な、そういうふうに見うけられます。そして、さらに以前より西学区内南北の道路として、

新たな都市計画道路の早期計画実現、そういう計画がまだされてないというふうなことが

聞いています。それで、早く南北の道路として、都市計画に計画を決定するように、そう

いう制度をお願いしておりますけれども、これについてはなかなか事業化するまでに、費
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用とか時間がかかると、そういうことを聞いております。ですから、当面の間の対策とし

て、宇頭町としましては、三つの案を要望したいと思っております。まず一つ目。国道 1

号線につながる市道を広げて右折車線を設けたい。それと 2 点目として国道 1 号線の信号

に、できれば右折矢印信号を追加すると。そして三つ目として、国道 1 号線に今まで一つ

しかなかった交差点の信号ですね、それを新しく信号交差点を設けてほしいと、そういう

ことで渋滞が緩和されるんじゃないかということで。交通渋滞については、当面の対策と

しましては、この三つを要望したいと思っております。

そして二つ目の要望ですけれども。コミュニティーバスの導入。宇頭町には、名鉄の宇

頭駅がございます。比較的交通の便利な地域なんですけれども、バスが通ってなくて、バ

ス停が一つもない状況。そして今後、さらに高齢化が進んでいく中で、障害者のかたがた

を含め、車を利用できない人は確実に増えてまいります。電車だけではなく、身近な交通

手段として、バスの必要な時代になったと考えております。矢作西学区は岡崎市の西のは

ずれに位置して、学区内だけを巡回するバスを走らせてもあまり効率的ではない、そうい

うふうに思われますけれども、例えば生活圏がまたぐ隣の安城市、そちらで運行されてお

る安城バスがございます。これが現在、学区内を通ってる状況ですので、そのバスを利用

できるような、そういう形になれば、学区内の人も大変喜ぶんではないか、そういうふう

に思っております。市の地域をまたいでの調整が、安城市との関係が難しくなるとは思い

ますけれども、その辺、利用できるようにご検討よろしくお願いしたいと思います。以上 2

点、よろしくお願いします。

司会 ありがとうございました。それでは市長、よろしくお願いしたいと思います。

市長 ありがとうございました。宇頭町の交差点かいわいにつきましては、私も、ここは

よく通ることがありまして、分かっております。皆さまからも、前からの要望をいただい

ておりまして、改良の必要性ということも理解しておりますけれども、何かと具体的に考

えると課題が多くございまして。今現在、きちんとした具体的な計画の策定というところ

までは、まだ至ってないところがございます。まず一つ目の市道を、宇頭別号線の右折帯

設置についてでございますけれども、皆さまのご要望のとおり渋滞緩和にはこれが効果的

であろうと思います。そのため公安委員会や、道路管理者であります国土交通省名古屋国

道事務所との協議など、今、今後は検討を進めてまいる予定であります。ただ、道路の拡

幅につきましては、皆さんの貴重な財産でもあります用地のご協力ということもいただけ

ないと、なかなか、これ拡幅ということができませんので、今後、計画の位置などを相談

していただきますので、その際、またぜひ、ご協力のほうよろしくお願い申し上げます。

また、二つ目の国道 1 号線の右折矢印信号の追加でございますが、国道 1 号本線に右折す

る車がはみ出し、渋滞している状況というのは、これもよく分かりますけれども、また危

険もありますので、名古屋国道事務所と交差点形状につきまして、これも協議を進めなが
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ら、公安委員会のほうに要望してまいりたいと思います。なにせ、公安委員会のほうから

許可が出ないと、これ工事に掛かることができないわけでありますので、その点、どうぞ

ご理解いただきたいと思います。また、三つ目の要望であります新しい交差点であります

が、東側にあります鹿乗橋東交差点との間隔が短いことや、接続する市道も道路形状から、

信号の設置が、これなかなか一筋縄ではいかない難しさがあるわけであります。引き続き、

新設する場合の条件など、関係者ならびに公安委員会と協議を進めて、なんとか実現でき

るように努めてまいりたいとは考えております。岡崎市といたしましても、この地元の皆

さまがたのご意見をこれからもいただきまして、関係部と緊密に連携しながら、より多い

方策がないか、このことを検討してまいりますので、もし皆さまのほうからこうしたらで

きるんじゃないかというアイデアがあったら、ぜひ、それをまた担当のほうにお知らせい

ただきたいと思います。それも合わせて今後、検討していきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

それから、コミュニティーバスのことでございますけれども、岡崎市で地域構想を考え

る場合、通常、地域内の運航計画をしておりますけれども、ご提案のとおり、当地域は隣

の安城市や豊田市との関係も深く名鉄宇頭線も、安城市民が多く利用してることもありま

して、相互の生活圏となっておるわけであります。市民生活には地域の枠を超えた移動ニ

ーズがあります。現在、本市では矢作地域のバス交通の実態を理解していただきまして、

今後のあり方について、皆さんと一緒に考えていただこう、地域の総代さんをはじめ、役

員の皆さまにご説明させていただいてるところでございます。矢作地域のバス路線のあり

方につきましては、既存のバス路線の再編や、地域内のコミュニティーバスの導入検討に

限らず、地域の特性をよく踏まえまして、より広域的に捉えて、生活実態に合わせた方策

を考えるべきだというふうに考えております。先ほどご指摘のありました安城市のあんく

るバスでございますけれども、これは矢作西学区の地境まで運行されておりまして、安城

市民だけじゃなくて、岡崎の市民にとりましても、これは大変メリットのあるルートであ

りますので、宇頭への延伸など、岡崎市をまたぐルートとしても、これから実行できるよ

うに安城市には働きかけ、検討を進めていきたいと考えております。今、その方向で、指

示は出しておるところでございますので、すぐとはいくか分かりませんけど、そういう話

し合いに入るということで、これだけはご報告申し上げたいと思います。以上でございま

す。

司会 ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

市民Ｃ どうもありがとうございます。南北道路の都市計画化へ載せるということも、ぜ

ひ、お願いしたいと思います。それと安城バス、そういうバスの関係につきましては、な

んとか地域の人たちのためにも必ず実現するように、そういう形でお願いしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。
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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

に関するお意見を状態するお時間を設けたいと存じます。発言前に学区名とお名前をお願

いいたします。それではご意見のある方、挙手のほうをお願いいたします。

市民Ｄ 富永町のスズキと申します。今の、ちょっと関連した質問ですが、暮戸から、名

鉄またいで、暮戸と 1 号線ありますが、下のほうにくる道がありますね。あそこが、たま

たま、昨日私が自転車で橋目のほう行ったんですが、朝に。非常に霧が濃くて、霧があっ

て、ものすごい渋滞しとるんですね。それで、あれは、1号線またいで陸橋とかいうことは、

ここで言うのは間違いですか。こういう要望書。

市長 陸橋ってどういうこと。

市民Ｄ 陸橋作ること、うんぬんという要望出しては間違いですかね。ここで。

市長 それは自転車の・・・。

市民Ｄ 車。

市長 車の立体交差・・・。

市民Ｄ そうそうそう。昨日、ものすごい渋滞しましたもんで。それで、そういうことを

言っちゃ場違いですか。

－－ いやいや・・・。

市民Ｄ 相当、1年に何回ですが、相当、渋滞しますもんで、できたら 1 号線も陸橋かなん

かまたいで、経由するといいんじゃないかなあと思って、昨日、しみじみあそこ通って、

渋滞、目の当たりにして、そう思いましたもんで。できたら、できたら。万が一。

市長 具体的なご要望でございますので、担当部局のほうから答えさせますね。

土木建設部長 土木建設部長の清水です。よろしくお願いいたします。ただ今、暮戸の陸

橋をまたいで、国道 1 号線も超えていくという話でございますけども、当時、道路ネット

ワークとして、自動車の方向、どこへ行くかっていうようなことを考えますと、どうして

も国道 1 号線下りていく通行量が多いかと思います。従いまして、まず、その中で、どち
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らかと言いますと、大きなお話になりますので、お話を承りまして、またじっくりとご要

望をいただきながら検討してまいりたいと思います。

司会 ありがとうございました。はい。奥の、一番奥のはい。

市民Ｅ 3点お願いしたいと思います。市長が観光産業推進したいということに対して、私

も大賛成であります。この間、本多忠次邸を見せていただきました。素晴らしい機会とか

ありまして、中の建物も素晴らしいものを、東公園に充実したなということで、鑑賞した

わけでありますが。東公園には動物園もありますし、それから志賀重昂の敷居もあります

し、本多光太郎の資料館もあるというようなところで。そしてショウブが咲き、サクラが

咲き、モミジがという、素晴らしい、僕は公園だというふうに思うんですけれども。観光

バスが、あそこには入れないということを聞きました。どうして観光バスを入れないのか。

観光バスを入れなければ、子どもたちが、幼稚園や子どもたちが遠足しようと思ったって

来れません。そういうことを、どうして検討ができないのかなということを、私は前、教

員もやっておりましたので、痛切に感じました。なんとかそれは、工夫をしていただいて、

観光バスが導入できるようになれば、動物園やいろんなものを子どもが見ながら、あの施

設が十分生かされるんじゃないかと。素晴らしい、僕は東公園だと思いますので、新しい

ものを作らなくても、現在の施設を使いながら、やっぱりそういう観光を、子どもたちが

やっぱり動くということは、すごく大きな影響が出ると思いますので、お願いしたいと思

います。本多忠次邸の素晴らしさも、子どもたちにぜひ、体験してもらいたいなというこ

とを感じて一つ提案します。

二つ目は岡崎美術博物館へ、この前、展示がありましたので行きました。私は、ちょっ

と身体障害者で、身体障害者手帳を持ってるわけでありますけれども、身体障害者のマー

クの書いてある駐車場に車を止めてから、会館へ入る前に、すごい長い距離歩かなければ

入れない。そして、素晴らしい施設でありながら、閑古鳥が鳴いてるように人が居ない。

レストランもガラガラである。素晴らしいレストランがありながら、岡崎で三つの頼んで

あるレストランがあるんだそうですけども、どこももうかっていないというようなことを

この間、ちょっと言われておりましたけども。あれでは、やはり私が歩いて行って入って

も、これはとてもじゃないが、身体障害者の駐車場に止めたんですけども、大変です。中

に、僕は止める場所あると思うんですね。身体障害者の人たちが止めるぐらいの駐車場は 3

台や 5 台ぐらいのものはあるんですが、止めれる場所にしてない。車止めで入れない。そ

こら辺りはどう考えているかということ。それから三つ目、矢作に住んでおりますので、

矢作橋のたもとに矢作の像が復元されました。これは市会議員の田口さんがどえらい努力

をしとるということを聞いておりますけれども、これからの出会いの像のところの復元を

含めて、どういう開発を、どの辺りを公園化するのかちょっとお聞きしたいと思いまして、

三つお願いしたいと思います。以上。
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司会 ありがとうございます・・・。

市長 東公園の駐車場についてですけど、おっしゃるとおりです。僕も、どうしてバスが

止めれんのかなということを、まず市長になりましたときに思いまして。それから駐車場

の数自体も、今、十分でないと思います。それから東公園につきましては、動物園の問題、

それから他の問題につきましても、これからリニューアルをしていかなければならない課

題がいくつもございまして、今、これ外部で検討中でございます。ただ、これきょう、こ

こで申し上げることができないというのは、まだ部内でも最終結論が出ておりませんのが

一つと、議会のほうにも説明がされておりませんので、そういう問題、ここで話してるわ

けにはまいりませんので、ちょっと言いませんけども、今、一生懸命、その対策、いろい

ろ考えておりますので、ご期待いただきたいというふうに思います。それから美術館の駐

車場はちょっと、僕、分からないんですけども。

市民Ｅ 博物館のほうですよ。美術博物館のほう。

市長 美術博物館。はい。

市民Ｅ 素晴らしい建物ができて、景観も良くて、レストランからも見ると素晴らしい景

観だと思うんですが・・・。

市長 はい。今・・・。

市民Ｅ 全然、今、お客さんが居ない。

市長 駐車場のこと。それでは、担当に答えさせます。

文化芸術部長 文化芸術部長の木全と申します。よろしくお願いします。美術博物館につ

きましては、おっしゃられるとおり、中央総合公園の中ということもございまして、あそ

この場所が来られた人たちが歩かれる場所ということもございまして、少し駐車場から遠

くなっております。そうですね。30メートルから 50 メートルぐらいあるんですかね。止め

る場所につきましては、どういうふうなことができるかは一度、検討させていただくとい

うふうに思っております。また、レストランでございますけれども、これは、昨年の暮れ

にちょっと新聞にも出ましたんですが、経営しておりました業者のほうが、現在、破産を

されたということで、今、閉まっております。今後、どういった形で再開をしていくか、

現在、検討しておりますので、またおっしゃられたように魅力ある店舗を入れていくよう
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なことを考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

市長 それからもう一つ、出会いの像の修復整備につきましては、直接担当しております

都市整備部長のほうから説明させます。

都市整備部長 都市整備部長の大竹でございます。出会いの像の関係でございます。やは

り、場所の、架け替えということで、しばらく移設をしておったわけでございますが、出

会いの像は、新しい橋のところにということで、戻したわけですが。今後につきましては、

その周辺の周景的なもの、植栽とか、それは対応していくと。あと、区域的に河川の区域

ということでございますので、直接の管轄であります国土交通省のほうと協議をしながら、

今後、比較的、そのスペース、のり面だとか、そういったことも何らかの形で、公園、丸々

公園という位置づけはないかもしれませんが、公園ふうな形で、整備は検討していきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

市民Ｅ 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、じゃあ、引き続きまして、その前の。

市民Ｆ 先ほど、総代のほうから交通渋滞の話、それからコミュニティーバスの話があり

ました。重ねてお願いをしたいなと思いますけれども。それから他にも、ごく生活に直接

関するようなお話で恐縮ですけども、ぜひ、市長さんにもお聞きをいただいて、できるだ

け早く、いろんなことを対応していただきたいな、そんなふうにちょっと考えとるもんで

すから、2、3 点お願いをさせていただきたいと思います。まず 1 点目ですが、放置自動車

っていうんですかね。中にどうも人が住んでおるようですが、昼間は居ないと。タイヤは

パンクしたままと。そういう自動車が半年ぐらい小さな公園のそばに置きっぱなしです。

警察やら、市の方やらにお願いをして、なんとか早く、どうするのか。移動させてほしい

なということをお願いしとるわけですが、まだ、半年たっても動かないと。警察が担当し

ていただけるのか、市のほうで担当していただけるのか、ちょっと分かりませんけども。

先日、ちょうど回っとる途中に、市の方が、その車の前に、1 月 29 日に、どうのこうのと

いうような張り紙をしていかれましたけども、次の日には、ちゃんと張り紙が取ってあり

ました。そんなような感じですので、全然、移動ができない。あれをもし、岡崎公園だと

か、市役所の駐車場にああいうまま止めておったら、半年置いておくのかなあと。うちの

ほうの小さな公園だから放かっておるんじゃないかなと、ちょっと僻み根性で、そんなこ

とも思います。できるだけ早く、子どもの通学路にもなっておりますし、移動というか、

なんとかの処置がお願いしたいなということを思います。

それから二つ目、やることが遅いということの一つの表れかなと思いますが。夏に、宇
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頭公園という公園があります。大変、ありがたく、皆さん利用してもらっとるわけですが。

その公園の滑り台が 1 機ちょっと壊れたということで、今、建てていただくようにお願い

をしたのが、もうオッケー取ったのが 7 月ぐらいですかね。でやっと、今、半年なって工

事が始まったと。そんなに時間がかかるものなのかなと。もう少し早く対応していただけ

ないものなのかなと、そんなふうに思っております。ただ、12月 30 日に、その公園内にバ

イクが壊して放置してありました。それを、公園緑地課の方ですかね。お電話したら、休

みにも関わらず、その日のうちに、ちゃんと取りに来ていただいて、きれいにしていただ

きました。これには、感動をいたしました。その日のうちにやっていただいたということ

で、大変ありがたく思っております。お礼を申し上げたい。

それから、最後にもう 1 点、ごみの問題です。可燃ごみ、不燃ごみ、それから 3 分別や

っております。3分別というのが、どれだけ必要なのか。手間ばっかりかかって、住民のほ

うも、係のほうも、半ばけんか腰になっちゃうんじゃないかな。住民感情あんまり良くな

らないんじゃないかなと、私自身思っております。もう少し町のほうで、方法も考えてい

きたいなということを思っておりますけども、いちいち、ごみを紙とプラスチックとペッ

トボトル。ペットボトルはよく分かるんですが、紙の分別がひもが付いておったり、今の

いろんな製品が出てくると、紙の中にプラスチックが入っておったり、紙にひもが付いて

おったり、それもはずさにゃいかんと。なかなか難しいなと。こちらで、もうちょっと周

知をして、全部可燃ごみで出してくれというふうに徹底できればいいんですが、なかなか

できないし、それをいちいち、今、うちのほうでは、担当の人に家に持って帰ってくれと。

よその家のごみを家に持って帰って、次、可燃ごみのときに出すと。そんな方法もちょっ

と採らしてもらっとるわけですが。そんなよその家のごみを、家まで持って行くっていう

のが、ちょっといくらなんでも気の毒だなあと。そういう意味で、本当の意味のリサイク

ルがきちんとできてるのかどうか。全部燃やせるものなら、燃やしちゃったほうがいいん

ではないかなと、そんなふうにも考えますので、その辺、ちょっと 3 点、お願いできたら

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。

市長 具体的で個別の問題でございますので、担当のほうから後で答えさせていただきま

すけども、矢作にまいりますと、私も県会議員のときから、道路の問題、下水道の問題、

それから公園整備が遅れておるということ、これいつ行きましても、ずっと言われて続け

ておった問題でございまして、このことは決して今も忘れておりません。すぐというわけ

にはまいりませんけども、必ずこういった問題、順次解決してまいりますので、どうかご

理解いただきたいと思います。それから先ほどのバスの問題につきましても、矢作の場合

は、ただ単に、バスの路線を考えるだけではなくて、バスが通れる道路を作っていかない

と、バスが通れないという問題もございまして。この辺も、問題が難しくなっている理由
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の一つでございます。それでさっき一つ言い忘れましたけども、最近、藤川のほうで、地

域の皆さまがたのご協力を得まして、特に退職されてお時間のある方がご協力いただきま

して、安いミニバスを借りてきて、それを使って週に 1 回、月に 2 回というような形で、

特にご年配の方、一人暮らしの方を対象に周遊して、ショッピングに行ったり、地域を回

るというような、そこは決められた日にちと時間だけでございますけれど、そういったも

のも、今、実用化してるわけでございますので。岡崎市ができないことを、地元に押し付

けるというわけじゃなくて、そういったことも方法としてはありますので、一つ、もしで

きる、うちにもできるぞということがあれば、そんなこともちょっと頭に置いていただき

たいと思います。それでは今言っていただきました個別の問題につきまして、まずは環境、

お願いします。

環境部長 こんばんは。環境部長の加藤でございます。私からは 2 点、まず放置自動車。

こちらに関しましては、おっしゃるとおり昨年の 10 月以前からお話はお伺いをしておりま

す。先ほど、お話をいただきましたように、当市の職員のほうが、担当の職員のほうが、

張り紙を、もうすでに数回行って勧告をしております。ただ、今、おっしゃったように持

ち主が、時々どうも、出入りしているようだということで、持ち主のほうもはっきりして

おりますので、持ち主が本当は、自主的に早く撤去をしていただけるように市のほうもお

話をしておるわけですが、なかなかやはり、放置自動車という全く持ち主が居ない場合で

すと、その選定委員会がございますので、選定委員会にかけまして判断をして取って、撤

去するということが可能なのですが、持ち主の方が時々でも出入りをしているということ

になりますと、やはり所有権の問題が発生しますので、なかなか時間がかかってるという

ことで、大変申し訳ございません。また、市のほうに関係部局とも、至急に検討させてい

ただきまして、早く対応ができるように務めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いをしたいと思います。

それからごみの問題に関しましては、ステーションを含めまして、きょうお見えの皆さ

んにも、大変、日ごろからお世話になっているところでございます。おっしゃるとおり、3

分別を現在、行っていただいているわけですが、3分別以外にも可燃、不燃、いろいろござ

います。岡崎市も以前から、この 3 分別も含めて、市内皆さんにお願いをさせていただき

まして、やっと地域の皆さんに理解をいただいて、3分別もかなり徹底がしてきたとは考え

ておりますが。やはり地域差があることは確かだと思っております。きょうの役員さん、

それから担当の方が、ごみの日に出ていただいて、ご苦労を掛けていることも承知をして

おりますが、やはりなかなか、新しい焼却施設もできましたが、すべて燃やしてしまえば

いいというわけには、なかなかいかないものですから、この 3 分別につきましても、今後

も皆さまのご協力をいただきまして、ぜひ進めてまいりたいと思っておりますので、今後

もご協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
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都市整備部長 都市整備部長でございます。先ほどの宇頭公園の件でございます。岡崎市

の対応としては、基本的にバイクを片付けたように、なるべく早くということは心掛けて

おります。ただ、滑り台の故障ということで、突然の故障ということでございます。市の

システムといたしましては、私のほうは管理費として持っている。そこは宇頭公園の滑り

台の壊れるのが予想つかない中で、壊れたという話をお聞きしまして、それから全体の中

で、すでにもう聞いてるものとか、そういう順番、優先順位等も考えていきます。それと

滑り台自体の部品的なもの、製品的なものに、発注してすぐにできるかということもござ

います。そういった製造までの期間だとか、それがどういったところなのかっていうのも

あります。システムとしては、やはり設計書を作成して、入札と。それから業者を選定し

まして、工事ということになるもんですから、そこでちょっと手間を取ったのかなという

ふうには思っておりますが、今後につきましては、先ほどのバイクというようなこと。あ

れは直営でできるもんですから、すぐにということなんですが。速やかにということは、

心掛けてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

司会－ それでは他にございますでしょうか。

市民Ｇ 矢作西学区の方がお二人、コミュニティバスのことを言われまして、私もそのこ

とでお願いしたくって、今日ここに来たんですね。私、大和町なんですけど、最近、今の

ところ車が乗れるんですが、視力が落ちてきまして、数年前から。いつまで車に乗れるの

かなって、本当に心配をしています。ぜひ、矢作西学区だけじゃなくて、他の地域、矢作

地域全体も、やっぱり友だちの中には「あなたのところは、まだバスが走ってるけど、私

の地域には全然走ってないから、親戚とか、子どもとか、隣近所の助けがなかったら、今

でも陸の孤島だよ」って言った人が居ます。周りの年寄りたちが、私ももう年寄りですけ

ども。本当にせめてりぶらっていうところに、一人自分の力で行ってみたいとか、買い物

に行っても帰りのバスがないから、それでは結局行けないとか。病院にタクシーで行って

るとか、いろんな声が、私の周りからも入ってきます。この状態では、本当に、素晴らし

いものを施設として作っても、それを利用できる人が限られてしまう。再来年が 100 周年、

市制 100 周年だということで、ぜひ市民の足の確保と言いますか、そういうものを、ぜひ

考えていただきたいと思います。なんか、先ほど市長さんがうれしい言葉を、答弁をして

みえましたので、期待をして喜んで、この場で聞いておりましたが、ぜひ、具体的に進め

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

市長 コミュニティバスのことにつきましては、市内どこにいっても、その話が出てきま

す。それを聞くたびに、高齢化社会の実態ということを、私ども認識してるわけでござい

ます。特に、矢作地区はさっき申し上げましたように、一応、名鉄のバスの路線というの

はあるんですけども、大型バスが通れる場所っていうのが、道幅の問題で限られておりま
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して、必ずしも、皆さまの要望の多いところを通っておるばかりじゃないです。そう、じ

ゃあ、村に入れるかというと、これもまた道路改良しないと入れないということがござい

ますので、それの解決策として、先ほど申し上げましたようなこと、本宿では小型のミニ

バスを借りて、それに対して地元の方が運営していただくことに対して、市のほうから補

助をしてやっていくということが、今、始まったところでございます。これからそれが定

着するかどうか、まだ分かりませんけれども、そういうやり方も一つの方策として、今言

われたルートに考えるかなあということを思っております。

それから、コミュニティバスのルートも、これも走っていても、必ずしもそれが有効的

なところを走ってるかどうかという問題もございます。実際、要望があって走らせてみた

ら、乗る人が極めて少なかったというところも、たくさんございますので、本当に効果的

なところというところを、場所を、地元の皆さんの声を聞いて、路線設計というのをきち

んとやらないと、走らせておるけれども空気を運ぶだけというので、こういうことになり

ますので、しっかりその辺、これからまた検討していきたいと思います。担当部局、なん

か答えることありますか。

都市整備部長 都市整備部長の大竹でございます。今、市長さんお答えもいただきました

けども、私のほうもこの矢作地区に関しましては、来年度にかけて、そういった検討を進

めてまいりますので、またいろいろ議会の中で、私も答弁させていただいてるわけですが、

なるべく細かい単位で、皆さまのところに説明にあがって、意見をお聞きするというよう

なことを考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

司会 はい、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。じゃあ、どう

ぞ。

市民Ｈ すいません。前々からちょっと考えておったことです、これは矢作町だけじゃな

くて、岡崎市の要は。われわれの、今、毎日の生活でやってる電気のことですが、今、原

発の問題で、原発がいいか悪いかという部分で、それなら一番安いと言われておるのが原

発じゃないかな。事故があると、莫大な今、いう感じで、一番高いお金が原発に出ると思

います。火力発電のほうも、実は、今、CO2 とか地球温暖化に非常に問題があるわけです。

私が今、提案させてもらうのは太陽光発電ですが、太陽光パネルを、岡崎市で一般の家庭

で付けたらどうだろう。今後、どのようにして考えていくかっていうことを知りたい。っ

ていうのは、私、個人的なことで申し訳ないですが、2 年前にうちにも太陽光パネルを付け

たわけです。年金生活でなんとか、金をギリギリに出したんですが。実際に、やってみま

すと、発電量と消費量のバランスで見ると、ほとんどトントンぐらいで。特に 5 月なんか

は発電のほうがずっと多くて、1年たってみて、やってみますと、ほとんどお金が出ないで

済んでしまうという現状が。私のうちは、パナソニックで、ちょうど作ったときには、一
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番南側で、非常に効率が一番いいですよというふうでやったんですが、実際に本当に良く

て。このまま、なんか 10年間保証してくれるということであります。から、岡崎市のほう

からも、補助が出た。10 年間ほとんど、だからお金がゼロで済んでしまうというような感

じで今。今後、岡崎市の、市長さんが先ほど、少しでも岡崎市の財源を確保したいと言わ

れて、そしたら、市のほうで、こういうものが、どんどん確保できれば、市の 10 年、20年

先には潤いが出てくるんじゃないかと思うんですが、その点、お願いします。

司会 ありがとうございます。

市長 ありがとうございました。ただ今ご指摘いただいたような自然のエネルギーの活用

ということは、毎回、各党から出てくる問題でございます。それで岡崎市のほうも太陽光

発電の補助事業というのも、これまでも毎年やってるわけございますけども。今、ご指摘

いただいた希望者の数が、全員あるのかどうかというの、ちょっとこの辺、疑問でありま

すので、またこの辺、努力はしたいというふうに思っております。ただ、太陽光発電、そ

れじゃ万能かというと、これは今、岡崎市は学校とか、大きな施設に、先進的に、先に、

太陽光発電を使って活用していこうという方向でやっておるんですけども。太陽光発電、

その機械によりまして、耐用年数というものがありまして、それで、作るときにも随分、

お金が掛かりまして、回収するのに時間がかかって、回収したころにもう、機械が古くな

っちゃってる、そういうようなこともありまして、一般の方がなかなか踏み切られない方

もまだ、今現在では多いわけであります。ですけれども、今後の日本の歩む道ということ

を考えたときに、自然エネルギーを活用していくということは、私は重要な方策の一つだ

と思いますので、今すぐ、すべてのご希望の方にお答えできるようになるような形になる

とは思っておりませんけれども、そのことも十分、考慮していきたいと思っておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。具体的な問題について・・・。

環境部長 環境部長の加藤でございます。今、市長さんのほうからもお答えをいただきま

したが、市の補助を利用していただきまして付けていただいたということで、大変ありが

たく思っております。本年度も 1200 件の補助の用意をしておりまして、もうすでにほとん

どが、満杯ということ。それから、昨年度、24 年度におきましても、やはり 1200 件を用意

しまして、そちらのほうもすぐにいっぱいになってしまったということで、大変、時節が

ら、太陽光パネルのご利用が一般家庭の方でも増えてきたということで、市のほうの補助

につきましては、キロ当たり 2万円。最高 4 キロ。8万円まで補助のほうをしておりますの

で、ぜひ、まだ付けてお見えにならないという方がお見えになりましたら、ぜひ、今後、

またご検討いただきたいと思います。やはり新築をされる場合は、ほとんどの方が、今、

検討をしていただくようになっております。それから住宅メーカーのほうも、家をつくる

上で、はなから、太陽光パネルを組み込んだような住宅の販売を行ってると聞いておりま
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す。なかなか、やはり、家が古くなってまいりますと、どうしても屋根のほうがもろくな

りますので、パネルを載せるというのも難しいかと思いますが、今後、ぜひうちもという

お考えの方がお見えになりましたら、また市の、岡崎市役所の環境部の環境総務課のほう

が取り扱っておりますので、またご相談をいただければと思います。よろしくお願いをい

たします。

司会 ただ今、終了予定時刻を過ぎておりますが、せっかくの機会ですので、もう少しお

時間をいただきたいと思いますが、少々、時間を延長することに皆さま、ご了解をいただ

けますでしょうか。よろしいですか。それでは、あと 1人ぐらいは。

市長 時間がきておりますので、皆さん、全員にご質問いただけないかもしれませんけど

も、会が終わった後も、私残っておりますので、どうしてもこれだけは市長に言いたいと

いうことがありましたら、全部、お聞きしますので、個別でいい方は、また後にしてくだ

さい。

市民Ｉ 私たち、町内会で 13 年前から年 2 回、矢作川の堤防を掃除している。当初は、8

月の花火の時に矢作川は場所がいいから見に来る、河原に座る、その後が非常に汚くなっ

てるということで、初めはスタートしたわけであります。それから途中で、それを一つに

組み込もうということで、話をしようと声を掛けてから、だいぶ減りましたが。それがス

タートで年 2 回、ごみ拾いしております。矢作川っていうのは、私も矢作川で生まれて産

湯で育ってきたわけなんですけど、60 年以上前は非常にきれいで、河原に草はもちろん、

木も生えてない状態であった。現在は、ご覧のとおり、市長も矢作をきれいにしようとい

うことで、ご覧いただくと分かりますように、堤防から見ると、河川の中に、随分、木が

生えてますので、増水すると、そこに随分、ごみが引っかかると。いまだにそういう状態

になっており、そういったものを切ってしまう。10 年前に 1 回やってもらった。切っただ

けでは、大体、柳類が多いから、畝がまた付いてるから、また出てくるという状態。根こ

そぎやってもらうということでもいいんですが、非常に汚いということで、電車から見て

も、堤防から見ても、非常に汚い状態が見えますから、一応、ご覧いただきたいと思いま

す。

もう一つ、遊歩道っていうのがありますね。それが矢作橋の前までで、あと下のほうに

名鉄のガード以降、一部切れて、なってる状態で。あっこを散歩すると、キジはもちろん、

キジも降り、ホオジロドリもよお飛び回って、非常にいいわけなんですけども、歩こうと

しても切れてるということですから、矢作橋の工事が終わってから、下のほううんぬんっ

て聞いてましたが、いっこう進んでおりませんもんで、いつそれができるのか。この二つ

をお聞きしたいと思いまして。
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司会 ありがとうございます。それではよろしくお願いします。

市長 まず河川美化に、大変ご協力をいただいてることを知りまして、感謝申し上げます。

川につきましては、僕が県会議員になったころはまだ、おっしゃるとおり、年 2 回は必ず、

公共で河川敷の草取りをやってましたし、それから今のように森のようになってしまって

るということはなかったわけでございます。ただ、これが今から 15 年、20 年ぐらい前から、

川というのがいかにあるべきかという考え方が、少し変わってまいりまして、当時、西ド

イツで始まった多自然型河川の整備というのがありまして、これはどういうことかと言う

と、川を、本来、川が持っている自然の景観を十分に生かしながら、維持していくと、こ

ういうものがあったんですけども、そのせいかどうか分かりませんけれども、そのころか

ら、今おっしゃられたような矢作川、矢作橋を渡ってみますと、矢作橋のあっちこっちに、

木が生えている状況が出てきた、そんな記憶をしております。しかし、昨今のこの異常気

象の中で、あちこちで水害というのが起きておりますので、当然、国も県も市も、そのこ

とを今、再認識しておりまして、順次、河川のそうした樹木の伐採、そういったものに今、

進んでおります。ただ、問題はここでもう一つ出てきております。と言いますのは、河川

にそういった緑地帯ができたことによって、自然の動物だとか、と鳥類がそこで繁殖する

ようになった。そういった動物だとか鳥を保護せにゃいかんと。だから草刈りは、木を伐

採するというと、そういう団体の人たちが反対運動を起こしてくるという、こういうこと

が時の流れとして、今、起きてるわけでございます。とは言ってもやっぱり、行政の一番

大事なことは、住民の安心安全を守ることでございますから、これからも今、おっしゃら

れたことについて、十二分に心掛けてやらせていただきたいと思っております。

それから、先ほども申し上げましたとおり、岡崎の街づくりの中で、川を持つリバーフ

ロントの河川空間というのを生かしていくというのは、これからもう、景観にとってもそ

うですし、市民の皆さんに川の空間を楽しんでいただく、このためにも本当に重要な、私、

テーマであると思っておりますので、今、まだ完成してない河川のサイクリングロードだ

とか、遊歩道、これはもちろん、今、何にもやる予定がないわけじゃなくて、計画はあり

ますけれども、諸般の事情によって、いっぺんにできない部分もございます。つぎはぎの

とこもございますけども、これは順番にやらせていただきます。そして、先ほども申し上

げましたように、それだけではなくて、特に矢作川の場合は、河川敷が広うございますの

で、その河川敷を使って、広場はもちろん、各種運動ができるようなそういった設備も整

えていきたい、こういうふうに考えておるわけでございますので、ちょっとご理解いただ

きたいと思います。それからいつごろできるかということでございますので、そっちのほ

うは担当部局のほうに答えさせます。

土木建設部長 土木建設部長清水です。よろしくお願いします。今まで、矢作川の新橋の

設置、またそれから旧橋の撤去ということと、それから都市管理事業で行っております湛
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水防除事業の関係で、その 2 区間が整備が歯抜けと言いますかね、修復やられてないとこ

ろありましたけども。ただ今、ちょっと具体的には工程等をちょっと把握、すいません、

してませんので。また、後で、連絡先を申し訳ないですけど教えていただきまして、その

上で、またあらためてご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

司会 ありがとうございました。まだまだ、ご意見も尽きないようですが、お時間もまい

りましたので、最後に内田市長のほうからごあいさつお願いいたします。

市長 今日は、夜遅くまで地元の皆さまがた、多数、ご参集いただきまして、本当にあり

がとうございました。きょう、皆さまがたからいただいたご質問に、私たちが的確に答え

れなかったことも、きょうあると思います。しかし、きょうは現実に、私たちがこちらに

まいりまして、市の幹部、担当責任者がここにそろえておりますので、そういった者が、

きょうは直接皆さまがたから、そういった意見をお聞きいたしまして、私たちがちゃんと

認識したということが、一番重要ではないかと思っております。予算の関係、法律の関係

などがございまして、明日、明後日ですぐできるというものばかりではないと思いますけ

れども、今、認識いたしましたので、これから、なるべく早くそれが実現するように努力

をさせていただきますので、どうぞ、ご理解いただきたいと思います。それから、先ほど

も申し上げましたけれども、きょうは矢作地区の方が最優先で、矢作地区のお話をお伺い

するという機会でございましたけれども、もし、またきょう、この席でお見えの方の中で、

個別でこれだけはどうしても言っておきたいという方が、おありになる方がありましたら、

私は残っておりますので、会が終わってから、ぜひ、またこちらにおいでくだされば、お

聞かせいただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。きょうは、本当に遅くま

で、どうもありがとうございました。皆さまがたの、こうした熱意をこれからの岡崎の街

づくりにしっかりと生かしていきたいと思いますので、これからもご協力のほど、よろし

くお願い申し上げましてごあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございました。

(了)


