
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年２月１３日（木）午後７時

場所：矢作北学区市民ホーム
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市長 皆様、こんばんは。市長の内田でございます。本日は市民対話集会に、満堂の皆様

方にご参集いただきまして、本当にありがとうございます。また日頃から、本市の市政運

営に関しまして、格別なご理解、ご協力を賜っているわけでございまして、この場をお借

りしてあらためてお礼を申し上げる次第でございます。

まず初めに、昨年 2 月から、この矢作地域を中心と致しまして発生しました連続不審火

でございますが、ようやく 9 月に犯人を逮捕することができました。これは総代様や、消

防団を始めとしまして、地域の皆様方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、昨年の 11 月には、総代会ならびに消防団に対しまして、感謝

状も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様方には心か

ら感謝を申し上げますとともに、被害に遭われた方には、心からお見舞いを申し上げる次

第でございます。

またこの地域に参りました上は、もう一つ触れておかなくてはならない案件がございま

す。それは言うまでもなく、この道路を隔たった向こう側にあります、矢作北小学校の校

舎の増築問題でございます。この問題を私が初めて耳に致しましたのは、市長就任前、一

昨年の夏のことでありました。地元の懸案の課題であるということで、市長就任後も何度

も地域の代表の皆様方がお越しいただきまして、地元の皆様の強い熱意を感じているとこ

ろでございます。一方、用地の取得に向けましては、いくつかの問題をクリアすることも

必要であるというふうに聞いておるわけであります。私もこの事業につきましては、お地

元の市議の先生方ともども、積極的に取り組みたいと思ってるところでございまして、現

在担当課におきまして、課題の整理を行っているところであります。最終的な結論と致し

ましては、もう少しお時間をいただきたいということでありますので、よろしくお願い申

し上げるものであります。

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

したわけであります。選挙の際に、市民の皆様方とお約束しました公約につきましては、

優先順位にも悩みながら、準備の整ったものから順番に今日まで手掛けてきたところでご

ざいます。その中でも私学助成の拡充や、医師会から大変強い要望のございました、予防

医学の見地に立ったワクチン接種に対する補助につきましては、早々に実施致すことがで

きました。また昨年の 4 月には、これも選挙の公約でございましたけども、民間活力を活

用した岡崎活性化本部というものを立ち上げまして、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だとか経験、さらには幅広い人脈や企業とのつながりを生かし

まして、アイデアに富んだ街おこしを行政と連携して推進させていただいているところで

ございます。またこうして市民の皆様の声をお聞きするための市民対話集会につきまして

も、昨年の 7 月からスタート致しまして、本日が第 10 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。なお

今年中には、市内全ての学校を回りまして、市民の皆様からの声を聞かせていただく予定

であります。本日も多くの皆様から忌憚のないご意見をいただきまして、実り多い会に致
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したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。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」と題しましての、各種団体や中学校などへの、

私自身が出向いてのこういう会も、昨年 1 年間で、30 回以上行っているところでございま

す。私の目指す市の将来像につきましては、お話をさせていただいてきたところでござい

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あります。しかし、新たな事業を行って

いくためには、当然それなりの新しい財源が必要となるわけでありまして、財源の確保に

は、現在の税収の中で、既存の事業を見直しするだけではなくて、それでは限界がござい

ますので、より発展性のある事業を進めるために税収アップを図っているところでござい

ます。

今更申し上げるまでもありませんが、この岡崎の豊かさの基盤というのはものづくりに

あるわけであります。機械産業、自動車を中心としたものづくりにあるわけですけれども、

そういうものに対しましては、今後もしっかりと力を注いでいくわけでありますが、さら

なる活性化を図るためには、岡崎独自の持っている歴史的な文化遺産を中心とした観光産

業というものを、岡崎を支えるための新しい柱として育て上げていきたいと、このように

考えておるところでございます。具体的には、岡崎城や松平家・徳川家の菩提寺でもあり

ます大樹寺、さらには矢作地域にあります浄瑠璃姫の伝説だとか、国の史跡にも指定され

ておりますお地元の、北野廃寺跡など、岡崎にしかないそうした宝を使って、それを生か

した街づくりというものを推進していきたい。このように考えておるわけであります。さ

らに岡崎には国の重要文化財に指定された建造物が、名古屋よりも多い 13 もあるわけです。

また京都よりも神社・仏閣が多いわけであります。これは私どもも同じぐらいあると思っ

てたんですけども、京都に行った折にバスガイドさんと話をしたら、いや、岡崎のほうが

多いですということを言われて驚いたわけですけども。私たち自身がそういった価値とい

うものを十分認識しておりませんで。これまで十分な活用がなされてきたとは言えないわ

けであります。まずはこれら岡崎が持つ素晴らしい宝の本来の価値をわれわれが見直して、

改めてそ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というのは、そういった歴史的なものだけではなくて、

今、岡崎はジャズの街ということを言われてるわけですけども、そうしたジャズだとか、

岡崎まぜめん。そういった食べ物。さらには葵武将隊だとかオカザえもんだとか、新しい

要素も加えて、総体として岡崎を売り出してまいりたい、こんなふうに考えておるわけで

ございます。

そしてその鍵となりますのが、選挙公約として私が打ち出しましたツインブリッジを中

心とした水辺空間、すなわちリバーフロント計画であるわけです。名鉄電車で県議のとき、

名古屋から岡崎へ帰ってまいりますと、途中の風景というのが、ビル街や住宅街など、味

気ない風景がずっと続いとったわけでございますけれども、突然矢作まで来ますと、川が

見えてまいります。矢作川の流れ、そして乙川とともに、お城と川沿いの緑の水辺が現れ
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てくるわけですけども、それを見た瞬間、毎度、ああ、ようやく岡崎に帰ってきたなと、

ほっと落ち着く思いが致します。皆様方も同じような経験がおありのこととありますけれ

ども、殊に乙川とお城が作り出す空間というのは、よその地域では見られない岡崎独自の

景観でありまして、これが財産であるというふうに思っております。これら乙川と矢作川

は岡崎の街の中心部を縦横に貫いて流れる清流でもありまして、その豊かな水辺空間とい

うのは、岡崎の街づくり、あるいは市民の生活の価値の向上、さらには観光資源としての、

極めて大きな潜在的な価値を秘めていると思います。私も昨年の夏にカヌーに乗りまして、

伊賀川から乙川の頭首工のほうまで回る機会がありましたけれども、とてもこれが市街地

を流れる川沿いの風景とは思えない素晴らしい自然景観が広がっておりまして、今までこ

れが放っておかれたということがちょっと信じられないような気がしたわけであります。

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、その乙川や矢作川の水辺空

間を市民の生活に生かしていこうというものであります。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、欧米の都市にいきますと必ずあ

る、犬を遊ばせるためのドッグラン。さらには公園や運動場などを順次整備してまいりた

い、こういうものでございます。そして、乙川の水面ではカヌーの練習を行ったり、先ほ

ども映像が出ておりましたけれども、私が小学校の頃には乙川にはチドリとフカミという

2 軒の貸ボート屋さんがありまして、小学生の分際で友達と小遣いを出しあってボートに

乗ったりもしておりましたけども、そのような貸ボートというものもですね、ぜひ復活で

きないか。このように考えております。またツインブリッジ構想につきましてですが、市

街地の中心部に架かっている殿橋と明代橋という 2 本の橋は、いずれも設置後長い年月が

たっておりまして、最近老朽化が顕著であります。この二つの橋を岡崎市の新たなシンボ

ルとして整備していこう、こういうものであります。さらに乙川の周辺は、夜極めて暗く

なりますので、照明設備を施したい。そのことを考えております。乙川の周辺は明るくす

るだけでですね、街の雰囲気っていうのは、私はガラリと変わる、このように思っており

ます。このような施策は国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

の中央官庁の幹部の方にたびたび視察で訪れていただいておるところでございます。この

写真も国交省の課長さんたちがですね、おいでになりまして、乙川の様子を見ていってい

ただいたときのものでございます。この地区をご覧になった皆さんは、水辺空間の素晴ら

しさに大変驚かれまして、今、国のほうで、川街づくり推進事業という施策があるわけで

すけども、ぜひそれをうまく使って、この整備を進めていってほしいと、こんなコメント

もいただいてるところであります。

歴史上、中心地区が元気がなくて、発展した地域も国もないわけであります。これらの

施策を推進することは、決して中心市街地だけよくなればいいっていうことじゃありませ

ん。まず中心市街地を元気づけて、さらにその活気を市内全域に向けて広げていきたい。

このように考えておるわけであります。しかし実際に利用し、楽しんでいただくのは市民

の皆さんや、市外からのお客様でありますので、私や行政の担当者の考えだけで水辺空間
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の整備を進めていっても、必ずしもよいものができるというふうには思ってないわけであ

ります。このために乙川の水辺や橋梁をどのように整備していけばよいか、このことを活

性化本部と行政が連携して整備補修を検討することと致したわけです。私どもも議論の場

にはたびたび参加致しましたが、さまざまな分野の専門家による熱心な議論が行われてお

りました。さらにその方たちは直接現場にも足を運んでいただきまして、課題の洗い直し

も行っていただいておるわけでございます。ただ、去年の暮れから先月にかけまして実施

致しました、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、当初は 300 ぐらい

集まるかなと思っていたんですけども、私たちの予想をはるかに超えました 2500 点もの絵

や作文が、下は小学生から、上はプロの建設家までですね、たくさん集まりました。私も

実際にこれらの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、中には私自身なるほどと思わされる、そんな作品も多くあったのであります。本日

の朝刊でご案内だと思いますけれども、このような様々なアイデア、思いを踏まえて検討

が進められまして、昨日、今年度の成果が提言として活性化本部よりとりまとめられたと

ころであります。

この提言の大きなポイントを申し上げますと、まずは殿橋を含む橋の整備。それから私

が選挙のときから言っておりました、石造りの徳川四天王像の設置。それから先ほど申し

上げました乙川周辺のライトアップ。これが挙げられるわけであります。まず殿橋につき

ましては、老朽化が大変進んでおりまして、損傷が顕著に見られるわけですが、この殿橋

というのは同時に全国の土木学会からですね、近代土木遺産に指定してる代物でございま

して、昭和のデザインを後世に残す意義も大きいということから、建設当時のデザインを

忠実に再現しつつ、できるだけ速やかに安全対策を講じていかなくてはならない、こうい

うふうに言われております。そして殿橋と明代橋との間に、中央緑道との延長線に当たる

乙川でございますけれども、ここに新しい人道橋としての橋を建設することが望ましい。

このように結論をいただいたわけでございます。ツインブリッジ構想を発表した当初は、

なんで私が自分のラフスケッチを発表したかといいますと、要するにどういうことをやろ

うとしとるのか分からないという声をいただきましたので、例えばこういうものですよと

いうことで、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けど、そんなもの

も十分材料に入れて議論を行っていただきました結果、こうしたものが出されてきたわけ

でございます。またこの場所に新しい橋がかかることによりまして、それが人道橋という

ことでございますので、渡るだけではなくて、橋の上でのイベント等にも活用ができる場

面、私もこの提言というのはぜひ尊重してまいりたい、このように思っておるところでご

ざいます。ただ提言にも述べられておりますとおり、殿橋の老朽化は大変深刻な問題であ

りまして、いずれにしても早急な対応が求められておるわけでございます。この写真をご

覧になっていただいたら分かると思いますけど、これは私が車で走ってるとき気が付いて

写真を撮ってくれって言って、撮ってもらった写真なんですけど、車から見ても分かるほ

ど、はっきりした亀裂がですね、この殿橋に入ってるわけであります。殿橋は昭和 2 年の
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完成からすでに 80 年以上経過しておる橋でございまして、今こんなふうなダメージを受け

ておるわけですけども、それでも 1 日に 2 万台から 3 万台の車が往来しとるわけでござい

ます。まさに市の南北を結ぶ幹線道路となっているわけですけれども、この老朽化した橋

がですね、まさかのときということを本当に私は心配しておりまして、特に災害時の安全

性を懸念しておるわけであります。さらに殿橋はその構造がですね、橋脚が 11 本もあるわ

けでありまして、台風が降ったときに、上流から流れてきた木が、橋脚に引っ掛かりまし

て、市街地に洪水を引き起こす可能性まであるわけです。これは昨年の秋の台風の後に、

私が行きまして撮ってきた写真でございます。これは大部分、片付けかけてる、片付けて

も、まだこれだけ残ってるわけであります。潜水橋のところが森のように盛り上がってお

りました。殿橋が建設された当時の技術では、これはやむを得なかったと思うんですけれ

ども、現在の法律下ではですね、こういった橋を今から新しく作るということは、これは

許可され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、

この老朽化した橋の架け替えにつきましては、今から 2 代前の中根静夫市長の頃にすでに

出てい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、たびたび掛け替えなどの根本的な改修の実施

を要望してまいりましたけども、残念ながら今のところ、財政上の制約の問題や、殿橋が

土木学会の近代土木遺産に指定されていることを理由に、まだ具体的な回答をいただくま

でには至っていないわけでございます。この殿橋と明代橋は共に県道にかかる橋でござい

ますので、これをいじくるということはですね、県がその気になってやると言ってくれな

いと、やれないわけでございます。今回近代土木遺産としてのデザインを再現しつつ、速

やかな安全対策を講じるべきと提言していただいたわけでございますので、提言の内容も

しっかりと踏まえまして、改めて対応方針を県と協議してまいりたい、このように考えて

おるところでございます。

また、岡崎の石材と伝統の技術を生かした徳川四天王像を設置することが望ましい。岡

崎公園の周辺の主要道路の照明施設につきましては、早期に整備を図るということが必要

であるといったご提言もいただいております。この写真は、これはあくまでイメージでご

ざいます。このこういった形の像を作るとまだ決まったわけじゃないんですけど、このよ

うなものを岡崎の伝統産業である石工の技術を生かしてできたらなと思っておるわけでご

ざいます。こうした課題も私は以前から必要だと考えていたものばかりでございますので、

速やかにこれをしてまいりたい、このように考えております。

他にもご提言いただいた内容は多岐にわたっておりますので、行政が対応をもたれる事

項につきましては、どうすれば速やかに対応できるか、一生懸命活性化本部で引き続いて

ご検討いただく内容につきましては、必要な情報の提供やアドバイスを行うなどの支援を

岡崎市としても継続していきたいというふ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、市内に点在するさまざまな歴史的遺産、観光地

をですね、線としてつなぐことが不可欠であります。そのためにはテーマや季節に応じた
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ミニ観光ガイドマップを作成致しまして、ともにスマートフォン向けのご当地観光アプリ

を開発して、観光客や市民の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

るよう、情報を提供してまいりたいと思っております。私は市内にお客様が来ていただく

ことが必要だと思っておりますけども、車で来ていただいても通過されちゃったら、これ

は商店街のためにはなりません。やっぱり歩いて回っていただく方が増えることが、市街

地の活性化の鍵だというふうに思っております。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、四季を通じて岡崎に外から観光においでいただくことが重要だと思って

おります。

そこで私も選挙の公約でありますが、トップセールスということで、まぜめんの PR や岡

崎にウォーキングでお見えになった方々にですね、お出迎えをしたり、さらに東京で岡崎

の観光情報の発信など、自ら先頭に立って観光 PR を行ってきたところでございます。今後

も期間かなえば継続してこのような活動を行いまして、岡崎の魅力を市の内外に発信して

まいりたいと考えております。また今年度は、春の桜祭りや夏の花火大会、秋のジャズス

トリート市民祭りに加えまして、冬のイベントとして、家康公の生誕祭を開催致しました。

そして、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そうい

った資源を活用しまして、イベント開催をして市内への誘客を誘い、市民にも楽しんでい

ただける賑わいの街づくりを進めてきたところでございます。

一方、最近は観光に対するニーズというものも実に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っていうものが注目されているところであります。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もう一つの柱であります、ものづくり。観

光産業としての、ものづくりを観光資源として捉えまして、企業博物館でありますとか、

製造工程の見学。さらには体験を通しまして、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あります。製品や技術の PR を通じて、新規顧客の獲得や、優秀な人

材の確保など、企業側にも大きなメリットがあるのが特徴であります。市内の観光や食事

など、他の要素を組み合わせますと、地域への経済効果も併せて期待ができるわけであり

ます。先日私は三菱自動車の岡崎工場の視察をさせていただく機会がありましたけれども、

工場の中でですね、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

る様子は、子どもだけでなくて大人が見ても大変興味深いものであると思います。68 秒に

1 台、こうして車ができて、1 日で 900 台ぐらい作られてるそうでございますけれども、本

当にディズニーランドのような音楽が流れている中でですね、小さな運搬車が自動的に動

いておりまして、ここで働いている方には珍しい風景でもなんでもないかもしれませんけ

ど、大変私は不思議な思いを致しました。もうすでに人型ではないけれども、完全にロボ

ットの時代に入ってるんだなっていうことを現場に行って感じたところであるのでありま

す。こうした企業視察というのもですね、岡崎にお客様にお越しいただく一つのきっかけ

として、私は十分活用できると改めて実感した次第でございます。たまさか私の高校の友

人で、今アメリカの大学で教鞭をとってる者がいますが、今年の 5 月にビジネススクール
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の学生たちを連れて日本を訪問するので、面倒見てくれということを頼まれておりまして。

今回モデルケースとして、岡崎市とトヨタ自動車の工場を見学させていただく予定をして

おります。こうした機会を岡崎を内外に PR する絶好の機会として生かすためにも、企業関

係の皆様や、商工会議所の皆様にさらなるご協力をいただきまして、産業観光を推進して

まいりたいとこのようにも考えております。このようなさまざまな施策に加え、魅力のあ

る水辺空間の整備が誘客のきっかけとなり、四季を通じて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考えて

おります。今まで歴代の市長さんも努力してきたんですけども、民間企業というのは大変

シビアでありますので、もうかりそうもないことには手を出してくれません。むしろ向こ

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

というのが今必要ではないかというふうに思うわけであります。それが、私が今イメージ

しております観光産業都市・岡崎の未来図であります。

次に市長選挙のときの論点にもなりましたけれども、市民会館についてでございます。

市民会館につきましては、利用者の市民の意見も伺いながら、新文化会館を建設するのか、

また現在の施設を長寿命化するのか、慎重に検討を行ってきたところでございます。これ

まで検討されてきた新文化会館構想では、建設に多額の市費の投入が必要であるとともに、

建設が予定されておりました康生地区では、国道 1 号線に隣接しておりまして、周辺道路

への渋滞の誘発が大変懸念されております。そしてまた当初駐車場用地として考えており

ました岡崎公園の多目的広場が、史跡の保護のために利用できない。公園法の関係で使え

ないということが分かりました。また新文化会館を建設する場合でも、その完成までには

今から少なくとも 7、8 年が必要となります。その間、市民会館を安全に安心に市民の皆様

にご利用いただくための対策工事、これはどうしても必要でありまして、もしこの工事を

行わないとすると、継続して市民会館が使用できなくなりますので、市民の皆様の文化活

動の拠点が失われてしまうわけであります。現在の市民会館は、開館から 45 年以上も経過

しておりまして、老朽化が進んでおり、施設面の安全性で多くの課題を抱えているところ

であります。しかし調査の結果、建物自体には 20 年以上の耐久性があることが、今回判明

致しました。また安全対策工事に少しの追加投資をすることで、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現在の施設が抱えるさまざまな問題について、ある程

度解決できることが判明したわけであります。そこで今回、市民会館を長寿命化するとい

うことに決定したわけでございます。また今建てると 200 億ぐらいかかるということが言

われとるわけですけれども、これからオリンピックの特需、また東日本大震災後の復興工

事の本格化を考えますと、すでに資材と人手不足というのは始まっとるわけでございまし

て、もし今からこれを新しいものを作るということになると、工事費も当然当初の予想よ

りも大きなものになるであろう、こんなふうに予想しとるところでございます。今後市民

会館につきましては、26 年度に改修に関わる実施設計をおこないまして、平成 27 年度に

は工事に着工、28 年度にはリニューアルオープンを目指しておるところでございます。先
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日建築パーツとしての完成予想図を見せてもらいましたけれども、十分に市民の皆様に満

足いただける、そんな施設になるだろうことが確認できた次第でございます。また別の視

点から、長く市民に親しまれてる市民会館については、今後残すべきだ。こういう市民の

声もあるわけであります。諸外国に行きますと、街のシンボルとしての歴史的な施設を手

入れして長く使っている。すいません、これがリニューアルオープン予定の完成予想図で

ございます。諸外国に行きますと、歴史的な施設を手入れして長く使っているケースなど

が多くみられます。冷蔵庫やテレビじゃありませんので、新しいばかりが必ずしも価値で

あるとは言えないのではないか。このようにも考えます。もちろん、だからと言って新文

化会館を全く考えていないというわけではなくて、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、もう一度場所も含めて考え直し、検討してまいりた

い、このように考えております。またセルビの跡地につきましては、当面の間、不足して

おりますりぶらや中心市街地の駐車場として、利用していく予定であります。また結構広

い広場となりますので、イベント広場としても使えるのではないか、こんなふうにも考え

ております。さらに太陽の城の跡地につきましては、引き続きホテル誘致を進めてまいり

ますが、それが決まるまでは駐車場用地や、河川整備のための保管をする用地として活用

する予定でおります。いずれの用地も岡崎の中心部の活性化にとって、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にご助言をいただきながら、

よりよい活用方法を検討してまいりたい、このように考えております。以上、市政の主な

動き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、本年は平成 27 年の家康公

没後 400 年、さらには翌 28 年の岡崎市制施行 100 周年といった、記念すべき年を迎えるに

当たっての大切な準備の年となります。これから 10 年、20 年経過したときに、岡崎って

いうのはあの頃から変わってきたんだよね、そんなふうに市民の皆様に喜びをもって振り

返っていただける、そんな始まりの 1 年にしたい。このように思いますとともに、今後も

市民の皆様方の声を積極的にお聞かせいただきまして、それを市民に反映させながら子ど

もたちがこの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、

市政運営に取り組んでまいりますので、どうぞ皆様方のご協力をお願い申し上げまして、

私の話を終わらせていただきます。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、挙手をお願い致します。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、矢作北学区の代表の方に要望内容を発表

していただきます。よろしくお願い致します。

市民Ａ 内田市長様には、矢作北小学校の用地問題に取り組んでいただいてるとのこと、

大変ありがとうございます。どうぞよろしくお願い致します。それでは質問をさせていた

だきます。矢作北学区市民ホームは昭和 56 年 8 月に開館し、その後平成 11 年 3 月に、旧
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さわやか交流館の部分を増築し、今日に至っております。この間、学区における地域づく

り、ふるさとづくりに関わるコミュニティー活動の他、学区民等の自主的な文化活動や拠

点施設として活用されております。またここ数年は子育て中のお母さん方の情報交換の場

としての利用も、増加しつつあります。特に矢作北学区市民ホームは、最も早い時期に建

設された施設であり、すでに 30 年余りが経過し、内外装にわたり、補修を要する箇所が散

見され、また少子高齢化時代を見据えた整備が望まれております。施設の末永い有効利用

の上からも、改修計画を早急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。

司会 ありがとうございます。それでは市長、お願いします。

内田 ありがとうございました。またいつものご協力感謝申し上げます。今ご質問いただ

きました、学区の市民ホームが岡崎市内どこの地域におきましても、学区のコミュニティ

ー活動とか、自主的な文化活動の推進するためのコミュニティー施設として活用されてお

ります。主に昭和 55 年から昭和 62 年度にかけまして、各小学校区に 1 館ずつ設置を進め

てまいったものでございますが、こちらにおきましては、ご当地におきましては、昭和 56

年の 8 月 1 日に開館したわけでございます。昨年度の利用者は 1 万 5 千人を超えるなど、

皆様に大変利用していただいてるところでございます。こちらの市民ホームは、ご指摘の

ように最も早い時期に建設されておりまして、すでにもう 32 年経過しておるわけでござい

まして、施設や設備が古くなるにつけまして、さまざまな問題が発生しておるところでご

ざいます。

学区の皆様には毎方ご苦労をかけておりますが、現在岡崎市内には 1000 以上の施設があ

りまして、それらが皆、築 30 年を超えてきておりまして、財政的にも全般、全施設を建て

替えは不可能にあるというわけでございます。施設の管理・保全の基本方針を定めまして、

計画的に順番に改修による建物の長寿命化を進めておるところでございます。矢作学区の

市民ホームにつきましては、平成 8 年に外部改修を実施しておるわけでありますが、他の

市民ホームの中にはまだ何もできてないところもあるわけでございまして、大規模な改修

の計画は現在ないわけであります。

しかしながら、小規模な修繕でありますれば、予算の範囲内でなんとか対応できるんで

はないかと思いますので、今年度中には、雨水によりいたんだ玄関を、ひさしの塗装やそ

の原因となった外壁のクラックの補修なども含めて行っていきたいというふうに考えてお

ります。また全館のバリアフリー化もご要望いただいておるところでございますが、これ

は今すぐにといいますと、なかなか難しゅうございまして、設置式のスロープで玄関の段

差を解消して、車いすでも入りやすくするなどの対応は可能ではないか、このように考え

ております。今後におきましても、より一層市民ホームを利用していただけますよう、運

営委員会の皆様と協力しながら、適切な整備を進めてまいりたい、このように考えており

ますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。
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司会 ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。

市民Ａ どうもありがとうございました。この市民ホームは本当にたくさんの人が利用し

ていますものですから、どうぞ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、北野学区の方にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願い致します。

市民Ｂ 皆さんこんばんは。では、件名はですね、矢作川護岸にスポーツ広場、遊歩道等

の整備ということでお願い申し上げます。質問文としましては、日名橋から北野町までの

矢作川護岸は広い場所がありながら、竹やぶ等、また凹凸で住民の憩いの場として活用さ

れていない。国土交通省の占用許可を得るために、ボランティア団体家下川を美しくする

会が草刈りなどで整備を行って、少しずつ活用がなされています。この活動を国土交通省

が認めていただいて、草刈り機、竹粉砕機が借用できるようになりました。今年は日名橋

の上流より岡崎大橋まで、竹等の伐採、一部整備、また岡崎大橋より北野町の入り口まで

一部竹等の伐採をしていただけるとのことです。このような状況を踏まえて、市として上

部への使用許可の国土交通省への働きかけと、市の事業化計画の推進をお願いします。内

田市長の就任あいさつにありますように、水辺の空間、先ほどだいぶ出ておりましたけれ

ども、水辺の空間を放っておく手はありません。矢作川河川敷には運動公園を、手続きさ

え踏めば用地購入の必要がなく、安価にできると市長も表明されております。ということ

からですね、私どもとしましては、二つありまして。一つ目は日名橋より上流にスポーツ

ができる広場を作っていただきたいということ、特に日名橋の隣ですね。そこから出だし

の家下川を入るところ、そこの二つ、広場を作ってほしいということ。それと二つ目は日

名橋から北野町までの遊歩道の整備をお願いしたい。約 2 キロぐらいありますけども、そ

れは今、少しは遊歩道としてなっておりますけども、もうきちっと整備をしていただきた

いと。すぐ竹の根っこが出てきたりということですので、根本から遊歩道として作ってい

ただきたいということであります。以上です。

司会 ありがとうございました。それではよろしくお願い致します。

市長 ありがとうございました。まず、スポーツ広場の件でございますけれども、先ほど

私もお話し申し上げました通り、河川敷というのはレクリエーションやスポーツ、レジャ

ーを楽しむ上で有効な空間だというふうに思っております。また特に整備を要しないスポ

ーツやレクリエーションであれば自由にご利用いただけるわけでございますが、ご要望の

日名橋の上流の右岸は竹や木々が現在繁茂しておりまして、河川敷もでこぼこがあります。
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ボランティア団体の活動によりまして、河川敷利用につきましては、国土交通省の理解も

得られておりまして、機材の借用を許されておるわけでございます。面積的、地形的な問

題もありますので、具体的にどのようなスポーツをこれからやっていきたいか。このこと

をしっかり地元の声をお聞きいたしたいと思っております。

また遊歩道整備の関連もありますので、可能性を調査しながら、河川敷利用について検

討していきたいと思っておるわけでございます。先般お見えになったとき、少年サッカー

場を作りたいということもちょっとお聞きしたわけでございます。ただこれもあとで僕が

確認しましたところですね、専用のサッカー場として占有をするということは、河川敷の

性格上ですね、なかなか難しいのではないかというふうに思っております。それから遊歩

道についてでございますけども、矢作川の遊歩道、散策路整備と致しましては、平成 11

年度の国の水辺の学校プロジェクト事業の登録を受けておりまして、日名橋から渡橋まで

の 5 キロメートルの区間につきましては、平成 13 年度から工事を進めておるところでござ

います。現在の進捗状況としましては、国道 1 号の矢作橋の架け替えと、県営湛水防除事

業によります矢作川への吐き出しの 樋管工事に影響されておるわけでありまして、1.3 キ

ロメートルが未整備となっております。進捗率は約 75 パーセント程度でありますが、残る

1.3 キロメートルにつきましては、早期に完成してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願い致します。

今回ご要望をいただきました、日名橋から北野町までの遊歩道の整備につきましては、

河川の占有許可の問題、それから国への事業登録が可能かどうか、これがないとできませ

んので。この点をしっかりと調査をしながら、水辺空間の利用につきまして検討していき

たいと考えております。私は市長になる前はですね、もっと簡単にできると思っておりま

したけども、やっぱり管理区域が国と県と市と、それぞれありまして、これを使うように

するためにはそれぞれ認可を取っていかないと勝手に使えないというところがございます

ので、その点ちょっとご理解いただけたらと思っております。どちらに致しましても、遊

歩道の整備というのは私の選挙公約でありますので、今後とも積極的に取り組んでまいり

たいと思っておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。

司会 ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

市民Ｂ 今、国交省等の働きかけですけども、その辺をですね、やってるということは十

分私は理解してますけども、それをですね、もう少し具体的にですね・・・なんて言うん

ですかね。どのぐらい進んだか含めて、また細かく地元にですね、進捗状況含めて報告し

ていただけたらと思います。その辺ちょっと市のほうが働きかけてるっていうことで、私

も聞いてますけども、その辺の。

副市長 副市長の寺田でございます。いつもお世話になります。今のですね、ご要望の件
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です。これ国交省でですね、早急に詰めさせていただいて、整備をですね、どの程度でき

るのかといったのを早く詰めさせていただきたいと思いますが、先ほどちょっと市長から

もお話をさせていただいたように、地元としてどういったですね、例えばスポーツをです

ね、そこで展開したいのかということもですね、地元としておまとめをいただければ私ど

ももその地元のご要望に従いましてですね、国交省のほうにこういった整備をしていただ

けないかと。あるいは地元で施設整備をするならですね、認めていただきたいということ

をですね、要望してまいりたいとこのように思いますので、その辺もまた、どういったス

ポーツをですね、そこで展開したいのかということも、また地元のほうでおまとめいただ

ければ、私どももそのように動かさせていただきますが。ということでご理解いただけれ

ばと思います。

市民Ｂ 分かりました。そしたらですね、一度ですね、これで終わりますけども、また具

体的にですね、じゃあいつそういう場所を設けてやるかっていうことも含めて、やってい

きたいと思いますので、すいませんけども、よろしくお願い致します。

市長 副市長、矢作の人間ですので。

司会 ありがとうございました。

副市長 よろしいですか。先ほどちょっとご提案のありましたですね、家下川が矢作川に

流れるですね、ちょうど袂、かなり広いですね、スペースございますですね。あれ、本当

にほかっていくのもですね、もったいない空間だなと私どももそう思っておりますので、

どういった整備ができるのか、その前提としてどういったことをお望みなのかということ

を一度またおまとめいただければと思います。よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございました。

市民Ｂ はい、ありがとうございました。

司会 それでは続きまして、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。ま

た多くの方からご意見を伺いたいと思いますので、ご意見、ご質問はお一人一つでお願い

致します。申し訳ございません。ご質問のある方、挙手のほうをよろしくお願い致します。

市民Ｃ はい。内田市長こんにちは。また関係職員の方、こんにちは、ご苦労さまです。

とりとめないちょっと質問するかもしれませんけど、お許しください。まず 1 個、始めに
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小学校の増築の件でございますけど、小学校増築するっていうことは、子ども数が増える

もんで増築する計画だと思うんですけど、じゃあその子どもたちが帰ってきた場合の遊び

場。今これ矢作地区だと中園公園が一番大きくて、そこに大きなグラウンドがありまして、

小さな子ども、小学生以下の子どもが遊ぶところが少ないような気がする。ってなぜ、こ

ういう質問をするかって言いますと、きょう朝 NHK を聞かれた方はご存じかもしれません

けど、国公立の合格率と 46 パーセントの子が、小学校 5 年生までに塾に行かんで遊んどっ

たと。あとの 36 パーセントの子が、塾に行っとったと。その違いを何を調べたかと言われ

ますと、やっぱり 5 歳までは自由の発想で、自分で遊びを考えていくもんですから、そう

いう学校に上がってからも、なんて言うんですかね、発想力できて、合格率が多いんだっ

ていうのが大学の先生が研究した結果、きょう NHK でやってたと思います。だから小学校

を作るということは児童数が増える。児童数が増えるっていうことは遊び場も作ってやら

ないとまずいんじゃないかっていうことが一つ。

質問は一つって言われますけど、もしなかったら僕にお時間いただいてよろしいでしょ

うか。ありがとうございます。あと二つ目、今、市長が名古屋から帰ってくるとき、名鉄

電車が岡崎来ると、すごく緑がありまして、豊かな街だと言われました。僕がやっぱり岡

崎市内、ある関係上歩いておると、この日名橋街道から葵町から伊賀、それからもう一点

が、明大寺になるんですかね、久後崎から天白までの街道、あそこの両樹木が全部伐採さ

れまし・・・あ、もう 1 個あるな。

大門小学校、あそこの樹木も全部伐採されました。これなんですかね。それがよく分か

らない。それともう一点、ごめんなさいね。だからまちバス。市長、今この乙川リバース

トーン計画、殿橋が仰ったように、これは解消しないかんと思いますね、あの傷が入って

おっちゃ。いつ落っこちるかわからへんから、早く直してもらわん。

それから市民会館の改修、これ全部川向こうですわ。僕らみんな川向こう、川向こうと

言われておるんで、全部川向こう。せめて何か、市長、川こっちで何かね、そういうこと

をやっていただけるとありがたいなと思いまして。

今、そのごめんなさい、市バス、もう 1 個まちバスの件言ったかな。途中で終わってた

ね。やっぱりこちらもバス停なくて、高齢化されていくわけですけど、今ここから市民病

院に行くバス、私、調べてきたんですけど、7 時 31 分、8 時台 1 本もないんですね。それ

から 9 時台、10 時台、もう 1 本もないんですよ。この 8 時台、10 時台に市民病院に行かな

いと、おじいちゃん、おばあちゃん、5 分、6 分ちょっとで行くと思うんだけど、行けない

んですよね。そうした場合何で行くんって言ったら、消防自動車で行くんだって。救急車

呼ぶって、救急車ただで連れてってくれますよ、市民病院まで。それじゃあちょっとまず

いんじゃない。今、私もまちバス見てますけど、交通事情もあるかと思うんですけど、ま

ちバスが 3 台も 4 台もくっついとるんですよね。だからそのうち 1 台くらいは、まちバス

は細い道とかなんとか入ると思うんですけど、そうじゃなくて、幹線道路で今名鉄バスが

走ってる幹線道路でいいもんですから、こういう市街化区域のほうでも、田舎のほうでも、
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1 台ぐらい走らせていただいて、おじいちゃん、おばあちゃんんが安心して市民病院まで

行けると。そしてまた帰って来れるということはどうかなっていうことを、ご提案させて

いただいて、質問を終わります。

司会 すいません、ありがとうございました。

市長 いくつもありがとうございました。順番に。私が県会議員やっております 26 年間。

矢作に来ると必ず言われることは、道路が悪い。下水道が整備されておらん、公園が少な

い。このことでございました。このことはもうしっかり私の頭にこびりついております。

矢作川の河川敷を利用して、公園整備をするというのはもう、これはもちろん公園が整備

できれば一番いいわけですけれども、今矢作を見ていまして、住宅街が連担しておりまし

て、その中で公園用地をきちんと確保するというのはなかなか進みにくいということもご

ざいまして。もちろんいいところがあったら、またご紹介いただきたいと思います。そう

いう中で、とにかく窮余の策として、まず矢作川の河川敷を利用できんだろうかというの

が、私がさっき言ったリバーフロントを言い出したきっかけでございます。ですから、な

んとかこちらのほうもですね、時間がかかるかもしれないけれども、しっかりやっていき

たいというふうに思っております。

それからこの街路樹の件ですけどね、これは私自身もですね、なんでそんなんなっちゃ

ったのかっていうことを、担当課で聞いたんですけど、地元から街路樹があることによっ

て、見通しが悪くなってるというようなこともですね、出てるわけなんですよ。もちろん

これを取ろうとすると、地元から戻せっていう声も出てきて、大変難しいところなんです

けど、その前よりあった見通しが悪くならずに、しかも緑を保持できるような植樹を、樹

木の種類をですね、きちんと選定してやっていくことが必要じゃないかなと私は個人的に

思っております。

それからまちバスの件ですけど、これこの間矢作東と南の合同でやったときにも、当然

出ました。矢作の問題点っていうのはですね、最初に言いました通り、道路が整備がきち

んとできていない。きちんと区画整理をやる前に、どんどん家が増えてっちゃったってい

うところがたくさんございまして、道が狭いわけなんです。だから名鉄がですね、バス路

線を作ろうと思っても、大型バスが通れない。大型バスが通れんで、経済的に効率的なと

ころじゃないと、名鉄の人がおったらごめんなさい、あの会社はなかなかバスを走らせて

くれませんので。そうするとどうしても幹線ばっかり走っていっちゃうことになるわけで

あります。そうすると枝葉のところ、枝葉じゃない、ちょっと車が入りにくいところに住

んでおみえになる方にとっては、大変利用価値が悪いということになると思います。この

間、私、矢作の東と南の合同のときに、一つ例を申し上げたんですけども、今藤川でです

ね、地域バスの試みがなされております。これはどういうことかと言うと、今、定年退職

で割とお時間のある、しかも車の運転ができる元気な方がおみえになりますので、そうい
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った方が藤川では中心になっていただきまして、たまさかレンタカーなどで、小型のマイ

クロバスをお借りして、月に 2 回でしたかね、今現在は月に 2 回、そして一人暮らしや高

齢者の方で、一人で買い物に行けないっていう人たちを載せてですね、美合のほうまで周

遊して帰ってくる。そういうのをですね、月に 2 回行っておるのを、今始めたばかりでご

ざいます。それに対して今、岡崎市が補助をしているわけですけど、岡崎市も努力を致し

ますし、今走っているまちバスもですね、もっと効率的なコース選定をすればですね、い

いという考えもありますんで、それももちろんやりますけれども、そういった藤川で今、

新しい試みもなされておりますので、もし地元のご協力がいただければですね、こういっ

たものも推進していけないだろうかというふうに思っております。それから最後に、なん

でしたかね。

市民Ｃ 川べり公共工事じゃなくて、学内施設整備がされてないじゃないかということで

す。

市長 はい。よく川向こうということを私どもも言います。同じ岡崎で川向こうっていう

のもおかしな気がするわけでございますけれども、確かにそういった傾向があることはよ

く分かっております。ただ一つご理解いただきたいのは、それでいいって言っておるわけ

じゃないです。矢作にしても、岡崎の南地域もですね、よくそういうことを、僕行くと言

われるんですけども、そもそも矢作と岡崎の南地域というのはですね、元来、今でこそ発

展してこういうふうになってきておりますけど、農村、農業地域としての都市整備という

のが長いこと行われてきたわけでありまして、そういった結果ですね、その境がついちゃ

ったわけでございます。もちろんそれでいいと言ってるわけじゃございません。ですけれ

ど、今後また何か施設を作るときにですね、そういったものができないかということをわ

れわれも忘れてるわけじゃございませんので、もしこんなもの作ったらいいぞということ

がございましたら、またぜひご提案いただきたいと思います。私たちは検討させていただ

きます。

司会 ありがとうございます。それでは他にご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。

少しお待ちくださいませ。今マイクお持ちしますので。お願い致します。

市民Ｄ よろしくお願いします。町内会活動の補助費について提案したいんですけども、

私どもの岡崎市はですね、総代会を始めとして町内会が非常に発達してて、市の末端業務

を担っているわけですが、他の町とか市の友達に聞くと、おい岡崎はそんなことまでやっ

てるのかというような、非常に驚きの声を聞くんですけども。その町内会の費用ですけど

も、私ども舳越町でいいますと、800 戸。人口が 2100 人くらいの町なんですけども、これ

に対してですね、市から支給される町内会業務費というのが 62 万円出てます。私ども舳越
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町としてはですね、町の役員の費用、総代とかですね、組長、それから評議員とかいるわ

けですが、これがだいたい 200 万円かかっております。ですから、この 200 万円に対して

ですね、先ほどの 62 万円は約 30 パーセントになるんですね。私は 3 年前に総代をやった

んですけども、その経験から言いますと、やはり町内会の活動は 50 パーセント以上が市の

末端業務を担ってるわけですね。そうしますと、やはりこの費用がですね、50 パーセント

ぐらいは市が負担してほしい。先ほどの 60 万円を 100 万円ぐらいの負担を市にお願いした

いと提案したい。ただ岡崎市全体では 15 万とありますよね。これをざっと計算しますと、

5000 万円から 7000 万円の費用になってくるんで、苦しいと思いますが、よろしく検討の

ほどをお願いします。以上です。

副市長 ただいまのですね、ご意見、ご提案として一応受け止めさせていただきまして、

検討させていただく形でよろしいでしょうか。

司会 ありがとうございました。お時間迫ってまいりましたので、最後にもう一人ぐらい

ご意見を。

市長 もしどうしてもこれだけは言っておきたいということがございましたら、後で私残

っておりますので。お聞きいたしますので。そちらのほうでまた言ってください。

司会 お願い致します。

市民Ｅ まだこんなこと言うかなと。小学校の誘致の件でございますがね。

市長 誘致？

市民Ｅ 用地のね。ですが、先ほどちょっと待てという市長様からいただきましたんです

がね。こういうふうにしてずるずると何年もかかってね、同じ答えばっかで進んできとる

んじゃないかな。中身は分かりませんけど。そういうふうでは、われわれもね、プッシュ

しまくるもんですから。神谷さんも市長様の声に会うたんびに言ってる、この野郎、顔も

見たくないと思うかもしれませんが。みんな心配しとると、いうことなんですかね。わし、

勝手な思いですが、なんとかね、用地のお金、もちろんお金は 2 億ぐらいかかるっちゅう

話を聞いてますけど、それの 10 パーセントの 2000 万ぐらいですね。そのぐらいのものを

予算に計上していただけると、これはやってもらえるなと。のびのびでも。いうふうに、

みんなが思ってくれると思うんですよ。そやから、ちょっと待て、ちょっと待てではわし

らは納得できんのです。はっきり言って。そういうことなんで、一つね、これは金の出ど

ころはないかもしれませんよね。市債を発行するとか、寄付をしてもらうとか。そういう
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こともそれはできんことはないかもしれませんけどもね、その意気でちょっとですね、な

んとか本当にみんな心配しとるということをね、切にここでお願いしとります。

司会 ありがとうございます。

市長 昨年の選挙のときに、この会場でやりましたの、忘れも致しません。おまえ必ず北

小学校の用地、ここ登録すると言えと。ほうじゃないと、当選できんぞと。一昨年ですね、

言われたことをしっかりと覚えています。それ以来地域の代表の方からは、何度も何度も

この話受けておりまして。それで私が市長になってから変わったことが一つあります。は

っきり言って、当初ですね、この話を教育委員会にお話したとき、教育委員会の姿勢は否

定的でした。それがここにきまして、教育長がちょっと前向きな姿勢に変わってきとるわ

けであります。ですので、そこだけでも私はもう大変大きな違いだと思っております。そ

して今更同じ話をまた聞かされてしまうかと思うかもしれませんけれども、この問題がそ

もそも出てきたのは、児童数が増加するからということでございます。ところが教育委員

会のほうの分析ではですね、確かに一時的に児童数は増加するけども、これから先の小学

校の人数だとか、今の人口動態見とりますと、またその先に減ってくると。そういう段階

の中で、今こういうことがベストかどうか。ということは言うのはどういうことかという

と、そういうことでここだけやるっちゅうことなるとね、同じようなところが岡崎市の中

でまだ何カ所かあるんですよ。ほうすると、矢作の北だけやって、なんでうちやらんかっ

ていう話がまた火がついて次から次へと。だからやらなくていいっちゅうわけではないで

す。そういった背景があるもので、なかなかはっきり出てなかったのかなと思います。し

かもそれだけじゃなくて、私が具体的に地域の話のほう聞きましたけれども、この今回の

場合、敷地を増やす段階で道路を付け替えなければならない。この道路の付け替えにつき

ましては、これ必ずしも地元の方で賛成の方ばかりではなくて、道路を付け替えることに

反対をしておられる方もいます。その反対しておられる方の声を圧殺しちゃって、やって

いっていいものかどうか。その辺の調整もちゃんと付けないかんじゃないか。こういうこ

ともございます。そしてしかも今、道路があるところの地下にはですね、下水の本管、水

道本管、ガス管等が埋設されておるわけでございます。これが地下の 4 メートルぐらいの

ところにあるっていうことでございまして、敷設替えをするには時間とこちらのほうも費

用がかかるわけであります。お金がかかるからやらないっていうわけじゃなくて、お金が

かかってもやらなければならないことはあります。それはやらなければいけないというふ

うに思っておりますけれども。そしてまた、学校の中で空き地に校舎を建て替えるという、

こういう方法ももう一つ出ておるわけでありますけど、最終的にどういう形になるかとい

うことはまだ結論が出ていませんけれども、ずいぶん詰めの話が内部で進んできとりまし

て、26 年度中には用地の確保の方向も決定したい。こういうふうに言っとりますので、ど

うぞご理解いただきたいと思います。
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司会 ありがとうございました。まだまだご意見をいただきたいところですが、終了予定

時刻をもう過ぎております。最後に内田市長からお願い致します。

市長 今日は本当に寒い中、夜遅くまで地元の大勢の皆様に来ていただきまして、ありが

とうございました。こういった機会がありますと、私たちもこれから岡崎はどの方向に向

かっているか、何をやろうとしているかということがですね、直接市民の皆様にお話がで

きますし、また地元に来てみてですね、議員さんも努力してますし、総代さんからもいつ

もご到来いただいてますけども、地元の皆様、個々の方々がですね、どのようなことをお

考えておみえになるか。そういうことを知る貴重な機会でもございますので、本当に感謝

申し上げる次第でございます。ただ今日、お聞きしたことをですね、明日、明後日にすぐ

できるということはなかなかなくて、しばらく時間もかかるし、お金の工面もしなければ

ならないこともございます。法律的な課題を乗り越えないとできないこともあるわけです

けれども、一番今回のこういった試みの意義はですね、私を含めて市の幹部も、それから

担当部署のそれぞれ責任者がですね、皆さんのお話を直接お聞きしたということでござい

ます。今すぐできないかもしれないけども、私たちがちゃんと認識しておるということで

ございますので、どうかその辺をご理解いただきたいと思います。これからも次の新しい

岡崎づくりに対しまして、私も懸命に努力を致します。特に矢作からいただいておる声は

ですね、県会議員のときにずっと 26 年間聞き続けてきたことですので、決して忘れており

ませんので、どうかそういうつもりでやっとるということだけご理解いただきますよう、

お願い申し上げる次第でございます。本当、きょう時間がなくてお帰りになる方もおると

思いますが、どうしてもこれだけは市長に一言言っておきたいっちゅう方がおられました

ら、残っておりますので、どうぞ個別でこちらまでお越しいただきたいと思います。どう

もきょうはありがとうございました。

司会 これをもちまして、市民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。

(了)


