
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年２月１８日（火）午後７時

場所：南部市民センター分館
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市長 皆さまこんばんは。市長の内田康宏でございます。

本日は、市民対話集会ということで多数ご参加をいただきまして、本当に心からお礼を

申し上げる次第でございます。また、日頃から本市の市政運営に対しまして、ご理解、ご

協力を賜っておりますことをお礼を申し上げる次第でございます。

さて、早いものでありまして、一昨年の市長戦以来、市長に就任致しましてからこれで

1 年 3カ月が経過したことになります。選挙の際に市民の皆さまにお約束した公約につき

ましては、私なりに優先順位を考えながら、準備の整ったものから順番に手掛けてくるこ

とができました。

私学助成の拡充や、医師会から強い要望のあり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、早々に実現することができました。

また、昨年の 4 月には、これも選挙後になりましたけれども、民間活力を活用した岡崎

活性化本部、これを立ち上げることができまして、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などを生かして、

アイデアに富んだ、思い切った街おこしを、行政と連携致しまして推進していただいてお

るところでございます。

また、市民の皆さま方のお声を聞く市民対話集会につきましても、昨年の 7 月からスタ

ートしたわけでございますけれども、本日で第 11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。もちろん市

会議員の皆さんもおみえになりますし、総代さんたちからは毎年春先に各地域の課題は聞

いとるわけでございますけれども、直接、地域の市民の皆さま方からお聞きするというこ

とは、また違った意味があると思っております。

なお、本年度中にはこういった形ですべての学区を回りまして、市民の皆さま方の声を

お聞きすることになってくると思っております。本日も多くの皆さまから忌憚のないご意

見を頂きまして、実り多い会にしたいと思いますので、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、各種団

体や中学校などへ出向いての講演会も昨年の 1 年間で 30 回以上行ってきております。私の

目指す市の将来像につきまして、それぞれの地域でお話をさせていただいたところでござ

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いまして、現在

それぞれ調査、研究を進めているところでございます。

さて、本日、平成 26年度の当初予算を発表致したところでございますけれども、私にと

りまして今回の予算というのは、第 2 回目の予算編成となるわけでございますが、景気の

回復に伴いまして税収の増加というものも見込まれておるところでございますが、26年度

は、27 年の家康公没後 400 年、さらには次の年の 28 年の岡崎市施行 100 周年といった記

念すべき年を迎えるために大変重要な準備の年であると、そのように思っております。夢

のある次の新しい岡崎を作るために、今回この予算の名前は「夢のある次の新しい岡崎を
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創る予算」と位置付けまして、予算編成を進めておるところでございます。

市民生活に関わる予算の一例を挙げますと、学区総代会や町内会が主体的に取り組んで

いただいております地域活動を支援するために、地域協働推進事業費補助金につきまして

は、予算を拡充した上で補助金を交付することになっております。この城南・岡崎学区に

おきましては、学区各団体の活動などを紹介する広報誌を発行するための印刷費に対しま

して補助の実施を行う予定にしております。

また、本市の南の玄関口であります、JR 岡崎駅からシビックプラザにかけてのシビック

コア地区整備業務につきましても、平成 31 年度の事業完成を目標に引き続き進めていく予

定でおります。

しかし、税収の回復が見込まれるとはいいましても、社会保障関係の経費は依然として

増加傾向にあるため、新たな事業を行っていくためにはそれなりの新しい財源というもの

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事業を見直すだ

けでは限界があります。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

要となるわけであります。そのためには地域経済の活性化が不可欠であると考えておりま

す。

いまさら申すまでもありませんけれども、この地域、岡崎の豊かさの基盤というものは

モノづくりにあるわけであります。その、モノづくりに対しましては、今後も変わらずし

っかりと力を注いでいくわけでありますけれども、さらなる活性化のためには、岡崎独自

の歴史、文化遺産を中心としました観光産業を、岡崎の経済を支える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ります。具体的に言えば、岡崎城や松平家、徳川

家の菩提寺であります大樹寺など、岡崎にしかない幾つもあります宝を使いまして、それ

らを生かした街づくりを進めていきたいと、このように考えています。

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 もあるわけであり

ます。私もこれを知ったときは大変驚きましたけれども。また、ご当地におきましても由

緒あるお寺が幾つもございます。岡崎には京都よりも多い神社仏閣があるということがい

われておるわけですけれども、私たち自身がその価値や事実というものを十分に認識して

おらず、これまでにそうしたものが十分に活用されてきたとは言えないわけであります。

まずはこれらが持つ本来の価値というものを私たち自身が見直して、あらためてそれを外

に向かって発信してまいりたいと、このように考えております。

そして、今後の岡崎の魅力の発信には、こうした歴史的なものばかりでなくて、最近は

岡崎はジャズの町ということがいわれてますけれども、ジャズだとか、また岡崎のまぜめ

ん、そういった音楽だとか食べ物、さらには葵武将隊やオカザえもんなどの新たな要素も

加えていきたいと、このように考えております。

その鍵となるのが、選挙の公約でもありましたツインブリッジを中心とした水辺空間の

活用、すなわちリバーフロントでございます。

私が県会議員の頃、名鉄電車で名古屋から岡崎に帰ってまいりますと、途中ビル街や住
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宅風景など殺風景な景色が続いとったわけですけれども、突如、矢作川や乙川に参ります

と、川の流れとともにお城と川沿いの緑の水辺が現れ、毎回、ああ岡崎に帰ってきたと、

その光景を見てほっとした思いがあります。皆さまも同じような経験があると思いますけ

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

景観でありまして、これは岡崎の財産であると考えております。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、その豊かな水辺空間は、岡崎の街づ

くり、あるいは市民生活の価値の向上のために、さらには観光資源として私は極めて大き

な潜在価値を持っていると思っております。

昨年の夏でございましたけれども、私自身カヌーに乗りまして、伊賀川から乙川の頭首

工まで岡崎のカヌー協会の皆さんと一緒に回る機会がありましたけれども、とても市街地

を流れる川沿いの風景とは思えない、本当にすばらしい風景が広がっておりまして、今ま

でこうしたものが放っておかれていたということが信じられない、そんな思いが致しまし

た。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

空間を市民生活に生かしていこうと、そう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。欧米の町に行きますとよく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

運動広場などを順次整備してまいりたいと、このように考えております。そして乙川の水

面ではカヌーの練習を行ったり、先ほどの映像にもありましたけれども、私らの小学校の

頃には、乙川には、ちどりとフカミという貸しボート屋がありまして、友達の親がやっと

るということもあって、子ども同士で小遣いを出し合ってボートに乗ったりしておりまし

たけれども、そのような貸しボート屋も復活できないだろうかと、こんなふうに考えてお

ります。

また、ツインブリッジ構想についてでありますけれども、市街地の中心部に架かってお

ります殿橋と明代橋の二つの橋は、いずれも設置後長い年月を経ており、老朽化が顕著で

あることから、岡崎の新たなシンボルとして整備していきたいというものであります。さ

らに乙川の周辺には、夜間極めて暗くなりますので、ぜひ照明施設を整備していきたい、

このことが不可欠であると思っております。乙川周辺というのは、明るくするだけで、私

は町の雰囲気はがらりと変わるんではないかと、このように考えております。

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

央官庁の幹部がたびたび視察に訪れていただいております。ちょうど今映っておりますの

も、国交省のお役人がおみえになりまして、乙川を視察していただいたときのことでござ

います。この地区をご覧になった皆さんは水辺空間のすばらしさに大変驚かれまして、今

国交省のほうで、川街づくり推進事業といいまして、川を中心とした街づくりをやってい

こうとしてる市町村に援助をしていこうと、こういった政策があるわけですけども、それ

をぜひうまく使って整備を進めてみたらどうかと、こんなコメントも頂いとるわけでござ

います。岡崎の副市長の中安さんは国交省の出身でございますので、そういった点でもお



4

力添えを頂いとるところでございます。

しかし、実際に川を利用していただくのは、市民の皆さんや市外からのお客さまであり

ます。私や行政の担当者の考えだけで水辺空間の整備を進めていっても、これは必ずしも

良いものにはならないと思います。このため、乙川の水辺空間や橋梁をどのように整備し

ていけばいいのか、このことを先ほど申し上げました岡崎の活性化本部と行政が連携して

検討しているところでございます。私も議論の場に何回か参加致しましたけれども、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、その人たちが直接

現場に足を運んでいただきまして、課題の洗い直しも行われておるわけでございます。

また、昨年の暮れから先月にかけまして実施しました、乙川リバーフロント・アイデア・

コンクールは、私たちは当初 200～300 応募があるかなと思っとったんですけども、そんな

ことをはるかに上回りまして、約 2500 点の絵や作文が、子どもさんからプロの建築家まで

含めて集まったわけでございます。私も実際これらの作品を商工会議所で拝見させていた

だきましたけれども、いずれも力作ぞろいでありまして、中にはなるほどと思ったものも

数多くありました。また、河川整備にはあまり役に立たないけれども、街づくりの参考に

なるような作品もありまして、そんなアイデアも今後の街づくりの参考にさせていただき

たいと思っております。このようなさまざまな市民のアイデアや思いというものを踏まえ

た検討が進められまして、今月の 12日、その成果を活性化本部から提言として提出してい

ただいたところでございます。

この提言の大きなポイントと致しましては、殿橋を含む橋の整備、それから石の徳川四

天王像の設置、そして乙川周辺のライトアップが挙げられております。

まず、殿橋につきましては、「老朽化が進み、損傷が顕著に見られるが、日本土木学会に

よりまして近代土木遺産に指定されてもおり、昭和のデザインを後世に残すという意義も

大きい。このことから、建設当初のデザインを忠実に再現しつつ、できるだけ速やかに安

全対策を講じていくことが強く望まれる」と、このように言われ、さらに、「殿橋と明代橋

の間に、中央緑道の延長線上にあたる乙川に新しい人道橋の建設を行うことが望ましい」。

このように結論付けられております。

ツインブリッジ構想を発表した当初、「どんなことをやろうとしているのかよく分からな

い」という声もよく聞きまして、昨年の春、私の描きまし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ものであります。もとより、私のラフスケッチっていうの

は一つの参考プランとして発表したものでありますけれども、「何も決まらぬうちに市長が

試案を出すな」というおしかりの声も頂いたわけであります。そんな私のラフスケッチも

一つの材料にしていただきまして、十分な議論を行っていただいた結果、今申し上げたよ

うな結論が出されたということであります。

そうした活性化本部におきます議論と並行しまして、私自身も市民対話集会などさまざ

まな機会をとらえて、多くの市民の皆さまにリバーフロント計画およびツインブリッジ構

想のご説明をして意見をちょうだいしてきましたけれども、こうした経緯も踏まえて、さ



5

らにこの場所に新しい橋が架かることでイベントなどでも活用ができますことから、市と

してもこの提言を尊重してまいりたいというふうに考えております。

また、この橋をその場所に作るという計画は、決して今回突然出てきたプランではなく

て、古くは 30～40 年前からあったものだというふうに聞いております。これから新しい人

道橋を建設するということになりますと、技術面や法律面の制約がかかる中で、どんな構

造の橋にするのか、あるいは外観や欄干などのデザインはどんなふうにするのかといった

具体的な事項の検討が必要となります。このため、本日発表致しました平成 26 年度の予算

におきまして、現地の測量、調査を行ったり、橋の計画案を作成するための予算というこ

とで計上させていただいております。

また、提言でも述べられておりますように、殿橋の老朽化というのは、これは深刻な問

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ります。

この橋をご覧いただきますと、これは私が車の後部座席に乗ってて気が付いて、「ちょっ

と止めて写真を撮ってくれ」って言って撮ってもらったものでございますけれども、これ

は殿橋の康生近くの状況であります。殿橋は昭和 2年の完成から既に 80 年以上が経過して

おりまして、この写真で見ていただいても分かるように、橋のあちらこちらに大きな亀裂

が入っておるわけであります。現在、殿橋は 1 日に 2 万台から 3万台の車が往来しており

まして、まさに市の南北を結ぶ主要幹線となってるわけでありますけれども、その橋がこ

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お聞きしておるわ

けであります。さらに殿橋は橋脚が 11本もありまして、大雨が降ったときに、上流から流

れてきた木が橋脚に引っ掛かり、市街地に洪水を起こす危険性もあります。今見ていただ

いとる写真は、昨年秋の台風のときのものであります。この下流にあります潜水橋は、ま

さに森のように、木が埋まって森のようになっておりました。殿橋が建設された当時の技

術では、こういうふうに橋脚の上に橋を作らなければできないということで、やむを得な

かったかもしれませんけれども、現在の法律では、こんなにたくさん橋脚のある橋という

もの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

十分認識されておりまして、老朽化した橋の架け替えに関しても、もう 2代前の中根鎮夫

市長のときにも出てたわけでございます。

私が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は、さまざ

まな機会をとらえて、架け替えなど抜本的な改修の実施を要望してきたところであります

が、こうした要望に対しまして、ようやく昨日のことでございますけれども、これからあ

らかじめ 2年間かけまして殿橋の老朽化対策を実施していく予定だという県からの説明が

あったわけであります。私が市民対話集会のたびにこの写真を出してこういう話をして、

またブログにも書いておった効果が現れたのかなと思っております。市民の皆さま方が安

心して使うことができまして、しかも岡崎の顔にふさわしい橋となるように、これからは

県ともしっかり内容を協議しながら老朽化対策を進めてまいりたいと考えております。

さらに、「岡崎の石材と伝統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」、
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「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っていく必要があ

る」といったご提言も頂きました。これらの課題は、私もかねて実施が必要であると考え

ておりましたので、できるだけ速やかに対応していきたいと考えており、具体化に向けま

した検討のために今回予算措置も講じておるところでございます。

他にも提言いただいた内容は多岐にわたっておりますが、いずれも真摯な議論を踏まえ

ていただいたものばかりでございまして、できればすべての項目を速やかに実施していき

たいというのが率直な感想でございます。

しかし、法制度や技術的な問題の詰めが必要な課題だとか、岡崎市だけでは実現不可能

な項目も含まれております。

例えば、殿橋と明代橋というのは県道に架かる橋でございますから、県が積極的にやる

ということを言っていただかなければ手が付けられないわけでございます。そうした行政

対応を求められている事項につきましては、これからどのように対応していくかを速やか

に決定致しまして、また活性化本部に引き続き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継続してまいりたいと、このように考えて

おります。

こういう話をしますと、「また岡崎の中心街の話か」と、こういうことがすぐ言われてし

まうわけですけれども、考えてみれば、歴史上中心部に元気のない国や地域が栄えた前例

っていうのはないわけであります。これから施策を推進するにあたりまして、まず中心市

街地を活気付け、さらにその活気を市内の全域に広げていきたいと思っております。岡崎

市内には、各地域にさまざまな歴史的な旧跡があるわけでございますので、そうしたもの

をなんとか点から線に結び付けて、施設ごとに観光構想を築いていきたいと、このように

考えておるわけであります。そして、春夏秋冬の四季を通じまして、岡崎に観光に多くの

方においでいただきまして、快適な時間を過ごしていただくための環境づくりというもの

を順番に進めていきたいというふうに考えております。そのために、今年度開発致しまし

たスマートフォン向けの観光アプリの普及促進だとか、テーマや季節に応じたミニ観光ガ

イドマップのコースを増やしたり、配置箇所の拡大などに加えまして、鉄道車両に観光広

告をラッピングして観光 PR をしたり、無料情報誌の配布を行ったり、さまざまな手段によ

りまして、岡崎の観光を強く印象付けていきたいと考えております。

また、私自身もトップセールスということで、まぜめんの PRや、岡崎にウオーキングに

おみえになったお客さまのお出迎え、さらには東京まで出向きまして、岡崎の観光情報の

発信など、自ら先頭に立って観光 PR を行ってまい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、岡崎の魅力を内外に発信してまいる所存でございま

す。

さらに今年度は、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、

冬のイベントと致しまして、家康公生誕祭を開催し、そしてまた、見て楽しいショーアッ

プした消防の出初め式など、季節ごとの岡崎の持つ資源を活用したイベントの開催を行い
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まして市内への誘客を誘い、そして市民の皆さまにも楽しんでいただける、にぎわいの街

づくりを進めたところでございます。

一方、最近では観光というものに対する考え方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るわけであります。

その一つが産業観光であります。産業観光は、岡崎の持つ経済の柱でありますモノづく

りを観光資源としてとらえまして、企業博物館や製造工程の見学、さらには来訪者に体験

を通じてモノ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。さら

には、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

も大きなメリットがあるのが特徴であります。また、市内観光や食事など他の要素と組み

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ができるというふうに考えて

おります。

先日、私自身、三菱自動車の岡崎工場を見学させていただくことができましたけれども、

人間とロボットの技術の融合によっ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興味深いものがありました。こういった企業視察を、岡

崎にお越しいただくきっかけとして十分活用ができるというふうに、あらためて実感致し

ました。たまさか、私の高校時代の友人の 1人が、今アメリカの大学で教鞭を執っており

ますけれども、今年の 5月に日本に行くので、その節にはビジネススクールの学生を連れ

て岡崎へも行きたいので、よろしく頼むというような話が来まして、今回 5 月には岡崎市

を見ていただくと同時に、トヨタ自動車の工場見学も行う、こういう今予定をしておるわ

けでございます。こうした企業を通じまして、岡崎市を PRする絶好の機会として生かして

いきたい。そのためには、企業関係者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、観光産業というものを推進してまいりたいと、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岡崎市内がにぎわうようになれば、かねてから望まれており

ますシティーホテルの誘致にもつながると考えております。岡崎にはビジネスホテルで出

て来たいという人があるんですけれども、しかるべき大きなホールを持った、そして改ま

ったお客さんが来たときに、フランス料理でも食べていただいてくつろいでいただくとい

うような、そういった施設を持ったホテルというのは今はなくなってしまったわけでござ

います。ぜひそういったホテルを作りたいと思っておりますけれども、民間企業というの

は実に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ないわけであ

ります。むしろ、向こうから岡崎に進出したいっていうふうに思っていただけるような土

台づくりと環境づくりが今こそ必要であると考えております。それが私がイメージしてお

ります観光産業都市岡崎の未来像であるわけであります。

また、一昨年の市長選挙のときの論点の一つでもありましたけれども、市民会館につい

てでございますが、市民会館につきましては、利用者の意見も伺いながら、新文化会館の
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建設を推進したほうがいいのか、それとも現在の施設を長寿命化したほうがいいのか、慎

重に検討を行ってまいりました。

これまで検討されていた新文化会館構想というのは、建設に大変多くの市費の投入が必

要とされますし、また、私が市長になってから申し上げてきたことでございますけれども、

建設が予定されていた康生地区では、国道 1号線などの周辺道路への渋滞誘発が懸念され

ることや、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は、史跡の保護のた

めに、上に建物を建てることができない、利用できないということが分かったわけであり

ます。また、新文化会館を建設するという場合でも、その完成には今から 7、8 年はかかる

わけでありまして、その間市民会館が安全、安心にご利用いただけないっちゅうことで困

ってしまいます。ですから、そのための工事というものはどうしても必要になるわけであ

ります。そして、この工事を行わなければ市民会館はできなくなるために、市民の皆さま

の文化活動の大きな拠点が一つ失われてしま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、老朽化も進んでおります。

施設面、また安全面で多くの課題を抱えております。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したわけであります。また、安全対策の工事に少

し追加投資することによりまして、かねてより課題でありました舞台の狭さ、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きましても

ある程度解決できるということが判明しましたために、このたび市民会館を長寿命化する

ということを決定したわけでございます。今後、平成 26年度に改修に関わる実施設計を行

いまして、平成 27年度に工事着手、平成 28年度にリニューアルオープンを目指しておる

わけであります。今、皆さんにご覧いただいておるのが改修後のイメージパースであるわ

けであります。十分、市民の皆さまにご満足いただけるレベルの施設に生まれ変わること

と思っております。

また、別の観点から、長く市民に親しまれている市民会館というものを今後もぜひ残す

べきだと、こういう声もございます。諸外国では、町のシンボルとなるような歴史的な施

設を手入れして長く使っているケースも見られます。おじいちゃんもそこで勉強した、お

父さんも勉強した、私もそこを使ったと、そういった市民のみんなが誇りを持てるような、

そういった施設を維持していくっていうことも、私は必要ではないかというように考えて

おります。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という

ふうに思います。

もちろん、だからといって新文化会館を全く考えて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かということを、場所も含めてもう一度考

え直して、検討してまいりたいというふうに考えております。

また、セルビの跡地でございますけれども、当面の間は不足している、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ありますし、また中心街にあれだけ大きい広

場があるということは、イベント広場としても十分これは使うことができるというふうに
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考えております。

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

正式に契約決定となるまでは、駐車場用地や、また河川整備事業を推進するための保管用

地として活用する予定でおります。

どちらに致しましても、いずれの用地も岡崎市の中心部の活性化にとりまして大変重要

な場所であると認識しておりますので、活性化本部をはじめとした関係機関にご助言を頂

きながら、よりよい活用方法を検討してまいりたいと、このように考えております。

以上、市政の動きの主なものにつきましてご報告申し上げましたが、これから 10年、20

年を過ぎたときに、「そういえば、あの頃から岡崎っていうのは変わってきたんだよね」。

そんなふうに市民の皆さま方が喜びを持って振り返っていただける、そんな始まりの 1年

にしたいと思うとともに、今後も市民の皆さま方の声を積極的にお聞き致しまして、その

声を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、今後も市政運営に取り組んでまいりますので、皆さま方の

いっそうの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。

ご清聴ありがとうございました。

司会 それでは、ただいまの提案説明に対して、ご質問のある方は挙手をお願い致します。

それでは引き続きまして、地域の要望等につきまして、事前に頂いておりますので、城

南学区代表の方に要望内容を発表していただきます。

市民Ａ よろしくお願いします。日頃は学区、地域のためにいろんなことをご協力いただ

きましてありがとうございます。城南学区の中でも、いろいろな問題、解決していただき

たいことがあるわけでございますけども、今回は県道岡崎刈谷線の渋滞解消というような

ことを、なんとかならないかなというようなことで市長さんにもご要望、またご意見をお

聞きしたいなと思っております。

県道 48号線、俗に言う岡崎刈谷線でございますけども、やはり交通渋滞が大変多いとい

うことで、騒音、それから排気ガス、それから生活道路への迂回路等で大変住民生活に大

きな影響が出ている次第でございます。また、その他 48号線沿いには、岡崎市東消防南分

署がございます。こちらのほうも、緊急のときには車両が大変渋滞等によって出動が難し

いような状況も出ております。移転事業でも課題も多いことは十分承知はしておりますけ

ども、一級河川占部川から東側を片側 2車線にできれば、朝夕の大渋滞はかなり緩和する

のかなというような考えも持っております。皆さんいつも通勤とか、いろんなラジオとか

で交通渋滞というか交通情報というのを聞かれるわけでございますけれども、中部地方管

内におきますと、いつも出てくるのが羽根ガードの件。本当に岡崎に住んでも、三重県の

片端行っても静岡県の片端歩いても、必ずこの地域の名前が出てきます。このようないろ

んなこともございますものですから、ぜひ、先の時間もかかるかもしれませんけども、い
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ろいろな方法で解決をしていただきたいということでございますので、市長さんのお考え

をお聞かせ願いたいと思います。

市長 いつも市政にご協力いただいてありがとうございます。

今の、お話をいただきました主要地方道岡崎刈谷線は県道でございまして、私が県会議

員のときからお話は伺っておるものでございます。特に羽根ガード付近で慢性的な渋滞が

発生しておりまして、周辺にお住まいの方には大変なご迷惑を掛けてるものと思っており

ます。このために、渋滞の著しいエルエルの北側の交差点から国道 248 号線に接続するま

での区間約 2 キロメートルにつきまして、片側 2車線化の早期整備が図られるように、県

の方に出向きまして、第 1番で進めていただけるように要望しておるところでございます。

今年度は、愛知県によりまして、関係機関との調整が進められているというふうに聞いて

おります。今後も早期事業化に向けまして働き掛けてまいりますので、いっそうのお地元

のご協力をお願い申し上げるものでございます。

また、鉄道により分断されております東西の地域をつなぐ道路計画と致しましては、JR

岡崎駅周辺におきまして、駅南に位置する都市計画道路柱町線と北側に位置する羽根町線

の 2 路線の鉄道立体交差構想を予定しております。羽根町線につきましては、近接する県

道岡崎刈谷線の 4 車線化の基本計画がまとまり、県道岡崎碧南線、都市計画道路福岡線と

の交差点等との将来計画が整備された後に、県道岡崎刈谷線の基本計画を見据えて計画を

進めてまいりたいと、このように考えております。このため、岡崎市と致しましては、岡

崎南部地域にとりまして重要路線であり、都市計画上の重要路線であります柱町線のほう

を優先して整備を進めていく予定になっております。

以上です。

司会 それでは、ただいまの回答につきまして、小松様、いかがでしょうか。

市民Ａ ありがとうございました。大変いろいろ、地域が地域でございますので、住民の

住宅もたくさんございますから、時間はかかるかもしれませんけども、ぜひ地元の皆さん

の意見もしっかり聞いていただきながら進めていただきたいと思います。

また、私もあの地域に住みまして相当になるわけですけれども、こちらの問題はだいぶ

前からいろいろな地域の課題でございました。今いろんな話、地域でこんな話してても、

私らが生きとる間になんとかなるのかなあというのが現状心配しております。ぜひ、私ら

がなんとかまだ生きておる間に、大きな目標ができるように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、岡崎学区の代表の方にお願い致します。



11

市民Ｂ それでは失礼致します。どうぞよろしくお願い致します。岡崎学区を代表してお

尋ねをしたりさせていただきますので、お許しをいただきたいと思いますが、その前に、

このように市民対話集会というものを積極的に市長さんが企画していただいたことについ

ては本当に感謝を致します。やはり具体的にこちらの考えもお聞きいただいたり、市のほ

うの構想についてもお聞きする、本当にいい機会だなと感じております。

それでは、質問させていただきたいと思いますが、岡崎学区では今、岡崎駅南土地区画

整理事業とか、針崎東・若松栄地区土地区画整理事業、あるいは都市計画道路を先ほど挙

げましたが、柱町線および若松線の整備事業、さらには占部・砂川の河川改修事業、そし

て針崎ポンプ場に関わる下水道整備事業など、大きな事業が集中して動いているところで

あります。そこで、その関連から二つのことについてお尋ねしたいと思います。

一つ目でありますが、これらの事業の進捗状況についてお尋ねしたいと思います。

本学区の総代会においては、昨年 11 月に市街地整備課など六つの課の担当者の皆さんに

お越しいただき、それぞれの事業の進捗状況の説明と意見交換をさせていただきました。

このときの企画をした段階で、市街地整備課をはじめとする市の担当職員の人が本当に親

切に協力的に対応していたことが非常に印象的に残っております。そこで本席においては、

駅南土地区画整理事業と針崎東・若松栄地区土地区画整理事業に絞って、その進捗状況を

お聞かせいただければありがたいと、こんなふうに思います。

また、地域の街づくりが学区と市の連携によって推進されるよう、今後も情報、意見交

換の場を開催していくようにお願いするところであります。

続きまして二つ目でありますが、二つ目は岡崎小学校の学校用地の早期確保についてで

あります。岡崎小学校の児童数は、学区内のあちこちの住宅建設や宅地造成によって児童

数が著しく増加しております。来年度には 1学級の普通教室分が不足すると聞いておりま

すし、以後毎年 1 学級ずつ不足していくことが予測されています。その上さらには、今日

ここに高木廣行さんという理事長さんが中心で、僕はいろいろ教えていただいております

が、岡崎駅南土地区画整理事業によりまして、近い将来 900 軒近く建設されるということ

もお聞きしております。この現実に対応するためには、やはり早急な学校用地の確保が必

要であり、今この時期を逃すことはできないと、そんなふうに確信しているところであり

ます。

そこでお尋ねですが、この現実に対して何らかの検討が進んでいるかどうかお聞かせい

ただければありがたいと思います。

以上、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す。

それでは、ご回答のほうをよろしくお願い致します。

市長 ありがとうございます。
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ただいまご質問いただきました二つの区画整理事業の進捗状況についてご説明させてい

ただきます。まず、組合施行によります岡崎駅南土地区画整理事業につきましては、岡崎

駅の南西側に位置します面積約 41.17 ヘクタールの区域で、平成 21 年度で事業認可を受け

て事業に着手しております。事業の状況と致しましては、既に換地のための測量や設計を

終えまして、平成 25年 7月に仮換地指定を行いました。また、軟弱地盤対策を含む造成工

事の設計施工の一括発注を行いまして、平成 29 年度までに 5年間で造成工事を進めてやっ

ているところであると聞いております。今後、本格的に造成工事や調整池、道路整備等が

実施されていく予定であります。

次に、針崎東・若松栄地区土地区画整理事業につきましては、岡崎駅東土地区画整理事

業地区の南側に隣接致しました約 5ヘクタールの敷地におきまして、県道岡崎幸田線の拡

幅計画も含めた公共施行の区画整理事業を計画しておりまして、昨年度、地元より区画整

理事業の早期実現について市へ要望書を頂いているところでございます。

また、地元による区画整理推進連絡協議会が平成 23年度に設立されまして、その後、街

づくり検討会や区画整理検討会を重ねまして貴重なご意見を頂いておるところであります。

ご質問いただいております梶尾総代会長さんにおかれましても、協議会の事務局として

大変お世話になっておるわけでありまして感謝申し上げます。これらを受けまして、今年

度市としましても愛知県と区画整理の計画協議をはじめ、関係機関とも事業化に向けまし

た協議を進めております。今後は平成 26 年度に県道岡崎幸田線の都市計画決定、平成 28

年度に区画整理の事業認可の取得を目指してまいりたいと、このように考えております。

今後も地元の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げるものでございます。

一つ目の質問の最後となりますけれども、これらの区画整理事業をはじめとしまして、

道路整備、河川改修や下水道整備も含めまして、大変大きな事業が岡崎学区には特に今集

中しているところであります。ご質問にあります情報や意見交換の場として、昨年総代会

長の発案によりまして、岡崎学区総代会と市街地整備課を含めまして関係 6 課の各事業担

当者によります岡崎学区関連事業情報交換会を開催させていただいておりましたが、市と

しましても大変率直なご意見を頂くいい機会となりまして、今後もこれは継続して開催し

ていきたいと思っておりますので、どうぞこちらのほうもよろしくお願い申し上げます。

続きまして、岡崎小学校に関するご質問でありますけれども、ご指摘のとおり、この地

域は今もう新しい宅地計画がどんどん進んでおりまして、今岡崎に引っ越してくる人がど

こに住みたいかというと、ご当地に住みたいという人が最も多いわけであります。ご案内

のとおり、針崎の新しい団地は 1軒 5000 万～6000 万する宅地でございますけど、あれが

もう造るとはなからどんどん契約が済んでしまうということで、それでこの地域の発展性

というものが、外からおみえになる方にも認識されとるのではないかというふうに思って

おります。しかし、と同時に、この地域の児童数が増加することも必定であるというふう

に考えております。ご指摘のとおり、岡崎小学校の児童数は増加する傾向にありまして、

今後教室が不足した場合には、校舎を増築する必要がありまして、その場合現在の校舎の
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西側に増築することが有効ではないかということで考えております。

しかし、増築校舎の配置計画を致しますと、学校用地内では建設することができないこ

とになっております。岡崎小学校用地の西側では、組合施行による岡崎駅南土地区画整理

事業区域となっておりまして、都市計画道路福岡線と現在の岡崎小学校に挟まれた用地を

学校用地にすることを検討しておるところでございます。今後、岡崎小学校の施設の配置、

拡張の用地の規模などにつきまして、小学校や地域の皆さまのご意見も伺いながら用地確

保について協議を進めてまいりたいと考えておりますので、その節にはまたご協力のほう

もよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

司会 ただいまのご回答につきまして、よろしかったでしょうか。

市民Ｂ はい。大変分かりやすいお話を頂きまして、ありがたく思っております。岡崎学

区は本当に若い人たちの力も大きく活躍をしていってます。そのためにも、どうぞこれか

らもよろしく岡崎学区のことを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、続きまして、先ほどの学区からの要望も含め、市政全般に関するご意見をち

ょうだいするお時間を設けたいと存じます。発言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。

それでは、ご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願い致します。

市民Ｃ 市長さんには県会議員のときから、いろいろとこの地域についてご努力いただい

て、本当におかげさまで組合もここまで来ることができましたので、あらためて御礼申し

上げます。

ところで、今本当に、学区の総代会長さんが申し上げたように、学区内にはいろいろと

これから進んでいく中で大きな課題がありまして、私のほうから一つちょっとお願いがあ

るわけでございまして。今、砂川と占部川が大きな工事をする中で、福岡地内で止まって、

道路がもう通れない状況になる、あるいは郡界橋のところも通れない状況になっておるわ

けでございますが、そういう中で、区画整理地内に都市計画道路福岡線の西寄りに碧南線

があるわけでございますけども、そこの高架の名鉄バスが通っておるところから、高架の

向こうの安城幸田線までの部分が、まだちょっとしっかりした形ができてないように思い

まして、そういったところをこれから本当にどういうふうな状況になっていくか、ちょっ

とお聞きしたいなと思っておりますので、そこら辺をご回答いただければと思います。よ

ろしくお願いします。
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市長 ちょっと個別の案件になりますので、担当部長のほうが詳しいので、担当部長にお

答えさせます。

土木建設部長 皆さんこんばんは。土木建設部長の清水です。よろしくお願い致します。

ただいまお話がありました福岡線でございますが、それよりも砂川改修に伴いまして、玉

川橋、また占部川改修に伴いまして郡界橋より通行止めで、岡崎学区をはじめ周辺の住民

の皆さまに、日常生活にとても大きな支障を来しているというお話がありました。河川事

業の推進のためとはいいましても大変申し訳なく思っています。が、生命と財産を守る河

川事業の早期の整備にはどうしても必要となりますので、ご理解をよろしくお願い致しま

す。また、福岡線の整備につきましても、組合員の皆さまの貴重な財産を道路用地として

ご提供いただけると聞いております。重ねてお礼を申し上げます。

この福岡線は、岡崎刈谷線との交差部を起点に、途中県道安城幸田線を交差し、衣浦岡

崎線に至る延長約 3.9 キロメートルの本市南部を縦断する貴重な都市計画道路でございま

す。現在の状況としましては、岡崎刈谷線から駅南土地区画整理事業の区域界まで、延長

約 1.0 キロメートルまでは完成しております。また、区域内事業につきましては、延長 1.5

キロメートルの道路整備を鋭意進めていただけると聞いております。また、さらに今ご質

問のありました南側の安城幸田線に至るまでの、県施行になりますが 0．7キロメートルの

区間につきましては、現在愛知県に要望順位を上げてでも、この福岡線を早期整備に強く

要望していただけるようにお願いをしているところでございます。

以上でございます。

司会 よろしいですか。

市民Ｃ どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。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、他にご質問のある方いらっしゃいましたら、挙手をお願い致します。

市民Ａ 再度すみません。現状ですけども、この岡崎だけじゃなくて日本全国も病気の件

でございますけども、大変近ごろの病気というかいろんなことも、予防また治療で一番や

はり求められているのが検査だというようなことをお聞きしますし、自分自身もそういう

ことをいろいろ見ておるわけでございますけども。その検査をしていただく病院というの

が、岡崎市の場合にはもちろん針崎のが、ベッドが大変充実して最近はいいなと思ってま

すけども。
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ただ、ちょっといろいろお聞きしたりするところで、はるさき健診センターの例を挙げ

させていただくと、いろんな機器で調べていただいた中で、部分的なことかもしれません

けども、申し込んでもやっぱり検査までの時間が 3 カ月ぐらいかかるところもあると。患

者に言わせると「その間に病気になっちゃうんじゃないかな」というようなことで、地域

の方からも要望が出たんですけども、やはりこんな時代ですから、もっと時間かからない

で、手軽に短時間で検査していただけるようなことができないのかなというようなことが。

また今度は、検査を受けて、その場で検査が出るまでというのが本当に皆さん不安なわ

けでございます。その不安が、大体検査を受けてから普通でいくと 2週間か 3 週間、また

再度行って検査結果を聞かにゃいかんというようなことでございます。こちらもいろんな

ことあるでしょう、分かりませんけど、その 2 週間、3週間ってのは本当に耐えがたい時

間だなというようなこともお聞きしてますし、私もそういうことも感じましたものですか

ら、やはりもう少し早めに検査結果のできるような環境というか、何か方法をまた考えて

いただければありがたいと思いますけれども。ひとつご検討をよろしくお願い致します。

司会 ありがとうございます。

市長 貴重なご意見ありがとうございます。

私も、こないだ針崎のセンターの人間ドックへ行きましたけども、申し込んでから診て

もらうまでに 1カ月かかりまして、それからまた返事が来るのに 1 カ月ぐらいかかってる

わけでございます。これは決して怠けとるわけじゃなくて、かつてよりももっと精密に調

べてるわけなんです。それで、どうしても時間がかかってしまってるそうでございます。

それから、人間ドック申し込んでもなかなか順番が来ないっていうことを言われるんで

すけど、場所を選ぶとそういうことになります。必ずしも大きな病院じゃなくても、民間

の病院でも検査をやってくれますので、どこがこの地域でやっているかちょっと分かりま

せんけれども、決して民間の病院でもレベルが落ちるっていうことはありませんし、もし

そこである程度のことが分かれば、さらに精密検査、再検査ということで大きな病院のほ

うに行っていただいても。それは十分分かると思いますので、そういう形でなるべくやっ

ぱり、ある一定の年齢になられましたら、1年に 1 回は必ず受けていただきたいなと、こ

のように思いますので、よろしくお願い致します。

市民Ａ 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、他に何かご質問のある方、いらっしゃいます

でしょうか。

市長 この大勢の前では聞きにくいという方がございましたら、私しばらく残っておりま
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すので、一言文句が言いたいという方はぜひまた後でお受け致しますので、何かあればよ

ろしくお願い致します。

司会 それでは、ご質問も尽きたようでございますので、最後に内田市長からごあいさつ

をお願い致します。

市長 皆さん、今日は寒い中、夜遅くまで本当にありがとうございました。

今、全市の各所でこうやって市民対話集会をしますと、大勢の方に来ていただけます。

そのときに、ある程度的確に答えれることもありますし、また、なかなかはっきり申し上

げることができないこともございます。また、時間がかかる話、法律的な問題をクリアし

ないと手が付けられない話、予算的に簡単にはできないこと、さまざまあるわけでござい

ますけれども、今回私たちがこういったことをやらせていただいておりますことの中の一

番の意義というのは、初めにもお話し申し上げましたけども、市会議員さんからはいつも

問題をご指摘は頂いております、それから総代さんからも頂いとるわけでございますけれ

ども、各地域に生活されてる方々の中から、一般の声としてどういうことがあるか。と申

しますのは、その地域の本当の問題というのは、その地域に住んでる方が一番よく知って

みえるわけでございます。そういった生の声を拾い上げていこうというのが私たちの今回

の試みであるわけでありまして、すぐできること、できないことがありますけれども、今

日は市長をはじめ副市長、そして各担当部局のトップもそろっておりますので、そうした

者がこの地域における問題は何があるかということを認識すること、それが一番の問題で

ありまして、私たちはちゃんと聞かせておりますので、どうかそういうふうにご理解いた

だきたいと思います。

また、これから岡崎もさまざまな意味で大きく移り変わっていくわけでございまして、

その節にはいろいろとご無理を申し上げることもあるかもしれませんけれども、私たちの

子どもたちがこの岡崎に生まれたことを本当に良かったと思えるような、そんな夢のある

すばらしい岡崎を作っていきたいと思っておりますので、どうぞこれからもご協力賜りま

すことを心からお願い申し上げまして、きょうの御礼の言葉に代えさせていただきたいと

思います。それから市会議員の先生方、どうも最後までありがとうございました。

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)


