
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年２月２７日（木）午後７時

場所：美合学区市民ホーム
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市長 皆さまこんばんは。大変お足元の悪い中、こうして多数ご参集いただきましたこと

を、まずもって御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、ご協力をいただいておりますことに、あらためて御礼を申し上げます。

本日、この会場の設営にあたりまして、電気が止まってしまったそうでございます。地

元の皆さまがたのご協力のおかげをもちまして、今日、会場がこうして使えるようになっ

たわけでございますけれども、このことを踏まえて、しっかり市のほうからでも補修させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、早いものでございまして、一昨年の市長選挙以来、これで 1年と 4 カ月が経過し

たわけでございます。選挙の際に市民の皆さまにお約束しました公約につきましては、私

なりに優先順位を考えまして、準備の整ったものから順番に手掛けてまいったわけであり

ます。私学助成の拡充や、医師会から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、早々に実現することができたところでございま

す。また、昨年の 4月には、民間活力を活用いたしました岡崎活性化本部を立ち上げるこ

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、行政と連携いたして推進してまいっておるところでございます。

また、このように市民の皆さんの声を直接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月からスタートいたしまして、本日が第 12 回目となるところであります。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、市内全ての学区を回りまして、市民の皆さまがたからの声を

聞かせていただく予定でおります。本日も多くの皆さまからの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、昨日からちょっと花粉症の影響もあるのかもしれませんけれども、風邪がちょっ

とぶり返ってしまいまして、お聞き苦しい点、お許しいただきたいと思います。

また、市民対話集会だけではなくて、「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私が自ら出向いての講演会も、昨年 1 年間でもう 30回以上行いまして、

私の目指します岡崎市の将来像につきまして、各地でお話をさせていただいてるところで

ございます。その他の公約につきましても、就任直後から市役所内の担当部局で協議を行

いまして、それぞれ現在も引き続き調査研究を進めているところでございます。

さて先日、平成 26 年度の当初予算案を発表しましたところでありますが、私にとりまし

ては今回が 2 回目の予算編成となしました。第 1回目は、前の市長さんからのことを引き

継いでいるのもございましたが、今回は本格的に私が主導権を取っての予算編成でありま

すから、それだけ責任の重いものになっているというふうに感じております。平成 26 年度

は、景気回復に伴いまして税収の増加が見込まれることに併せまして、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あ

たりましての大切な準備の年になると、このように認識しております。そのため、「夢ある
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次の新しい岡崎を創る予算」と位置付けまして、今回も予算編成に努めてまいったところ

でございます。

市民生活に関わる予算の一例を挙げさせていただきますと、学区総代会や町内会が主体

的に取り組む、地域活動を支援するための地域協働推進事業費補助金を新たに交付させて

いただきます。また、高齢者肺炎球菌ワクチン接種につきましては、対象年齢を 75歳以上

から 65 歳以上へと引き下げまして、接種を希望する 65歳以上の市民全員に接種ができる

ように公費補助も実施いたします。

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

して年々増加傾向にあるため、新たな事業を行うためには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、既存の税収の中で既存の事業を見直すだけでは

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は税収のアッ

プが必要となりまして、そのためには地域経済の活性化が不可欠であります。

いまさら申し上げるまでもありませんが、この岡崎の豊かさの根源っていうのはモノづ

くりであります。そのモノづくりに対しては、今後もしっかりと力を注いでいくわけであ

りますけれども、さらなる活性化のために、私は岡崎独自の歴史、文化遺産を中心とした

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たいと、このように思っておる

ところであります。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など、

岡崎にしかない宝を使って、それを生かした街づくりを進めていきたいと考えております。

岡崎には、国の重要文化財に指定されております建造物が名古屋よりも多い 13 もあるわ

けであります。また、京都よりも多いといわれる神社仏閣ですが、そういったことを意外

と私たち市民が知らない。その価値を十分認識していないわけであります。これまでその

ためにこうしたものが十分な活用がされていなかったのではないかと思っております。ま

ずはこうした岡崎が持つ宝の本来の価値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はなくて、岡崎のジャズだとか岡崎のまぜめ

んといった音楽や食べ物、さらには葵武将隊やオカザえもんなど、新しい要素も加えてま

いりたいと、このように思っております。

そして、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計画であります。

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、ビル街や住宅風

景など味気ない風景がずっと続いている中、突如、矢作川が見えてまいります。乙川の流

れとともにお城と川沿いの緑の水辺が現れまして、毎回こうした風景を見るたびに、岡崎

に帰ってきたなあと、この光景を見てほっとした思いをしたところであります。皆さまが

たにも同じような経験がおありになるのではないかと思いますけれども、ことに、乙川と

お城が作り出す空間というものは、よその町ではなかなか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言えます。これら乙川と矢作川は、岡崎の町の中心
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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、岡崎の街づくり、あ

るいは市民生活の価値の向上、さらには観光資源として極めて大きな潜在価値を持ってお

ります。私も、昨年の夏に自ら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、これはとても 38万都市の市街地を流れる川沿いの風景と

は思えないすばらしい自然景観が広がっていることを再認識いたしまして、今までこれが

放っておかれていたということが信じられない思いでありました。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

カヌーの練習を行ったり、先ほど映像にもちょっと出ておりましたけれども、私が小学校

の頃には、乙川には、ちどりとフカミという 2 軒の貸しボート屋さんがありまして、友達

と小遣いを出し合ってボートに乗ったりもしたことがありましたけれども、そんな貸しボ

ートも復活できないかと、こんなふうにも考えております。

また、毎年桜の時期に合わせて行っております岡崎城下舟遊びでは、これまでの観光船

に加えまして、今年は新たに手こぎボートの貸し出しを行い、さらなる水辺空間の創造に

努めてまいりたいと思っております。ただ、貸しボートといいましても、最近の若い人た

ちの中には、手こぎボートのこぎ方を知らない人も居ますので、そのこぎ方を教えながら

こういったものをやっていきたいというふうに考えております。ご当地におきましては、

昔大平に天然プールがあって、水上すべり台などがあったわけでありまして、私は昔こち

らに来させていただきました。当時本町には龍宮がありまして、今もありますけれども、

市民の憩いの場であったわけであります。そのようなものも、またそれを復活するという

わけじゃないですけど、そのようなものも順次できることならば手掛けてまいりたいとい

うふうに思っております。

次に、ツインブリッジ構想についてでありますが、市街地の中心部に架かっております

殿橋と明代橋の 2 本の橋は、いずれも設置後長い年月を経ておりまして老朽化が顕著であ

ることから、これを新しい岡崎のシンボルとして整備していきたい、これが選挙のときか

ら訴えてきたことでございます。さらに乙川の周辺には、夜間極めて暗くなりますので、

照明施設を整備していくことが不可欠であるというふうに考えております。乙川の周辺を

明るくするだけで、岡崎の町の雰囲気はがらりと変わると思っております。

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岡崎に視察に訪れていただきました。ちょうど今写真に写っておりま

すのは、国交省の担当官の方がおみえになった図でございます。殿橋のたもとでございま

す。この地域をご覧になった方は、皆さん岡崎の持つ水辺空間のすばらしさに大変驚かれ

まして、国交省が現在推奨しております川街づくり推進事業、こうした国の施策をうまく
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使いながら整備を進めていくべきだといったコメントも頂いておるところでございます。

しかし、実際にこれを利用して楽しんでいただくのは、個々の市民の皆さまや市外からの

お客さまなどであります。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

も必ずしも喜ばれるものができるとは限りません。このため、川の水辺や橋梁をどのよう

に整備していけばよいか、岡崎活性化本部と行政が連携して整備を検討することといたし

ておるところであります。私も時々議論の場に参加いたしまして、さまざまな分野の専門

家による熱心な議論が行われている状況を垣間見ておるところであります。

また、昨年の暮れから今年にかけて実施いたしました乙川リバーフロント・アイデア・

コンクールには、私たちは当初 300～400 応募があればいいなと思っとったんですけども、

それをはるかに上回ります約 2500 点の絵や作文が集まったところであります。私も、これ

らの作品をじかに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、岡崎の市

民の皆さまがこうした課題をいかに真剣に考えているか、私自身なるほどと思ったものも

数多くその中にあったわけであります。中には、河川整備にはどうかと思いますけれども、

街づくりの参考になる作品もありましたので、そんなアイデアも今後の参考にさせていた

だきたいというふうに考えております。このような多くの作品の中から特に優秀な作品を

選びまして、先日表彰させていただいたところであります。

また、3月にはりぶら並びに市役所におきまして、こうした作品を展示しておりますので、

皆さんもご覧いただければというふうに思っております。このようなさまざまな市民のア

イデアや思いを踏まえた検討が進められ、今月の 12 日、その成果を提言として活性化本部

リバーフロント部会から提出していただいたところであります。

この提言の大きなポイントとしては、殿橋を含む橋の整備、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けれども、日本土木

学会によりまして、これは近代土木遺産に指定されておるわけであります。昭和のデザイ

ンを後世に残す意義も大きいことから、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、このように言われました。

さらに、「殿橋と明代橋の間、中央緑道の延長線上に当たる乙川に新しい人道橋を建設する

ことが望ましい」。このように結論付けられておりました。

ツインブリッジ構想を発表しました当初、「これはどんなことをやろうとしているのか分

からない」という一部の市民の声がありましたので、昨年の春、私が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ものであります。もとよりこれは一つの参

考プランでありまして、このように決定したわけじゃないんですけれども、「何も決まらな

いうちに市長が試案を出すな」といったお叱りの声も一応頂いたところであります。そん

な私のラフスケッチも一つの材料に、十分な議論を行っていただいた結果、今回のような

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て、私自身も市民対話集会などさまざまな
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機会をとらえまして、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

想を説明をして、ご意見をちょうだいしてきたところであります。こうした経緯を踏まえ

まして、さらにこの場所に新しい橋が架かることで、この橋をイベントにも活用すること

ができますことから、市としてもこの提言を尊重していきたいと、このように考えており

ます。この橋は、公園の整備の一部として岡崎市が考えておるわけでございますけれども、

人道橋にするということになりますと、岡崎市が独自でフリーハンドでこれを建設できる

ようになるわけでございます。この橋はこれから、今イベントと言いましたけども、さま

ざまなことに使っていけるように考えておりますが、同時に二つの殿橋、明代橋が老朽化

している中で、災害のときにこの橋を緊急車両が通過できるぐらいの強度を持たせる橋に

はしたいと、このように考えておりますので、そのようにご理解いただきたいと思ってお

ります。

また、新しい橋の計画というのは、今回突然出てきたプランではなくて、ここに橋を架

けるということは今から 30～40 年前からあったものであります。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、技術面や法律面での制約がかかる中で、どんな構造の

橋にするのか、あるいは橋の外観や欄干などのデザインはどのようにしたら一番市民に喜

ばれるのか、こういった具体的な検討を積み重ねてまいりたいと思っております。このた

め、平成 26 年度の予算には、現地の測量と調査を行い、橋の計画案を作成するための予算

を計上しているところでございます。

また、提言でも述べられておりますとおり、殿橋の老朽化は深刻な問題でありまして、

いずれにせよ早急な対応が求められております。

この写真をご覧いただくと分かると思いますけれども、これは私が車で走っていたとき

に、車の中から気が付いて写真を撮ってもらったんですけれども、幅 2 センチ、高さ 1 メ

ートルぐらいの亀裂がこの主脚には入っているわけでございます。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明らかなとおり、

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 3万台ほどの車が往来しておりまして、まさに市の南北を結ぶ主要道路となってるわ

けですが、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聞い

ておるところであります。さらに、殿橋は橋脚が 11 本もありますので、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まして、市街地に洪水を引き起こす危険性も

あるわけであります。この写真は、昨年の秋の台風の後のものでございますけれども、こ

の下にあります潜水橋などは、まるで森のように流れた木で埋まっております。殿橋が建

設された当時の技術ではこうしたこともやむを得なかったわけでしょうけれども、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、こうし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につきまして

は、2代目前の中根市長の頃にも出ていたわけであります。

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
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な機会をとらえて、根本的な改修の実施を要望してきたところでありますが、つい先日、

こうした要望に対しまして、おおむね 2年間で殿橋の老朽化対策を実施していく予定だと

いうことを、県から直接ご説明をいただいたところでございます。市民の皆さまが安心し

て使うことができて、しかも岡崎の顔にふさわしい橋となるよう、これから県と具体的な

内容を十分に協議しながら、老朽化対策も含め検討し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の像を設置することが望ましい」、

「岡崎公園や周辺の主要道路の照明施設については早期に整備を図っていくことが必要で

ある」といったご提言も頂いております。これらの課題は、私自身も実施が必要であると

考えていたものでありまして、速やかに対応してまいりたいと考えており、今回具体化に

向けた検討のための予算措置も講じているところでございます。これはこういう形に作る

ことが決まったというわけじゃなくて、このようなものを考えていきたいという一つのこ

れもプランでございますので、ご理解いただきたいと思います。

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

てまとめていただいたものばかりであります。できれば全ての項目を速やかに実施してい

きたいというのが私の率直な感想でございます。

しかし、法制度や技術の問題などの詰めが必要な課題や、岡崎市独自では実施不可能な

項目も含まれておりますので、行政の対応の求められている項目につきましては、どのよ

うに対応していくのが一番いいのか速やかに決定し、また活性化本部で引き続きご検討い

ただく内容には、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

というふうに考えております。

こうした計画を発表すると、「また中心市街地だ」という声をよく言われるわけでありま

すけれども、歴史上、中心地に元気のない国や地域が栄えた例っていうのはないわけであ

りまして、これからこれらの施策を推進することで、まず中心部が元気付いて、その活気

を市内の全域に広げたいと思っておるわけでございます。そのために、市内に点在する観

光地を線で結ぶための仕掛けだとか、四季を通じて岡崎にさまざまな観光構想を設定し、

お客さまにおいでいただき、快適な時間を過ごしていただくための環境づくりを行いたい

と、このように考えておるところであります。そのために、今年度開発いたしましたスマ

ートフォン向けの観光アプリの普及促進や、テーマや季節に応じたミニ観光ガイドマップ。

これは私がジャンボエンチョーやカーマホームセンターに行きましたときに、ドゥー・イ

ット・ユアセルフのコーナーに 50ぐらいいろんな小っちゃなメモが並んでまして、ペンキ

の塗り方、水周りの工事の仕方、項目別に的確な案内があったわけでありますけれども、

これをなんとか観光に生かせないだろうかということで提案したところ、担当部局が一生

懸命作ってくれたものであるわけであります。鉄道車両もまた、鉄道車両に観光広告をラ

ッピングいたしまして観光 PR。これは大きなシートを電車に貼るわけでございますけれど

も、そのようなことを含めまして、さまざまな手段を使って岡崎の観光ということを強く

PR してまいりたいと考えております。
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また、私自身もトップセールスといたしまして、まぜめんの PR や、岡崎にウオーキング

で訪れた方のお出迎え、さらには東京に出向きまして観光情報の発信など、自らが先頭に

立ってできる限りの観光 PR を行ってきた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、岡崎の魅力を市の内外に発信してまいります。

さらには、今年度は春の桜まつりや夏の花火大会、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、見ても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たイベントを開催いたしまして、市内への誘

客を促し、市民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。先日行われました消防の出初め式などは、私たちの予想をはるかに上回る 4000 人ほど

の観客がおみえになりましたし、知事の代理でみえました副知事が、「県下の各地の消防の

出初めを見てるけれども、これほど見事な消防の出初めをやるところは他じゃないですね」

と、このように言って帰っていかれました。

一方、最近では観光に対するニーズというものも多様化してきております。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はないかというふうに思います。産業観光は、本市の経済の柱で

ありますモノづくりを観光資源としてとらえて、企業博物館や製造工程の見学、あるいは

体験を通じまし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、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

を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できます。

先日、私は三菱自動車の岡崎工場を視察させていただく機会がございましたが、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、大人が見ていても大変興味深いものでありました。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ができるものであるとあらためて実感したとこ

ろであります。

たまさか、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 5 月にその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ので、

面倒を見てほしいという要望がございました。私は、これを一つのモデルケースといたし

まして、岡崎市とトヨタ自動車の工場見学に訪れる予定を今しておるところでございます。

このように、さまざまな機会を、岡崎市を PR する機会としてとらえて生かしていくために

も、企業関係の皆さまがた、商工会議所の皆さまにもさらなるご協力を賜りたいと、この

ように思っておるところでございます。そして、ぜひ産業観光も、観光を産業の一選に加

えていきたいというふ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し

たシティーホテルの誘致にもつながると考えております。民間企業は大変シビアでありま
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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、向こうから進出さ

せてくれと言わせるそんな土台づくり、環境づくりが今の岡崎には必要ではないか。この

ように考えておるところであります。それが私がイメージしております観光産業都市岡崎

の未来像であります。

また、一昨年の市長選挙におきます争点の一つでもありました市民会館についてであり

ますけれども、これも利用者のご意見を伺いながら、新文化会館の建設を推進するのか、

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た新文化会館の構想では、建設に多額の市費の投入が必要である

とともに、建設が予定されていた康生地区では、国道 1号など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いた岡崎公園多目的広場は史跡保護のために利

用できない。また、公園法の関係で、敷地面積にもうこれ以上建物を建てることができな

い。そんなことも分かったところであります。また、新文化会館を建設する場合でも、そ

の完成までには少なくともこれから 7、8 年かかるわけであります。その間市民会館を安全、

安心にご利用いただくための対策工事は必至でありまして、もしこの工事を行わないとす

るならば、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す。そのため、

市民の皆さまの文化活動拠点が失われるなどになってしまっては大変であると思っており

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、まさに老朽化が進み、

施設面、安全面で多くの課題を抱えております。しかし、建物自体には 20年以上のまだ耐

久性があることが今回の調査ではっきりいたしました。また、安全対策の工事に少し追加

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

施設が抱えておりますさまざまな問題についてもある程度解決できることが判明したため

に、市民会館の長寿命化するということにいたしたわけでございます。今後、平成 26 年度

には改修に関わ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

ューアルオープンを目指して進んでまいりたいと考えております。改修後のイメージパー

スは現在皆さんにご覧いただいているとおりでございます。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と、このように思っております。

また、別の観点から、長く市民に親しまれ愛されている市民会館を今後も残すべきであ

る。こういった声もあります。諸外国では、町のシンボルとして歴史的な施設を手入れし

て長く使っているケースというのも多く見られるわけであります。冷蔵庫やテレビではあ

りませんので、必ずしも新しいばかりが価値であるとは言えないわけであります。

もちろん、だからといって新文化会館をもう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、どのような規模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、検討してまいりたいというふうに考えております。

また、セルビの跡地につきましては、当面の間、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、イベント広場としても貴重な場所になる

というふうに考えております。さらに、太陽の城の跡地につきましては、引き続きホテル
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誘致を進めてまいります。正式契約となるまでには、駐車場用地や河川整備事業の補完を

する用地として活用する予定でおります。どちらにいたしましても、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

というふ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

年経過したときに、「そういえば、岡崎はあの頃から変わってきたんだよね」。そんなふう

に市民の皆さまがたから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の声を積極的にお聞きし、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たいと考えておりますので、皆さまのい

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、ただいまの市長提案説明に対して、ご質問のある方がいらっしゃいまし

たら挙手をお願いいたします。

それでは、次に移らさせていただきます。

次に、地域の要望等につきまして、事前にお願いしておりますので、美合学区の代表の

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。

市民Ａ 先ほどは、市長さんからの立派な岡崎市の発展についてあれしましたが、美合の

町も元気な町につくりたいと、こう思っております。ひとつご協力のほどお願いいたしま

す。

21世紀を迎え、各自治体、各地域では、個人の生活の質的向上と魅力的で活力溢れる街

づくりが求められていると思います。また、これから社会は高度成長化のスピード感溢れ

る進展で、少子高齢化、経済や科学の進展など、社会経済の変化を受けて、街づくりに対

するニーズはますます多様化、高度化してきております。行政はその受け皿として、今後

の役割を果たしていくことが重要な課題として考えられていると思います。

現在、美合の駅前も昔の面影はなくなってきております。2010 年度春の都市計画マスタ

ープランにおいても、名鉄美合駅前は商業リニューアル地として舗装されておりますが、

現在は、にぎわい地とは程遠いシャッター街と化しております。そこで私たちは、6、7年

ほど前から、地域に密着して買い物難民や一人暮らしの住民のかたがたが安心して快適に

暮らすことができる街づくりを、さまざまな形で検討をしてまいりました。2010 年度のマ

スタープランにおきます地域別構想理念である地域環境を中心に、「便利で快適に暮らせる

町」をテーマに、自分たちのことは自分たちの思いで決めたいという市民として当然の望

みをかなえるべく、さまざまな研究と運動を進めてきました。先祖から受け継いできた財
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産を次世代にどのような形で引き継がせていくのか、われわれは悩み続けました。2010 年

度マスター年度は、大平地区の街づくり構想図の中で、川田、美合西、天白地域の一部が

遊水地、生田屋敷、天白地域の一部が沿道複合地と一般住宅地として、県道 48号線を境に

計画目標とされております。

そこで質問に入りますが、第一に遊水地について。県道 48 号線北側における遊水地は愛

知県の事業として位置付けられておりますが、現在地下水の測量が 8カ所で続けられてい

る状況で、事業計画が前に進んでいるようには思えないのです。この地域の田や畑は、毎

年のように台風などの水害により浸水被害を受けております。地域住民や地権者に対する、

計画の進歩に対する状況の説明がこのところ数年ありません。これからの遊水地の事業に

ついて、市としての県への働きかけをどのようにされておられますか、お伺いしたいと思

います。

第二に、県道 48号線南側の生田屋敷、天白地域の市街化要望につきましてお伺いいたし

ます。先ほど述べましたように、この地域はマスタープランにおいて市街化が必要である

旨の地域として指定されております。住民一同はこの地域を、便利で快適に暮らせる町と

して、地権者賛同のもと市街化区域への編入を 25年 10 月に請願書を提出させていただき

ました。その後、幾度か市役所へ出向きましてお話を進めてまいりましたが、26 年 1 月現

在、進展を見ずに経過しております。美合地区の活性化とにぎわいを取り戻し、地域の街

づくりができますように、早急な市街化編入の手続きを一刻も早く進めていただきたいと

思います。この件について、進歩状況につきましてお伺いさせていただきます。地域住民

を代表しまして、市街化編入を要望しておきます。よろしくお願いします。

市民Ｂ 発言の機会を頂きましたので、今のことに関連してちょっと発言させていただき

ます。よろしいでしょうか。

市長 関連ですか。

市民Ｂ はい、関連です。私この美合地区の住民から、はっきり申し上げて遊水地域とそ

れから市街化地域、この両方の地権者でもございます。そういう立場から少し意見と要望

を述べさせていただきたいと思います。

まず遊水地についてですけれども、先ほど発言がありましたように、ここ数年は地下水

の水利調査のみで事業が前に進んでいるようには見えません。前のように台風や大雨の影

響によって発生する浸水被害は、それほど重篤な被害状況ではありませんので、被害の補

償や補てんについての地権者、営農者からの県や市に対する要求はしていないのが現状だ

と思います。前の浸水被害は、遊水地域の 40～50 パーセントに及んでおり、実質この地域

については遊水地としての役割を果たしているのではないかと思います。

昨年も台風 18 号がございましたけれども、このときにもやっぱり 50 パーセントぐらい
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の浸水被害がございました。市長さんはこのとき丸山の住宅のほうへ出向いて、浸水被害

をご覧になられて、こちらの乙川のほうの浸水被害もご覧になられたとお聞きしておりま

す。現状も遊水地として機能、役割を果たしているんじゃないかというような気もしてお

ります。地権者の中に、遊水地計画がいつ実行に移されていくのか分からない状況のもと

で営農に対する不安感を持ち続けているのが現状です。トラクターやコンバイン、農業機

器の更新についてどうしたらいいのかということを考えあぐねているというのが現状だと

思います。県の河川課に問い合わせしても、5 年でできるのか、10年でできるのか、15年

でできるのかという具体的な年数については、はっきりした答えが返ってきません。私も

何回か河川課のほうにもお伺いして話を聞きました。計画はあると。ただし図面はないと。

年数も分からないと。じゃ白紙じゃないかというような話もしておったんですが、そうい

うことで、そういう答えしか返ってきません。また、遊水地計画の地域の地権者の中には、

具体的にこうこうしてほしいよというような提案をお持ちの方もおみえになります。その

具体的な提案についてはちょっとここでは控えさせていただきますけれども、住民、地権

者の意見や要望を真摯に真剣に受け止めて、計画が前に進んでいくことを期待しておりま

す。

それから第 2は、生田屋敷、天白地区の市街化について、もう少し意見とちょっと要望

を述べたいと思います。

昨年 10月に陳情書を提出させていただきました。以降、市役所の担当窓口、都市計画課

なんですか。窓口の交渉については、先ほど話がありましたように、われわれにとって目

に見えて進んでいるというふうには思えない状況なんです。私も何度か市役所に足を運ん

で、担当窓口の方とお話ししてるんですが、なかなか具体的な進展がないというのが現状

だと思います。私たちの計画については、開発計画についてですね、おおむね都市計画課

のほうに、こんなこと考えてるんだよというようなところはお話しさせていただいており

ます。そういう計画の中で、私たちはこの地域を一括して開発したいと考えております。

そのために市に対しては、近隣商業地域もしくは第 2 種住居地域として市街化していただ

きたいという要望を持っております。市街化ヘの効果や評価についてはいろんな意見があ

ると思いますけれども、昨年の 12月 24 日、これは『中日新聞』なんですが、興味深い記

事が掲載されておりました。その記事は、『ショッピングセンター開業ラッシュ』との大見

出し、中見出しには『倍増の勢い。自治体が誘致を後押し』ということの見出しの記事で

した。これは日本ショッピングセンター協会発表の内容で掲載されておりまして、その中

で協会の談話として、出店増加の背景について、『税収や雇用を確保したり、地方自治体が

経済活性化のために誘致に前向きなため』だというふうに分析しております。ユニーは、

今年ショッピングセンターを 5カ所ほどオープンするということで聞いておりますけれど

も、そのユニーは、『新しい入り口で、面白いテナントで集客力を高めたい』というような

意気込みを、その中でコメントとして発表しておりました。自治体、ここでいう岡崎市で

すけれども、岡崎市にとっても税収の確保や雇用の確保、それから地域の活性化について
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は異論のないところだと思います。美合地区の活性とにぎわいを取り戻して、市民が快適

に、そして便利に暮らせる街づくりをお願いして、市街化編入について早期に実現してい

ただいて、美合地区の活気ある街づくりを推進していただきたいなと思います。

それから私も、遊水地域と、それから市街化要望地域の両方のところに土地を持ってお

ります。その生田屋敷、天白地域というのは市街化要望地域の地権者と遊水地域の地権者、

これは 3 分の 1ほどおります、共通しております。約 3分の 1 の地権者が市街化要望地域

の地権者であるわけですね。この 3分の 1 の地権者は、生田屋敷、天白地区の市街化編入

が早急に実現できれば、遊水地計画に対しても支障を起こさない配慮をしたいと。遊水地

計画の促進について働きかけをさせていただく所存です。いずれにしても美合地区の活性

化、美合地区が本当ににぎわうそういう地域に私どもしたいと思っております。そういう

希望を真摯に真剣に受け止めて、市長さんに要望したいと思います。よろしくお願いしま

す。

司会 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

市長 ありがとうございます。皆さんがいかに真剣に地元のことを、また岡崎のことも考

えていただいているか、話を伺っててよく分かりました。

今のお話というのは新しい話ではなくて、私も県会議員のときには、度重ねて地元から、

また個別でも頂いてる陳情でございまして、歴代の副市長、担当部長に直接直談判したこ

ともある課題であるわけでもございます。

今回、これが遅れてしまったというのは、いまさら言うまでもありませんけれども、先

般の 8月末豪雨災害によりまして、あれが緊急豪雨災ということに指定されまして、向こ

うが先行してしまったために後回しになってしまったということがあるわけでございます。

決してさぼっておって遅くなっとるわけではないので、それだけはご理解いただきたいと

思います。

まず、生田屋敷、天白地区の市街化編入の要望の件でございますけれども、地権者の代

表の方から提出されました要望書は承知いたしております。都市計画の担当課は、都市計

画としての考え方、類似のケースでの法的な手続きの進め方などを代表者の方に説明して

いるというふうに聞いております。また、地元に出向いて説明会を開きまして、主立った

地権者の方にもご説明しておるそうであります。こうした街づくりでは安全、安心を確保

することが重要でございまして、特に新たな宅地として市街化区域に編入する場合、周辺

の生活環境に悪影響が出ないように、さまざまな観点から対策を講じる必要があるわけで

あります。街づくりの方針としまして、都市計画マスタープランにはお書きいたしました

けれども、だからといってこの地域を無条件に市街地に編入できるということではないわ

けであります。もっと分かりやすく言うと、大雨が降れば間違いなく水没するというとこ

ろをそういうふうに、許可がまず下りないと思います、申請しても。大切なのは地権者だ
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けではなく、地域周辺住民の皆さんが安全、安心に生活できること、その中で今後乙川の

河川改修が進み、その地域の治水対策を万全に整備させることが、市街化区域に編入する

際の絶対条件であるというふうに考えておるところでございます。

次に、ご指摘の遊水地についてでございますが、この遊水地約 70万平米、約 17.2 ヘク

タールは、愛知県の乙川圏域河川整備計画の中で、吹矢橋から乙川合流点までの 9.2 キロ

メートルを、河道改修と併せて遊水地の整備を進めることになっております。先ほど、整

備計画がないということを言われましたけれど、私が県会議員のときにも遊水地の計画は

ちゃんと図面で見ております。それが撤回されて違うものに変えられてれば知りませんけ

れども、私はちゃんと図面を見ておりますので、河川計画、遊水地計画はちゃんとあると

思います。

その河川整備は、竹橋下流から順次上流に向かって整備を進めていくと聞いておるとこ

ろでございます。しかし、六斗目川の下流域や丸岡橋の周辺地域におきましては、平成 23

年、24 年、25年と浸水被害が発生しておりますので、乙川の河川改修と遊水地の整備が特

に急務であると考えられております。そのため、西三河建設事務所や県庁で開催される要

望会へは私自らが出席いたしまして、乙川の早期改修を強く要望してきているところでご

ざいます。県からは、伊賀川をはじめとする床上事業が平成 25年度、26 年度でおおむね完

了することから、平成 26年度以降に乙川の整備事業を積極的に進める予算確保に努めてい

ると、このように回答を頂いているところであります。市といたしましても、連続的な予

算確保をしていただき、遊水地整備が少しでも早くなるよう、これからも県に要望してま

いりますので、地元の皆さまがたのご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げるものでござ

います。よろしくお願いいたします。

司会 よろしかったでしょうか。

市民Ａ よろしいです。

司会 では、引き続きまして次の質問のほうに移らさせていただきます。

それでは、緑丘学区の代表の方、お願いいたします。

市民Ｇ 私たちの緑丘学区は、若干交通の便が悪いかなと思うときもありますけれども、

大変暮らしやすいいい町であります。本日の対話集会は、市の幹部の方も大勢ご出席いた

だいております。一市民としまして、日常生活に直接関わる問題の意見交換をすべきかな

と思いましたが、私自身が以前から若干気になっておりました、われわれには想像もつか

ないぐらい広大な県の農業大学の敷地について伺いたいと思います。

愛知県の施設とはいえ、遊休地って言ったら大変失礼にあたるかもしれませんが、私の

目から見ますと遊んでおる土地が随分たくさんあるかなというふうに思いますけれども、
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この土地を岡崎市がどのように受け止めて、どのように考えて、どのような動きをとって

いるのかっていうようなことが本日伺えれば非常にうれしく思います。

実際の例としまして、近場ですね。最近では上地にあります総合学習センター、これは

愛知県の勤労文化会館ですか、あれを譲渡していただいたものと思っておりますが、羽根

にあります産業人材支援センター、これにつきましては雇用能力開発機構の岡崎の職業訓

練センター、これを平成 23 年に譲り受けている。こんなふうに承知しておりますが、それ

以外にも、随分前になるかもしれませんが、真伝町にあります県の総合グラウンドですか、

これも譲渡の話があったように新聞の記事には載っていたと記憶しております。美合の農

業大学につきましては、農業の経営者だとか技術者、こういう育成を目的に立派に運営さ

れておりまして、イベントだとか講座、販売、こういうもので地域にも開放されています

し、地域との交流も非常に積極的に取り組んでみえておりますけれども、大学の敷地、整

備すれば大きな大きな余剰地が生まれてくるんじゃないかなと。その土地をもっともっと

効果的に学区の一等地として生きた活用ができると思っております。岡崎市のますますの

発展と福祉と文化の向上ですね、地域の活性化、これを図るために土地の有効活用につい

て、県の管理地とはいえ、受け身ではなく、現状維持ではなく、県に対して市側から積極

的に働きかける考えはないのかっていうようなこともお話をいだだければ非常にうれしく

思います。

折しもつい先日ですけれども、こんなことを私が考えていましたところ、1 月の 14 日の

『中日新聞』にちょうどこんな記事が載っておりました。農業大学の学生寮の建て替えを

したいという県の考え方だそうですけれども、この土地っていうのは住宅地として非常に

皆さんに人気のある地域であります。で、県の考え方によりますと約 4.3 ヘクタール、膨

大な土地だと思います、1 万 2900 坪ぐらいの土地だと思いますが、4.3 ヘクタールを売却

をして、これで得られるであろう約 11億円、これを建て替えの建設費に充てると、こんな

ような報道が載っておりました。ちなみに農業大学の総面積を調べてみますと、トータル

で 38.99 ヘクタールあるそうです。東京ドームが一般的に 4.7 ヘクタールっていうふうに

言われておりますので、東京ドームの約 8.3 倍っていう、ものすごく大きな土地を抱えて

おるようです。岡崎の中心でもありますし、美合から見れば美合の一等地でもありますこ

の土地を愛知県から譲り受けて、箱物ではなくて、市民からアイデアを募って、市民の憩

いの場だとか、ふれあいの場だとか、こういうような活用ができれば大変すばらしいかな

と、そんなふうに思っております。高齢者から子どもを対象にした施設運営がいいのかも

しれませんが、岡崎市の構想、考えがもしございましたらお聞かせもらいたいと思います。

以上です。

司会 ありがとうございます。それでは、回答方よろしくお願いします。

市長 まさに県会議員に立候補していただきたいぐらい見識のあるご意見ありがとうござ
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います。今ご指摘いただきました件につきましては、岡崎選出の歴代の県会議員が、必ず

誰しも 1 回は本会議または委員会で触れてきた問題でございます。

農業大学校でございますから、必ずしもこんなに駅の近くでなくて、額田には広大な土

地があります。あちらのほうに行ったほうが農業の研究をするにはよりふさわしいんでは

ないかと、こういったことを歴代の県会議員が皆異口同音に 1 回は取り上げてきたことで

ございます。しかしながら、なかなか県といたしまして、この場所が大変利便性が高いと

いうこと、そういうこともありまして、話が進むことがなかったわけでございます。

またもう一つ、この農業大学校というのは、私たちは意外と認識不足ですけども、日本

の農業のメッカの一つでもあるわけであります。ですから OB 会が大変強力でありまして、

この OB 会をどうやって説得するかというのも大変な課題であると、このように聞いておる

ところでございます。

今年になりまして、農業大学校の学生寮などの建て替えに伴う財源として、美合駅に近

いトラクター運転コースの敷地を売り払うという報道がございました。美合駅の周辺では、

この他にもいろんな南部の土地区画整理事業や日清紡美合事業所を移転する話などが進ん

でおりまして、場合によりましては都市開発や住宅開発などが行われて、人の流れや交通

状況を一変させるようなことも考えられるわけであります。

こういった状況を考えますと、美合駅を中心として南北両地区の将来像を考えていく時期

に差し掛かっているかもしれないというふうに考えております。

ただ、現時点におきましては、いずれの動きもまだ時期や内容などが不確かな部分が多

くて、直ちに検討を始められるという段階には至っておりません。今後情報収集に努めま

して、時機を失することなく適切に対応したいと考えております。

ただ、私が県会議員のときの最後の私の知り得る情報といたしましては、この農業大学

校は、このまま農業ということだけで特化していくのはなかなか難しいだろうと。将来的

にはバイオテクノロジーを主力に置いたバイオの大学として転換できないだろうかと、こ

ういう意見も最後の所に、一番最後の農林水産委員会で、途中で終わりましたけれども、

農林水産委員会でも出ておったことを記憶しております。

もちろん県のほうから、これを手放したいという話があれば、ぜひまた考えたいと思っ

ておりますけど、なかなか簡単にはいかないんじゃないかと思っております。

いずれにいたしましても、もしそれだけの広大な土地が出れば、これからの岡崎の都市

再開発にとって大変大きな転換点になると思いますので、しっかり注視していきたいと思

っております。

司会 よろしかったでしょうか。

市民Ｃ はい。今度の 4.3 ヘクタールを売却するっていう話ですけども、4.3 ヘクタールっ

ていうのは、売ってしまえば小さな町内が一つぐらいできるぐらいの大きさの土地を売っ



16

てその建築費に代えるっていうことですから、もう少し岡崎市で頑張っていただいて、も

っと県のほうに圧力をかけて、やっていただきたいなと希望しております。

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。発言の前に学区名とお名前をお願いいたしま

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

でお願いいたします。

それでは、ご質問のある方、挙手のほうをお願いいたします。

市民Ｄ こんばんは。まずは、今回このような対話集会を開催していただきまして感謝申

し上げます。

岡町は 3.2 平方キロメートルと広い面積を持ち、昭和 30 年代から工業誘致が始まりまし

た。昭和 60 年には、おかざき子ども美術博物館が開館し、昭和 62 年には市制 70周年記念

として『葵博岡崎’87』が原山地区で開催され、140 万人もの多くの来場がありました。そ

の跡地が葵工業団地として整備され、平成 10 年にアイシン・エィ・ダブリュさんなどの工

場が建設されました。以後、交通渋滞に悩まされてきましたが、岡崎市道路建設課が平成

25 年 7 月より美合小美線の岡町交差点を改良し、右折車線を設置し、交通渋滞解消に着手

していただきましてありがとうございます。平成 27 年度の早期完成を望んでいます。

それでは、美合学区の総意としまして、要望を述べさせていただきます。平成 21年頃よ

り、現在の東部学校給食センターの老朽化に伴う新東部給食センターの移転建設事業に着

手し、平成 27 年 9 月頃に稼働を開始し、その後に現在の建物を取り壊すと伺っています。

取り壊し後の跡地約 5000 平方メートルの整備の一環として、公園整備についてこれまでも

機会ある都度要望してきたところでありますが、今回もこの場をお借りしまして再度お願

い申し上げたいと思います。給食センター跡地周辺が市街化調整区域であり優先順位は低

いと伺っていますが、現在岡町には公園が一つもありません。跡地全てを使用して都市公

園としての整備をお願いしているわけではなく、跡地の一部に 2、3個の遊具とベンチ等を

設置していただき、子どもたちがボール遊びをしたり、老人クラブの皆さんがゲートボー

ルやグラウンドゴルフができる、また非常時には避難場所にしても使用できるといった、

法令に基づく公園ではなく、公園に準じた広場の程度のものを整備をお願いするところで

あります。また、今回の新給食センター9814 平方メートル、建設にあたり貴重な用地を提

供してくださった地主さんにも、提供にあたり地元の要望を最大限尊重していただきたい

旨申し述べているところであります。

以上、岡町の現状と用地収得の経緯を斟酌していただき、ぜひとも美合学区の総意をお

受け取りいただきたいと思います。きょうはありがとうございます。
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司会 ありがとうございました。

市長 東部学区の新しい給食センターの建設につきまして、地域の皆さまがたに大変ご協

力をいただいておりますことに対して、あらためて感謝を申し上げるものでございます。

現在の東部学校給食センターは、昭和 49年の開業で老朽化が進行していることから、地

元の皆さまがたのご協力をいただきまして、平成 27 年 9 月の新施設の稼働を目指して整備

をしておるところでございます。

一方、新施設稼働後の跡地についてでございますけれども、まずは新しい学校の給食セ

ンターの駐車場が不整形でありまして利用勝手が悪いために、建物解体後敷地の一部を活

用して、駐車場として利用しやすいように改修していきたいというふうに考えております。

また、残る敷地につきましては、ご案内のとおりここが市街化調整区域であることから、

法的に都市公園として整備することはなかなか難しいというふうに考えておりますけれど

も、市有地の活用の方法を全市的に検討する場におきまして、恒久的に利用するために何

がふさわしいのか、あるいは暫定的にはどんなことが可能なのか、広場としてはどのよう

に利用ができるか、このことをもう一度考え直してまいりたいと考えております。また、

市民ホールや美合小学校の駐車場が足りませんので、そういうご要望もあるのではないか

というふうなのも聞いております。即、公園というふうにはいかないかもしれませんけれ

ども、子どもさんが遊ぶだけの広場としては使っていただけるんではないかというように

個人的には思っております。

司会 ありがとうございます。それでは他に。

市民Ｅ 先ほど、美合の南部の開発の話が出ました。いろんな意味で、これから南部の所

はますます住民も増えてまいります。

それで質問は、名鉄美合駅は、現在の乗降口が北側だけでございます。南側はご存じの

大きな工場がございまして、昔から全然変わっておりません。そういったところで、住民

が踏切を渡って乗降しなければいけないということが解消できればというふうに思ってお

りますので、駅の南側の土地確保というのは可能性があるのかどうかということを質問し

たいと思います。

司会 ありがとうございます。どうぞ。

市長 美合駅の南側は、今、私の両親もお世話になっておりますし、私も多分老後はお世

話になるんじゃないかと思っておりますので、個人的にも関心を持っておるところでござ

います。

美合駅は現在 1 日に約 7400 人もの乗降客がある急行停車駅でありながら、南口への乗降
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口がなくて、住民の皆さまにとっては大変利用しにくい駅となっていることは承知してお

ります。現在、美合駅の南側では、蓑川南部の土地区画整理事業、日清紡美合事務所の移

転、廃止が今年になって。また、今年になって報じられました、先ほど出ました農業大学

校敷地の一部売却などの動きがあります。場合によりましては、美合駅の南側で大規模開

発が行われるなど、人口の集積が進み、美合駅周辺の人や交通の流れを一変させるような

ことも考えられるというふうに思っております。

ただ、現時点ではそれは話としてはありますけれども、まだその動きも、時期も、内容

もまだ不確かな部分が多くて、すぐに検討を始められるという段階には至っておりません。

今後情報収集に努めまして、適切に対応したいというふうに考えております。

また、前々から名前が出ております中川ヒューム管の移転の問題も耳にしておりますけ

れども、こちらもまだ決まった話ではございませんので、またこちらにも情報はきちんと

われわれが入れるようにして、対応してまいりたい。こんなふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

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。それでは、他にご質問のある方。

市民Ｆ 今までは総代さんが質問して、一市民も質問したいなと思って。

市長さんが市民対話集会をいろんなところで開いておるということは、一市民としては

非常にいいことだなということで、どんどん続けて、継続してお願いしたいと思います。

ただ、市長さんがこれから岡崎をリバーフロントというか、そういうことを発題して、観

光産業都市を目指していきたいんだというようなお話を受け止めまして、私も岡崎市って

いうのはどういう方向に行くんだろうかと今まで思っていたんですけれども、今日の対話

集会でよく理解したつもりでおります。

ただ、市長さんのお話を聞きまして、産業観光都市になったらどんな市になるんだろう

かというところが、いまひとつ私にはちょっと。もっと私としては、安心、安全な暮らし

やすい市になるのだろうかというところが、いまひとつちょっと理解がまだできてないの

かなと思って。

で、特に毎日生活をしてるのに、先ほど来のハードなことをやられることに対しては非

常に分かりましたけども、もうちょっと心の通いのある暮らしやすい街づくりというのが

ちょっと見えてないなと。先ほど、一つの提案なんですけども、リバーフロントの中でも、

あそこの所にもっとやっぱり花とか、あるいは鳥がさえずるような、そういうリバーフロ

ントにして、和むというか心を癒やす、そういうリバーフロンにしていただけたらなと。

それもご提案の中の一つに多分全てあるかと思いますけど。

それと同時に、岡崎は交通事故が非常に多いというか、排ガスも結構国道 1 号線が真ん
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中に通ってるというか。そういうことに対して、もう少し道路整備ですね。こないだの水

道管の配管を埋めても平たんではないんですね。夜見ると非常によく分かるんですよ。だ

から市長さんをはじめ市の役所の人も、夜来て本当にきちっと回ってるかと、そういう確

認がいまひとついろんなことで、コンファメーションという仕事が、日本国中、岡崎も含

めて少し足りないんじゃないかなというふうに思います。

話がちょっとそれてしまったんですけども、安心、安全な交通事故のない町のための一

つの提案としては、例えば土曜日とか日曜日ですね、各国、日本でもやっておるんですけ

ども、車が通らない時間帯をもう少し作って、もう少し人が通い合うというか、そういう

ようなことも考えてもいいんじゃないかなと。例えば今度の振動ですか、殿橋と明代橋。

そういうところの土曜日とか日曜日、1 本だけは交通をしなきゃいけないんですから全部止

めるわけにはいかないと思いますけども、どこかそういうようなことも含めて、何か一遍

お考えになったらいかがなもんだろうかということをちょっと思いました。以上でござい

ます。

司会 ありがとうございました。

市長 大変いい意見をありがとうございます。安心、安全ということは、私たちも一番大

事だと思っております。8月末豪雨災害で各地で被害が出まして、幸い伊賀川につきまして

は、また広田川のほうも、杉浦先生の努力もありまして、緊急防災ということで国のほう

から指定していただきましたので、関連の河川の整備っていうのが今急ピッチで進んでい

るところでございます。

ただ、都市河川っていうのは、やはり地域住民の安心、安全のためでございますので、

河川工事をずっと進めてきたんですけども、ここに来て地元の方はしょっちゅう説明会に

出てますのでよく分かってるんですけど、たまに伊賀川沿いを通られた方が、一体岡崎市

は何をやっておるんだと。岡崎の名物である伊賀川の桜を切ってしまってっていうことで

よくおしかりを受けるんですけども、これは全部切ってしまってるわけではなくて、まだ

勢のいいものは抜いて別の所で保管してありまして、また工事が完成次第戻す計画になっ

ております。

ただ今回、河道面積を大幅に膨らませましたので、どうしても植えることができない部

分もできるわけですけど、左右両岸に植えるのが理想的ですけども、それができないケー

スはどちらか片方には桜が残るような形で残していきまして、最終的には 75 パーセントか

ら 80パーセントぐらい桜が復活できるのではないかというように思っております。もとも

と、伊賀川堤防沿いに植わっておりました桜というのはソメイヨシノでございまして、ソ

メイヨシノっていうのは花勢が 60年から 70年ぐらいが盛りで、あとはもう咲かなくなる

ばかりでございます。こないだの秋の台風のときも、私、台風が来てずっと河道を見てた

んですけど、倒れて折れてる木を見てみると中が空洞化してます。そういうのはどっちみ
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ち植え替えなければなりませんので、そういう形で対応して、再び桜のいっぱいの川を作

っていきたいと思っております。

これは乙川のほうも一緒でございます。市制 100 周年の記念事業といたしまして、某企

業から 1000 本の桜を寄付してくださるというお話がありました。ただ 1000 本の桜といっ

ても苗木じゃなかなか桜が咲くまでに時間がかかりますので、できればそこそこ大きくな

った桜の木を数が減ってもいいから寄付していただきたい。そんな今話も進めておりまし

て、まずは乙川沿い、伊賀川にも使いたいと思いますし、公園整備のときにも桜は使って

いきたいと思っております。

それから、先ほど落としましたけども、サイクリングロードを当初という話は、額田ま

で通したいと思っとったんですけども、河川敷を通すためにはまた河川工事を、先ほど遊

水地の話もあってもまだそこもできていないぐらいですから、額田まで河川敷をずっとと

思っててもなかなかこれは難しいわけであります。そうかといってやらないわけにはまい

りません。じゃ、どうしたらいいか。取りあえずは乙川の河川敷から持ってこれる所まで

サイクリングロードを持ってきて、大平辺りから上に上げて中央総合公園に持っていける

ようなコースを作れば、一つの完結したコースができるのではないか。そうすれば、サイ

クリングで何かのことに、競技とか使っていただけるんじゃないかと思っておりますので、

これはぜひ早くやりたいなというように思っております。

それから、さっきの道路の問題でございますけれども、あれは仮設復旧じゃないんです

か。本工事が終わっても膨らんでおりましたか。仮設復旧というのは、工事をやった後、

とかそういうので取りあえず埋めて。

市民Ｆ 本工事をやった後も。

市長 本工事をやった後も膨らんどるんですか。それでしたら、ちょっと後で申しわけな

いですけど、その場所を具体的に担当の者に教えていただけませんでしょうか。

それから新橋のことでございます。さっきも申し上げましたけども、新橋は基本的に人

道橋として作られます。人道橋というのは、自転車ぐらいは通れると思いますけれども、

基本的には車を通しません。それで、これはあまりこんなことまで言っちゃっていいのか

分かりませんけど、基本的には新橋はコンクリートと鉄骨で作ります。これは強度の問題

があります。ですけれども、今私が考えております、まだ議会の承認を得ていませんので

そういうふうに決まったわけじゃありませんけれども、できれば橋の表は、額田の森林組

合の協力を得て、表面は木橋の形式に持っていけんだろうかというふうに思っております。

それで、その上でさまざまなイベントができますし、表面だけとはいえ、木橋にすれば 20

年に 1回ぐらいは木を取り換えなきゃならんわけです。そして、それも一つのイベントと

してお祭りにしていけるかなと、このように思っています。それで、先ほど申し上げまし

たとおり、災害時にはそうはいいましても緊急車両が通れるぐらいの強度はこの橋に持た
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せたいと、このように思っております。以上です。

司会 ありがとうございました。

お時間も迫っておりますので、あとおひとかたほどいかがでしょうか。

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、時間は

決まってますのであとおひとかたで終わりますけれども、どうしてもこれだけは市長に文

句言っときたいことがございましたら、僕は残っておりますので、どうぞ何なりと言って

いただきたいと思います。

司会 いかがでしょうか。

それでは、ご質問も尽きたようでございます。最後に、内田市長からごあいさつをお願

いいたします。

市長 今日はあいにくの雨天の中、夜分遅くまで本当に大勢の皆さんがたに来ていただき

ましてありがとうございました。

毎年、各年度変わりには、総代さんから地域の要望につきまして具体的な要望書を頂い

ております。それから各議会におきましては、地域代表の市会議員の先生がたからもそれ

ぞれお話を伺っとるわけでございますけれども、そういう話とはまた別に、地域に暮らし

ておみえになります皆さまがた、地域の一番の問題というのは、やっぱりそこで暮らして

いる方が一番切実に考えておるわけでございますので、そういった生の声を聞こうという

のがこの市民対話集会の一番の眼目でありまして、今までも各地域でこういった話し合い

の会を持たせていただいとったわけでございます。時には叱られたこともございます。ま

た大変貴重なご意見も頂いとるわけでございます。それぞれ、今日明日ですぐできる問題

ばかりじゃございません。努力してできるものはすぐやる努力をいたしますけれども、し

かし、私たちがこういうことを繰り返しまして皆さまがたが何を考えているか、そのこと

を市長である私が、副市長が、担当部局の責任ある立場の者が直接耳にさせていただいて

る。このことが一番大事ではないかというように思っております。私たちもちゃんと、き

ょう僕メモにも取っておりますし、心に留めて、すぐではなくても実現の方向に向けて努

力をいたしますので、どうかそういうふうにご理解いただけたらと思っております。今後

ともよりよい岡崎を築くために一生懸命頑張っていきますので、皆さまがたのいっそうの

ご理解とご支援をお願い申し上げまして、きょうのお礼の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いたします。

(了)


