
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年１０月１７日（月）午後７時

場所：北部地域交流センター
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市長 改めまして、皆さま、こんばんは。市長の内田康宏でございます。本日は、夜分に

もかかわりませず、この地域におきます市民対話集会に大勢の皆さま方にご参加をいただ

きましたことを、心からお礼を申し上げるものでございます。また、日頃から本市の市政

運営に関しまして、皆さま方には大変なるご理解、ご協力をいただいておるわけでありま

して、このことも併せて、お礼を申し上げます。また、今日はごあいさつの機会もご紹介

も申し上げられませんけれども、各地域の市会議員の先生方、それぞれにも、そろってご

参加いただきました。併せてお礼申し上げたいと思います。

さて、私も昨年の 12 月に市長に就任しましてから、これでようやく 1 年を迎えようとし

ておるところであります。市長選挙の際の公約として、私学の助成だとかワクチンの接種

に対する補助だとか、公約として掲げましたものは、予算確保ができればすぐにできるも

のにつきましては、今年度の予算に盛り込み、既に実施を致しているところでございます。

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

て、観光、経済、文化などの分野におきまして、民間ならではの知恵や経験、そして幅広

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きった街おこしを、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。

さて、1 月から「次の新しい岡崎」と題しまして、各種団体や中学校などで 30 回以上の

講演を行ってまいりましたけれども、この 7 月からは各地域に舞台を移しまして、市民の

皆さま方の生の声をお聞きするために、公約の一つとして、これも政策に掲げておりまし

たが、「市民対話集会」をこうして開催させていただくことになり、今回はその第 5 回目で

あります。

この岩津地域におきましては、毎年春に総代の皆さま方から地域の課題に対する要望を

いただいておるところでありますけれども、全てではありませんけれども、できるものか

ら、こうしたものを順番に取り組ませていただいているところでございます。

本年度は岩津細川線バイパスの測量や、奥殿小学校線の測量、丹坂駒立線の道路改良に

取り組んでいるところでありますが、この後の意見交換でも、皆さま方から、さまざまな

地域の課題などについてご意見を頂戴できることと期待しておりますので、どうぞよろし

くお願い致します。

さて、いまさら私が言うまでもなく、岡崎、この地域は花園工業団地などに代表されま

すように「モノづくり」を基盤とした地域であります。この地域の豊かさの基盤というも

のは、「モノづくり」なしには考えられないものかなと思っております。

さらに、もう一つの岡崎の経済を支える新しい柱として、今までの歴代の市長は努力を

しておりましたけれども、私からしますと、もう一つ力の入れられないだろうかとかねが

ね思っておりました、岡崎独自の歴史や文化遺産を生かした観光産業というものを育てて

いけないか。このように思っているところであります。

例えば、岡崎城や松平家・徳川家の菩提寺であります大樹寺をはじめ、この地域におき
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ましても岩津天満宮や奥殿陣屋など、よその町にも負けない史跡やお祭り、豊かな自然な

どの観光資源というものが市内各地に多くあるわけでございます。それにも関わらず、こ

れまでしっかりとしたＰＲがなされずに、どちらかというと「宝の持ち腐れ」のようにな

ってまいりました。

これからは、そうした岡崎にしかない宝を手段として、逆に強みとして、それを生かし

た街づくりを行っていきたい、このように考えているところであります。

幸いにして、平成 26 年度中には新東名高速道路が開通しますし、さらに平成 27 年には

家康公没後400年、翌28年には本市の市制施行100周年と、記念すべき年が続きますので、

これを絶好の機会と捉えまして、この岡崎の名を国内外に広くＰＲしてまいりたい、この

ように考えております。

家康公につきましては、家康公生誕の地でありますこの岡崎を強くＰＲすると共に、家

康公ゆかりの地であります、お隣の静岡市、浜松市と連携を図りまして、どちらかという

と明治政府以降、過小評価されがちな家康公の功績と本来の価値というものを、改めてこ

の地から発信してまいりたいと、このように考えております。

その記念事業の一環と致しまして、家康公を主人公とした NHK の大河ドラマ化について、

これは柴田市長も昨年に要望を行っていただいたところでもありますけれども、私も今年

の 7 月末には NHK の本社に出向きまして、NHK の会長はじめ各重役の方々に要望活動を行

って来たところであります。今回は私だけではなくて、静岡、浜松に加えまして、日光の

市長さん、そして栃木県知事までも同席していただきまして、そのせいか、NHK の会長は

じめ、各重役の方々にお会いできて、その反応も大変好意的だったということをご報告さ

せていただきたいと思います。

また、100 周年の記念事業につきましては、市民の皆さまと共に祝える、参加していた

だける、そんな記念事業にしていきたいという風に考えておりますので、どうぞよろしく

お願い致します。

そして岡崎市の魅力の発信につきましては、歴史的なものばかりでなくて、「ジャズ」だ

とか、「岡崎まぜめん」など、新しい要素を加えていきたい、このように考えております。

そのもう一つが、私が昨年の選挙のときから表明してきています、ツインブリッジを中

心とした岡崎の水辺空間の活用になります。

ツインブリッジとは、双子の橋ということになりますけれども、乙川の中心に架かりま

す殿橋と明代橋という二つの橋を、一つは橋の上を公園のようにした「緑の橋」、もう一つ

は岡崎の伝統技術であります石工の技術を生かした「石の橋」として、整備をしたいとい

うことであります。

皆さんに今見ていただいていますのが、どんなことをやろうとしているのか分からない
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ということをよく聞きましたので、私が仕事の合間に描いたラフ・スケッチですけれども、

これはあくまで、皆さんがイメージを膨らませていただくために私案として発表したもの

ありまして、これにこだわっていただかなくても、これをたたき台として自由に考えてい

ただければと思っております。専門家や市民の皆さま方のさまざまなアイデアをいただい

て、これからも詰めていきたいと考えております。

今、映っておりますのは、東岡崎駅前に架かる川上の明代橋ですけれども、緑の植栽と

小さな公園を持った橋にしたいと思っております。木が若干、クリスマスツリーみたいな

形になっておりますが、これはあくまでイメージでございます。

このイラストでは、両側にそれぞれ二つずつのスペースを持たせておりますけれども、

これによって橋の形状が波型になっておりますけれども、このスペースにはできれば岡崎

の木材を敷き詰めたウッドデッキにしたいと思っております。ちょうど橋の上から見ます

と、船の上から水面を眺めているようイメージができるのではないかなと期待をしており

ます。

ここでは、よくニューヨークの街角などでホットドッグやコーヒーを小さな車を引きな

がら売っておる光景がありますけれども、あのような形で、橋の上で飲食物の販売や、フ

リースペースを使って椅子などを置いて、ゆっくりと市民の皆さま方にくつろいでいただ

けるようにできたらと思っています。まだまだ他にもアイデアによっては遊び心のある自

由な空間としてこれが使えるのではないか、このように期待しております。

そして私のアイデアでは、橋の形状からしまして、橋の四隅に、これは階段ですけれど

も、波型の形状を利用して階段を作るわけでございます。そうしますと、これがちょうど

ギリシャの円形劇場を模したような形になるわけでありまして、この部分を利用して、自

由に地域の方にミニコンサートなどを開いてもらってもいいのではないかと思っておりま

す。

外国の例を見ても分かりますように、文化というのはそういった自由な空気の中から誕

生してくるものではいなかと、私はかねがね考えております。

また、植栽にイルミネーションを付けますれば、夜には光り輝く美しい橋としても楽し

めるのではないかと、こんなアイデアもいただいております。

そしてもう一つの殿橋につきましては、こちらは岡崎の伝統産業である石工業の素晴らし

い技術を集結させた「石の橋」にしたいと思っています。

岡崎には古くから石工業が盛んな地域であるわけでございますけれども、現在でも市内

には名人や名工と呼ばれる職人の方がまだお見えになります。その方々がお元気なうちに、

その技の粋を生かして、例えばチェコのプラハにありますカレル橋のように、その都市の

象徴となるような橋を造っていただきたい、併せてその技術を若い人に伝えていただきた

い、このように願っているわけであります。
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具体例と致しましては、殿橋の名の如く、橋の四隅に家康公を守った徳川四天王の石像

を、これからは市民や岡崎の土地を守ってほしいという願いを込めて配置したいと思って

いるわけでございます。どういった形で配置するかは、これからの議論にかかっているの

ですけれども。

同時に橋の欄干には、家康公の先祖であります松平家から徳川幕府成立までの物語とい

うものを、石彫で欄干の下のところに順番にできないかと考えております。この橋を渡る

たびに子どもたちが岡崎の歴史に触れる機会になればと思っています。ちょうどイメージ

としては、お寺に行ったときにお釈迦さまの生誕から入滅までの物語を絵馬ではよく表示

したものがございますけれども、あのような形にできないだろうかと考えています。

また、この橋の上にもフリースペースを設け、さまざまなアイデアで利用してもらえれ

ばと思いますし、個人的な思いではありますけれども、花火大会の際には観覧スペースと

して利用できないかと考えまして、私の考えでは真ん中のところが、ちょっと大き目にス

ペースがとってはあるわけです。ただ、最近になりまして、橋の構造力学というものを冷

静に考えてみますと、なかなかこういう形は難しいかな、場合によっては橋の両角をラッ

パズボンのように両角を広げるような形状に持っていっても、そのほうが無理がないかな、

そんなふうに思っております。

そして、岡崎城と乙川と橋とが一体となった風景というものが、将来、岡崎に子どもた

ちが住んでいても他の所に居ても、岡崎と言えばこの風景だというような、一つの心象風

景として思いだしていただき、故郷岡崎を愛し誇れるようなものにしたいと思っています。

自らの故郷を愛し誇れるようでなくては、自然な愛国心の芽生えもないと考えておりま

す。

さらに、できれば橋を造っている情景も、市民の皆さまや岡崎を訪れた皆さまに見て楽

しんでもらえるような、そんな工夫ができないかとも考えております。

この二つの橋を整備すると最大幅が今の橋の 2 倍くらいのになりますので、橋の下には

屋根付きの広場がおのずからできるわけでございます。これもさまざまに活用できますし、

また、照明を設置すれば夜も使える空間となりますので、既にもう、この下に「屋台村に

できないか？」といったようなご提案もいただいております。市民の皆さんのアイデアに

よってさまざまな使い方ができるのではないか。このように思っています。

そして、これはただ単に観光の橋というだけではなくて、「石の橋」と、橋上公園化され

た「緑の橋」という二つの異なった特徴を持つ橋ができることになりまして、岡崎にみえ

た観光客の皆さまがそれぞれの橋に足を運んでいただきまして、そのついでに岡崎城や商

店街への誘客となる、こんなことを期待しておるわけであります。

このような計画を発表致しますと、また中心市街の話か、と。そんな橋に掛けるお金が

あるのならば、他の地域の活性化に使ってほしいという声も聞くわけですけれど、殿橋と

いうのは昭和 2 年に完成した、既に 80 年以上が経過した老朽化が懸念される橋でございま



5

す。既に 2 代前の中根市長のころから架け替えの話はもう出ておったわけでございます。

今、見ていただいて分かりますように、先日も橋を見に行ってきましたら、大きな亀裂

が入っておりまして、アメリカで橋をきちっと整備してなかったことで大きな橋が崩れて

何十人も亡くなったという事件がございましたけれども、あんなようになってしまっては

大変ですので、もしこの橋を架け替えるとするならば、そのときには、先ほど言ったよう

なアイデアを盛り込んだ新しい橋を作りたい。こういったことでこのツインブリッジ計画

というのは始まっておるわけでありまして、決してまだ使える橋を壊して、派手な橋を作

って観光名所にしようという安易な発想で始めたことではないことがご理解いただけると

思います。

また中心市街地の活性化のみが目的ではありませんで、歴史的な文化遺産を基軸として、

新しい「観光産業都市 岡崎」をつくるために、これはあくまで第 1 歩でございます。こ

れから市内全域への誘客と経済効果を生む橋にしたいと考えているわけでございます。

さらに、これだけでそんな効果が発生するわけではございません。誘客のキーポイント

としては、まず「おいしい食べ物」、「おもしろいお土産」、「興味をひく施設」、「岡崎なら

ではのサービス」、こういった四つの課題を持っていないと、なかなか計画が成功致しませ

ん。こういったことは商店街はじめ、市民一人ひとりの皆さま方にお話ししておりますし、

そうした皆さま方の知恵と力の結集が観光産業の成功をうむものであるわけでありまして、

皆さま方のご協力を重ねてお願い申し上げるものであります。

平成 27 年までには、何とかこの基本計画を策定致しまして、市制 100 周年を迎える平成

28 年度には事業着手か、少なくとも実施計画を皆さま方にお示しできるようにしたい。こ

のように思っております。

また、リバーフロント構想というのは、乙川や矢作川の河川敷を有効活用して町づくり

を進めていこう、こういった考えであります。河川敷に遊歩道やサイクリングロード、犬

を遊ばせるためのドッグラン、さらには公園だとか運動広場などの整備を検討していきた

いと思っています。

これは、国が行う「川まちづくり推進事業」というものがありまして、それにもかなっ

ておりますし、もう既にお隣の豊田市や西尾市などでは行われていることでもありますの

で、できれば早期の実現に向けて、皆さまと一緒にアイデアを考えて、セッションしてま

いりたいと考えております。

私もこの夏にカヌーに乗って伊賀川から乙川の頭首工までを回る機会がありましたが、

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、素晴らしい景観が広がって

おりました。今までこれが生かされていなかったということが信じられないような思いを

致しました。

河川の使用を全くの自由にするというわけにも参らないと思いますけれども、カヌーの
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練習ができたり、先ほどの映像にもありました、われわれが子どものころには乙川では貸

しボート屋があって結構はやっておったのですけれども、あのようなものを復活できない

だろうか。このように考えております。これからは、より市民の皆さんが楽しめる水辺空

間づくりを目指していきたいと思います。

そして、この他にも「岡崎のまぜめん」だとか、地元の駒立町のぶどう狩り、また六ツ

美のイチゴなどの食べる楽しみというもの、そしてまた全国に誇ることのできる「岡崎の

ジャズ」といった文化的資源も有効利用致しまして、さらには、現在、写真が出ておりま

すけれども、「ゆるキャラグランプリ 2013」に出場中のオカザえもんの力も借りまして、

岡崎を盛り上げてまいりたい、このように思っています。

ついでに申し上げますと、オカザえもん、ただ今、このゆるキャラグランプリで 21 位と

苦戦しておるわけでございまして、今回の投票が毎日 1 回投票できるという変な投票の仕

方でございまして、もし携帯やパソコンをお持ちの方は、ぜひオカザえもんを助けてやっ

ていただきたいと思います。投票は 11 月 8 日までできますので、ぜひよろしくお願い致し

ます。

先ほどのアイデアを推進する中で、「ツインブリッジの見学のついでに岡崎城を観光して、

まぜめんを食べて帰る」とか、「駒立でぶどう狩りをやって、ジャズを聴きながら市内観光

を楽しむ」といったさまざまなコース設定をしまして、その相乗効果によって、春の桜や

夏の花火大会だけでなくて、四季を通じて岡崎に観光に来ていただける、そんな魅力的な

「観光産業都市 岡崎」を築いていきたい。このように考えております。

そして、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すシティー

ホテルの誘致にもつながると思います。

民間企業はシビアでありまして、いくらこちらが声を掛けましても、もうかりそうもな

いことには手を出しては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と

思わせるような土台作り、環境作りというものをやっていこうではないかと、このように

思っております。

それが、私がイメージ致します「観光産業都市 岡崎」の近未来像であります。

そして、防災力の強化ということも、今後の岡崎市にとっては重要な課題の一つとなっ

ております。

本市にとりまして、平成 20 年 8 月末豪雨におけます甚大な被害は、誰しも忘れることの

できない出来事であります。現在、再度の災害防止と床上浸水被害の早期解消を目的に河

川改修を進めておるところでございます。

先般の 18 号台風から昨日の 26 号台風におきましては、幸いにも当地に大きな被害はな

かったわけでありますけれども、いざ水害が起きた場合にどのような行動を取るべきか、

そうした水害対応ガイドマップ事前に周知することが大切であると思い、「水害対応ガイド

ブック」を作成致しまして、皆さま方に配布させていただいておるところであります。
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一方、今年の 5 月の末には「南海トラフの巨大地震」の新たな被害想定が公表されてい

ます。それによりますと市内の最大震度は 7 で、死者 500 名、全壊建物が 1 万 6000 棟と今

まで以上の衝撃的な数字が想定されております。

岡崎市と致しましては、市民の皆さまの安全を最優先と致しまして、新たな対策の検討

と共に、災害が起きた場合の被害の軽減や迅速な復旧を図るため、各種団体の皆さま方や

近隣の自治体と、復旧活動や避難場所の提供などさまざまな形で、災害時の応援協定を結

んでおるところであります。

先日も岡崎の市政記念日にはゆかりのまちの３市を、こうした協定を組ませていただき

ましたし、この三河におきましては、9 市 1 町の相互支援の協定の捺印を終えたころでご

ざいます。

このような協定が必要となるような災害が起きないことが一番でありますけれども、日

頃からこうして情報交換やシミュレーションを行うことによりまして、万が一の際には、

こうした協定が有効に機能するように努めてまいりたいと思っております。

以上、多くのことについてご説明申し上げましたけれども、私の思い描く「次の新しい

岡崎」が少しずつではありますけれども、形となり、｢岡崎が変わったな｣と皆さま方に感

じていただけるように、事業の選択と集中を図り、子どもたちが岡崎に生まれたことを誇

りに思える「次の新しい岡崎」に向けてこれからも市政運営に取り組んでまいりますので、

皆さまの一層のお願い申し上げる次第でございます。ご静聴ありがとうございました。

司会 それでは、ただ今の内田市長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、先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頂いて

おりますので、恵田学区の代表の方に要望内容を発表していただきます。

市民Ａ 今日は、先だってからも問題になっている地域の道路網と交通網の整備について

ということで、私どもの恵田学区というのは、公共交通機関がなく、コンビニも何もない

という、過疎化の傾向が今、見られております。

少子高齢化が進み、児童数も年々減少しております。児童数の減少の歯止めについて、

高齢者や家族が安心して暮らせて、街の人たちもこの恵田学区に住んでみたいなと、そう

いう地域づくりのための道路網や交通網の整備についてお伺いしたいと思います。

具体的には都市計画道路であります奥殿線の整備予定計画、奥殿から恵田、常盤、市民

病院の道路計画でございます。具体的には都市計画道路にあります。それともう一つが、

北部地域、恵田学区を含む北部地域におけるまちバスの運行計画についてでございます。

道路整備やまちバスの運行計画につきましてはどうしても判断基準が、利用者がどの程度

いるかとか交通量はどうだというのが気になると思いますけれども、そういうもので判断
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結果で判断するのではなく、地域の福祉等を総合的に判断していただいて、過疎化や高齢

化、そして子どもたちの安心・安全に備えて地域を活性化させる基礎となる道路整備と交

通網の整備について、市長さんのお考えお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願

い致します。

司会 ありがとうございました。それでは、市からの回答をお願い致します。

市長 市長からの回答を申し上げます。この春にも総代さん方にはおそろいで市役所のほ

うにまでお見えになりまして、丁寧な要望書をいただいておるところでございまして、各

部とも、ちゃんとそのことは認識しておるつもりでございます。

この地域の道路というのは、事に狭く、また急勾配があります。消防車や救急車がなか

なか通りにくい、災害時には土砂崩れによる通行止めも想定される。そのために集落が孤

立化する恐れがある、このことはかねがね伺っておることでございますし、私も地元にお

邪魔したときにそんなことは感じておることでございます。

そうした配慮から現在、岡崎市と致しましては、道路計画につきましては、避難所への

アクセス向上や集落の孤立化を防ぐために防災上、必要な道路整備というものをまず第 1

と、優先して行っているところでございます。具体的には恵田小学校を経由して丹坂町と

駒立町を結ぶ道路や奥殿小学校を経由して、奥殿町と宮石町を結ぶ道路でございます。

今後の整備につきましては、防災面や財政面も考慮致しまして早期の開通を目指し、道

路の確保を基本に考え、新東名の側道利用なども含めまして地域の要望に配慮した制度の

検討をしてまいりたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

司会 ただ今の回答について、よろしいでしょうか。

市民Ａ ありがとうございます。まちバスのほうのことはいかがでしょうか。

市長 まちバスにつきましては、岡崎の山間地域がそれぞれから、コミュニティーバスを

何とかしてほしいっていうことをご要望でいただいているところであるわけでございます

けれども、恵田学区におきますコミュニティーバス運行につきましては、現在のところ、

具体的な計画っていうのはないわけでございますけれども、路線バスが廃止された交通不

便地帯ということは十分承知しておるわけでございます。数年前に総代会の皆さま方より

バスの運行に関する意向調査の依頼をいただきまして、お手伝いをさせていただいたこと

があったというふうに聞いておりますが、地域の意向と致しまして、バスが必要というこ

とだけは今後も検討させていただきたいと思いますけれども、まずは地域のそういった考

え方を具体的に取りまとめていただきたいと、このように思います。

そして、運行に至るためには、要望だけで空のバスを走らせるということは、なかなか
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これはできませんので、額田地区では地元住民の移動支援を考える組織を立ち上げてもら

いまして、利用する人のニーズを十分把握して、運行の経路、バス停の設置箇所の検討か

ら完備に至る人的負担・物的負担なども行っていただいているわけでございます。

また、利用促進を図るために地域が一部の経理・経費の負担をいただくということは、

どうしてもこれは各地域にお願いしてきていることでございますので、そうした努力を積

み重ねる中で、コミュニティーバスを確保してまいりたい。こんなふうに思っております

ので、ご理解いただきたいなと思っております。

司会 ありがとうございます。

市民Ａ はい。ありがとうございます。よく分かりました。またこれは、地域のほうで詰

めていく問題かなというように感じました。ありがとうございました。

司会 それでは、ただ今の恵田学区の要望について、その他の質問のある方はいらっしゃ

いますでしょうか。それでは引き続き、細川学区の代表の方にお願いします。

市民Ｂ 細川学区総代会の代表と致しまして要望を申し上げます。世界的にも有名な法が

あるのですが、県の方針では、各中学校の学区に 1 カ所の交番設置を目標として安心・安

全な市民生活を目指しているとお聞きしているところでございますが、私どもの新香山中

学校区にはありません。

近年、住宅開発が進みまして、さくら台、緑風台などができまして、人口、世帯とも急

激に増加しております。一方、学区の犯罪状況につきましては、空き巣、窃盗、自転車泥

棒等が多く発生しておりまして、これまで学区さわやかパトロール隊、青色回転灯パトロ

ール隊等を結成致しまして、犯罪の未然防止に努めております。しかしこれには限度があ

ります。地域に密着した活動が期待できます警察の人たち、交番が必要であります。交番

があることは、犯罪の未然防止になると考えております。

ますます発展する細川学区のために、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。

司会 ありがとうございました。それでは、市からの回答をお願い致します。

市長 細川学区は、平成 21 年度まで継続的に交番の新設要請が出されておるところでござ

いまして、今、お話しいただきましたような地域の事情というのは、市のほうとしても十

分分かっているわけでございます。

しかし、交番、または派出所の設置につきましては、警察のほうでなく公安委員会が最

終決定権を握っておりまして、私も県会議員を 26 年やっておりましたので、県会議員をや
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っていた中で一番多かった要望の一つが交番を作ってくれという話であるわけでございま

す。

先ほどお話しいただきました通り、基本的には、今、各中学校地域に 1 交番という形の

中で交番は整備されておるわけでございますけれども、それと同時に、地域の犯罪発生率、

人口動態、そうしたものを併せる中で交番というのは決められるわけでございます。地域

からご要望があったということは、間違いなく警察にお伝え致しますけれども、状況がそ

うなっておるということだけ、ご理解いただきたいと思います。

ただ、私も県会議員、二十何年やっておって、よく県会議員でしたので、私のほうに電

話がかかってきまして、いろんな要望を言っても、警察はすぐ動くかどうか分からん、お

前から電話しろっていうので、私のほうに何度もいちいち電話が来たことがありますけれ

ども。地元で事件が起こると、地域交番に電話かけて、交番のお巡りさんが来るのは、だ

いたい 30 分から 40 分かかるのですね。康生に住んでおりまして。ところが 110 番に電話

をかけると、だいたい 20 分以内にパトカーが到着致します。

これ、どういうことかと言いますと、皆さんが 110 番に電話していただきますと、名古

屋にあります中央管制室にいきなり電話をかけているわけであります。そうすると、私も

現地を見てまいりましたけれども、畳十二畳分よりも大きなパネルがございまして、その

パネルに愛知県内の地図がありまして、愛知県内のどこにどのパトカーが走っているかと

いうことが一目瞭然に分かるわけであります。その中で、一番お電話いただいた地域に近

いパトカーに直接電話が行きますので。そのパトカーの中には、だいたい若い警官とベテ

ランの警官がコンビで 2 人乗っていまして既に防護服に身を固めた 2 人がいつも乗ってい

ますので。そこからすぐ車でそのまま飛んで行きますので。

私の経験としては、確かに地元に交番があるのはありがたいけれども、どっちが早いか

というと、だいたいパトカーが早いですね。それで愛知県の方も、私が交番の要望をやり

ましたときに、警察委員会に何回も入るようになりますので、警察の治安委員長も私、や

っとったことがございますけれども、基本的に今、警察としては、機動的警察ということ

で、アメリカのようにパトカーを基軸として機動的に巡回して、現地に直接行くという、

こういった対応を基本的にとろうとしているふうに思っております。

もちろん、皆さんからの要望はこの場で受けて、私も要望書を出しますけれども、もし、

すぐパトカーに来てほしいというときは、できれば県会議員さんに電話した方がいいかも

しれませんが、私どもも本当に、何回、自分から電話したことがあるか分かりませんけれ

ども、県会議員に直接電話すると、少しは早く来るかもしれないですね。

幸いご当地では、若くてやる気満々の県会議員さんが待機をしていますので、ぜひよろ

しくお願い致します。

司会 ただ今の回答について、よろしいでしょうか。
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市民Ｂ よく分かりました。ありがとうございました。よろしくお願いします。

司会 ありがとうございました。では、ただ今の細川学区の要望につきまして、ご意見の

ある方、いらっしゃいますでしょうか。それでは引き続き、岩津学区の代表の方にお願い

致します。

市民Ｃ よろしくお願い致します。この青木川以北で昔は八百屋さん、いっぱいありまし

たし、スーパーもたくさんありました。今はもう、一つですかね、残って頑張って見える。

どんどんそういうもの、なくなってしまいまして、皆さん、買い物に行かれるのにバスに

乗ったり、車でないと出掛けられないという地域になってしまったのですが、今、於御所

のところで県道の付け替えと言いますか、市営住宅の 7 号線が 248 号線にくっついて、そ

こに信号機ができて、248 のほうから右折車線ができまして、右折できるという改良工事

をやっていただいておるのですが、そこに新しくドミーさんが出店されると伺っておるの

ですが、ドミーさんの他にどういう施設、お店ができるのかが分かって見えましたら、こ

ういうものができるよと教えていただけるといいと思います。

市長 今、日本全国、回ってみまして、岡崎のようなレベルの街に行きますと、だいたい

みんな同じような悩みを持っているわけであります。と言いますのは、大規模店舗が進出

して来ると、どうしても価格や品物の種類などに小規模の商店街というのは対抗できませ

ん。そのためにつぶれるとは言いませんけれども廃業していかれる方が多くて、もうから

なくなってくると大規模店舗っていうのはすぐに移動してしまいますので、そういうこと

のために地域によっては、本当に高齢者の方が買える場所がなくなってしまっているとい

うことは、これはいろんなところから聞いておる話でございます。

私はかねてから岡崎市は東西南北それぞれの生活の基盤が確立できるようなものを、そ

の地域で自立できるような施設が必要である、これは医療施設も含めてですけれども、そ

のように考えておりますし、これからもそうしていきたいと思っております。

今、ご指摘いただきました岩津地域におけます開発についてですけれども、岩津学区を

始め、北部の皆さま方から、長年、総合的な商業施設が必要だということを言われており

ます。そして、今もご指摘いただきました通り、ドミーの開発につきましては、議会でも

何度も質疑にのぼる課題でございますけれども、当然、これは北部地域の皆様の生活の利

便性の向上のために私たちも積極的に推進していきたいと思っております。

ただ、具体的なスケジュールと内容につきましては、担当の職員から説明させていただ

きますので、よろしくお願い致します。

建築部長 私のほうから開発のスケジュールとどのような店舗が入るかという説明をさせ

ていただきます。



12

現在、開発申請というものが市の建築指導課に提出されておりまして、審査中でござい

ます。通常の審査でございますと、多分 11 月の中旬にはこの開発の許可がおりる見込みで

ございます。そうすると、12 月に入った段階で、申請者のほうは速やかに造成工事を着工

するということでございます。

来年の 5 月の末には、開発工事が一応完了して、6 月ごろから建物の建設に着手をする

ということでございます。これに約半年ぐらいかかりまして、12 月には何とかオープンし

たいと聞いております。ドミーさんのほうは 12 月の初旬から、他の店舗につきましては

12 月中旬と聞いております。

入る店舗でございますが、当然、スーパーのドミーと、スギ薬局が入ると聞いておりま

す。その他、数点の飲食店が計画されておりますが、これはまだどこが入るかというのは

交渉中ということで、まだ名前は分からないということでございます。

道路の関係でございますが、今、仮設道路となっております 248 が、年明けには本線に

切り替えを行って、年度末の 3 月末には先ほど話がございました、市道岩津住宅 7 号線の

交差点の信号機が付け変わる予定でございます。

付け変わりますと、バス停のほうも変更されまして、今の市営住宅の前のところがバス

停になるというふうに変更される予定でございます。以上でございます。

司会 それでは、今の回答でよろしいでしょうか。

市民Ｃ どうもありがとうございました。特に岩津住宅の話が出ましたけど、だんだん高

齢化になってまいりまして、一人住まいの方もたくさん見えますので、ドミーさん出てみ

えれば、住んでみえる方も買い物が楽に出来るのじゃないかなと喜んでおります。よろし

く今後ともお願い致します。

司会 ありがとうございました。それでは、ただ今の岩津学区の要望について、ご質問の

ある方はいらっしゃいますでしょうか。それでは、引き続き岩津地域を代表して要望をお

願い致します。

市民Ｄ 私は北部の 5 学区を代表してお伺い致します。現在の岩津支所、この場所ですけ

れども、北部地域交流センター、農協岩津支店と、三つの施設が同居しております。それ

ぞれの施設を利用する人はたくさんおり、駐車場がいつも混雑している状態でございます。

そこで提案ですが、現在、空き地となっている北部給食センター跡地に北部地域の総合

施設として建設していくことはいかがでしょうか。

248 号線にある市民センターの場所から旧道沿いの施設に移転して、また戻ることにな

りますが、地域の防災拠点機能等を備えた新たな利用しやすい施設が必要だと思います。

北部全体の交通の便を考えると、すぐ近くに開発された商業施設もできることですから、
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北部全体の中心となるべき施設を、建設をしていただきたいと思います。

市長さんのお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。

市長 ただ今ご指摘のありました、北部地域交流センターは、地元でワークショップの開

催を致しまして、地元の要望に基づいて整備を行いまして、平成 17 年の 4 月に約 2 億 2500

万円の費用を計上して改修工事を行ってきたものでございまして、市内では初めての地域

交流センターとして、今日まで続いてきておるわけでございます。以後、地元の皆さま方

をはじめとして、多くの活動にご活用いただいていることは、ご案内の通りであります。

駐車場につきましては、施設の改革のときに 73 台分の駐車場があったわけでありますけ

れども、利用状況の変化の中から、この混雑を緩和するために平成 21 年に近隣の土地を貸

借致しまして、さらに平成 23 年度にも借り増しをして、現在は開館時よりも 37 台多い 110

台が駐車可能になっていると、このように認識しております。

岡崎市と致しましては、地域交流センター基本計画を策定致しまして、東西南北の４施

設の配置を適切と致しまして施設の建設計画は完結しておるところであります。

施設の長寿命化計画なども、今、進めておるところでありまして、今ある施設を、でき

れば長く有効に使っていただけないだろうか。現時点におきましては、新規の建設は考え

てないわけでございます。現在の施設をさらに有効に運用していけるように、これからも

何とか維持をしてまいりたいと思っております。

もちろん、そんな話で終わるというものではなくて、また今後の景気の回復だとか、時

代の推移によりまして、地域の状況を見て、できることがあればまた考えたいと思ってお

ります。以上でございます。

司会 ただ今の回答につきまして、よろしいでしょうか。

市民Ｄ はい、ありがとうございます。

司会 それでは北部地域の拠点整備について、ご質問がある方、いらっしゃいますでしょ

うか。それでは、いただいております要望についてのご質問は終了させていただきます。

続きまして、市政全般に関しまして、ご意見を頂戴するお時間を設けたいと思います。

発言前に学区名とお名前をお願いします。

市民Ｅ 市長さんにはこういう機会を作っていただき、誠にありがとうございます。お願

いがありまして、手を挙げさせていただきました。

少子化問題で、岡崎市も子ども・子育て会議条例が制定されて、会議や活動が活発化さ

れてくると思います。育児相談、子ども手当、待機児童など、いろいろな施策が展開され

てくると思いますけれども、私も温かく見守っていきたいと思っています。
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一方、幼児や待機児童のことを思えば、ボールやブロックなどの屋内小型遊具で遊ぶよ

りは、大型の遊具で遊びたいと子どもは思っているのではないでしょうか。親ごさんたち

もそのような考えがあると思っています。

今、保育園では、すべり台やジャングルジム等の遊具をいつも貸し出しということをし

ていますけれども、その屋外遊具のすべり台やジム等を屋内に入れて、雨の日も冬の寒い

日にも 1 年を通して子どもがのびのびと活発に動き、順番を待ってルールを守る心、小さ

い子を気遣う思いやりの心を育む目的で、支援策の一つとして、室内型大型の遊具、いわ

ゆるプレイハウスを市の中心部、東公園辺りに作っていただきたいと思っています。

ぜひお願いしたいと思って、手を挙げさせていただきました。よろしくお願いします。

市長 今、岡崎市には、幼稚園、保育園など、順次に改築工事などの整備が進んでおると

ころでございます。今、ご指摘いただきました、室内での大型遊具というのが、現実にど

の程度の妥当性があるか分かりませんけれども、そういったご意見があったことは間違い

なく、関係部局に伝えまして、検討させていだきたいと思います。

東公園の遊具のことですけれども、ちょうど今、私たちも東公園をどういうふうに使う

かと検討中なんですけれども、ちょうど道路に面した東側のところの子どもの遊ぶ場所で

ある、すべり台もブランコも、この間、見てきましたが、ちょうど老朽化して危ない状態

であります。ですから、あれを新しくリニューアルするのか、それとも高齢者の方があそ

こで体操ができるように広場にしてほしいという要望がありますので、その場合にはまた

別のところに移して子どもの大型の遊具を設置するのか、またこれから部内で詰めていき

たいと考えております。

市民Ｅ 私も最近、こういう大型プレイハウスがあるということを知りました。それは豊

田市の鞍ケ池公園に大型のプレイハウスがあります。今、30 分の道のりをかけて利用させ

ていただいています。でも、こういったことを西部、南部、東部の方にも豊田市まで行っ

て遊んだらどうかとはなかなか言い難いです。従って、まだ中央部であればいいかなあと

いう気がします。

恐らく、今、市民会館の建て替えのほうの話が出てきています。それから今、市長さん

が言われました動物管理センターの建屋も少しずつ老朽化してきているのかなという感じ

もありまして、それを踏まえて中央部の東公園辺りがいいのかなということで、お願いを

させていただきました。よろしくお願いします。

司会 ありがとうございました。その他、ご質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。

市民Ｆ 本日はこのような対話集会を設けていただきまして、ありがとうございます。

実は全国的にも問題になっておりますけれども、鳥獣害、特にイノシシ、サルをめぐる
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被害が全国的に広まっています。この岡崎も、特に北部の地域がサルやイノシシによる被

害が甚大になっています。

平成 20 年ごろから特に顕著になっていまして、農家の方も市の補助だとか農協のいろん

な支援を受けて、個人的には防御を取っておりますが、最近特にそれもひどくなりまして、

特に体験の森に隣接をする八ツ木町から奥山田町、真福寺町、ここへのサル、特にイノシ

シの被害が多くなってきているんですね。奥山田町の総代さんや真福寺町の総代さん、あ

るいは恵田町の 4 町の総代さん、いろいろお話をさせていただきました。実際に通勤途上

でイノシシに車がぶつかったというような事態も発生しております。

このまま行政のほうがこういう事態を放置するということにはならないと思うのですね。

今、自動車にぶつかっているうちはまだいいのですけども、仮にこれが通勤途上のバイク

とか通学途上の自転車だとかにぶつかって被害が起きるというような事態も全く想定され

ないわけではないです。

これに対して、町としても市としても何らかの対策をする必要があるんじゃないか、こ

んなふうに考えます。

そういうことで、体験の森の中に非常にたくさんのイノシシ、サルがおりまして、8 月

だけで体験の森で 12 匹のイノシシが捕まっています。被害アドバイザーのアゼさんという

方が、市の自然共生課や林務課の人ともいろいろ、電話がかかってきますけれども、12 匹

捕れまして、非常にこの中に多いと。これを何とかする必要があるんじゃないかと言うこ

とが出されまして。7 町の総代さんともお話をさせていただきまして、市が予算的に可能

かどうかは別として、何らかの対策をする必要があるということで要望書を出させていた

だきたいと思います。

この中身は簡単に書いておりますけれども、被害が一般の市民や住民におよばないよう

に、体験の森を柵か何かで囲えないか。100 ヘクタールぐらいあるそうですので、ものす

ごいお金が掛かると思いますけども、鉄柵だとかで以前、ただで地域の人がやっていただ

ければ、私財は出しますけれども、その労力だとかの管理は地元の住民でそういう組合を

作ってやっていただきたいということがありました。

実際に恵田とか、そちらのほうでは組合を作って進めておりますけれども、八ツ木町だ

とかその他の町では、なかなか人が集まらないし管理が難しいということもありまして、

これは市の施設ですから市のほうでご検討いただけないかなということがありまして、要

望書を 7 町で出させていただきますので、また検討していただきまして、何らかのお返事

をお願いしたいと思います。以上です。

司会 ありがとうございました。

市長 回答になるかどうか分かりませんけれども、私は県会議員のときも最後の 3 年ぐら

いの間は、毎年、この鳥獣害の問題が大変強い要望として出てまいりまして。当時、地元
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の県会議員の方が大変このことについて熱心に取り組んでございまして、私ももちろん同

じように尽力はしたつもりでございます。

しかし、だいたい年度の途中でいつも岡崎市のイノシシの捕獲したときの補助金の予算

が切れてしまいまして、豊田と同じく出せんのかということをよく聞いておったものでご

ざいます。

今、私も市長にしていただきまして、実際、どのくらいの対応ができるかどうか、部内

で検討してみないと分かりませんけれども、できる限り皆さま方の要望を踏まえた対応さ

せていただきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。

市民Ｆ よろしくお願いします。

司会 要望書のほうは、この会終了後にこちらでお預かりさせていただきますので、よろ

しくお願い致します。それでは、その他ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。

よろしいですか。まだお時間のほうはございますが、ご質問がなければ、この辺りで終了

させていただきたいと思うのですけれども。恐れ入ります、よろしくお願い致します。

市長 もし、ここでなかなか言いにくいということで、後でまだ一つ言いたいという方が

ございましたら、私、しばらく残っておりますので、また何なりと言っていただけたらと

思っています。

今日は本当にさまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございました。またきょ

う、的確にお答えできなかったこともございますし、またお聞きしてもすぐ皆さま方のご

要望通りに対応できるかどうか分からない、こういったものもございますけれど、きょう、

こうして市民対話集会をさせていただきましたのは、いつも皆さま方の地域の代表でおり

ます各議員さん、総代さんからいろんなご意見をお聞きしているわけでありますけれども、

そういった意見と一般の地域の方々が思っておいでになる意見が違うということがよくあ

りますので。そうしたものも市長である私や、副市長、市の幹部、担当部局がそうしたも

のにも耳を傾ける姿勢を持つ、このことが一番必要だろうということで、この会は持たせ

ているわけでございますので、そのようにご理解いただけたらと思っております。

どうぞこれからも岡崎市のために頑張りたいと思っておりますので、皆さま方の一層の

ご理解とご支援をお願い申し上げまして、きょうの会の終わりの言葉に代えさせていただ

きたいと思います。どうぞ、これからもよろしくお願い致します。

司会 これを持ちまして市民対話集会を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。

(了)


