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平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年１０月７日（火）午後７時

場所：東部市民センター体育集会室
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司会 初めに、市政に関する内田市長の提案をご説明させていただきます。なお、スクリ

ーンを使用させていただきますので、照明を落とさせていただきますので、ご協力をお願

い致します。

市長 皆さま、こんばんは。

一同 こんばんは。

内田 市長の内田康宏でございます。本日はご当地におきまして、市民対話集会を開催さ

せていただきましたところ、このように大勢の皆さま方にご参集いただきまして、誠にあ

りがとうございます。

ちょうど今から 1年前、この場所をお借り致しまして、こうした会合も開かせていただ

きまして、1 年たちまして、今回はあらためて、市長として市政の報告ということで、皆

さま方の前でお話しできますことを、本当にうれしく思っているところでございます。

また、日ごろから本市の市政運営に関しましては、大変皆さま方からのご協力、ご理解

をいただいておるわけでありまして、重ねてお礼を申し上げる次第でございます。

先ほどもこの会場にまいりましたら、地元の冨田病院の院長さまはじめ、各総代さんが

ズラっとおそろいでございまして、本当にこれだけ皆さま方が、多くの方を含めて、この

市に関して関心を持っていただいている、このことをあらためて、今、思った次第でござ

います。

今日、皆さま方、話されたことを、またぜひ機会がありましたら、地域のかたがたにも

お知らせいただければ、本当にそれに勝ることはないわけでございますので、ぜひそちら

のこともお願い申し上げたいと思います。

さて、昨年の 10 月に私が市長職に就任致しまして、これでようやく 1 年を迎えようとし

ているわけでございます。市長選挙の際の公約については、私学の助成だとか、ワクチン

の接種に関する補助など、医師会の皆さま、それから私学のご父兄の皆さま方とお約束し

た問題につきましては、予算の確保ができれば、すぐに、できるものにつきましては、今

年度の予算にも、既に盛り込んで実施を致してお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 月に発足すること

ができまして、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だとか、

経験、そして、幅広い人脈や企業とのつながりを生かした、アイデアに富んだ思い切った

町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、この 1 月から私自身、「次の新しい岡崎」と題しまして、各種団体だとか、中学校、

そんなところで、もう 30回以上、40分から 50 分の講演を行わせていただいているわけで

ございますけれども、7 月からは、これをまた各地域に舞台を移しまして、市民の皆さま

方、各地域の皆さま方の生の声をお聞きするために、これも選挙のときの公約でございま
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したので、市民対話集会を、こうして開催させていただいているところでございます。

本日は、その第 4回目ということで、この東部地域で行わせていただいているところで

ございます。

本日開催のこの東部地域におきましては、これまでも本宿駅を中心とした地域に市街地

が形成されまして、本市の東の玄関口として発展をしてまいっているところでございます。

また平成26年度開通予定の新東名高速道路のインターチェンジから国道1号線を結ぶ国

道 473 号のバイパス化が完成すれば、新たなる東部の交通連結点として、今後さらなる発

展がその周辺に期待されている地域でもあるわけであります。

いまさら言うまでもございませんが、岡崎というのは、この地域の東部工業団地などに

も代表されますように、ものづくりを基盤とした地域でございます。この地域の豊かさの

源泉というものは、このものづくりにおいてなされてきておると、このように認識してお

ります。

しかし、私が常々考えておりますことは、そのものづくりの経済に、さらにもう一つ新

しい柱を付け加えることができないだろうか。これは、よそにはない、岡崎が独自に持っ

ている素晴らしい歴史的な文化資産を生かした観光産業というものを、もう少し育て上げ

たい。こういった思いでございます。

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

ましては、家康公が幼少のころに学問に励んだと言われております、さらには、新撰組の

隊長であります近藤勇の首塚も残っております法蔵寺でありますとか、それから山中八幡

宮のデンデンガッサリといった、よその街にも負けない史跡や伝統あるお祭り、豊かな自

然などの観光資源というものが、まだ他の地域にもたくさんあるわけでありますけれども、

これまでそうしたものが単発で行われておりまして、なかなか線として結んだ PRがなされ

ずに、宝の持ち腐れとしておるような気がするわけであります。

これからは、そうした岡崎にしかない宝というものを一つの手段として、また強みとし

て、それを生かした街づくりをしてまいりたい。このように考えておるところでございま

す。

幸いにしまして、平成 26 年度中には、新東名高速道路が開通し、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、こうしたものを絶好の機会として、岡崎市の名前を国内外に広く PRしてまいる予定で

ございます。

家康公につきましては、家康公の生誕の地というのは、この岡崎だけでございますので、

そのことを強く PRするとともに、家康公ゆかりの地であります静岡県浜松市と連携を取り

まして明治政府以後、どちらかというと過小評価されがちであった家康公の功績と本来の

価値というものを、あらためて発信してまいりたい。このように考えておるわけでありま

す。

その記念事業の一環と致しまして、前市長のときにも行われましたけども、家康公を主
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人公とした NHK の大河ドラマ化につきまして、昨年から要望を行っているところでありま

して、今年の 7月末には、私自身も静岡、浜松の代表のかたがたとともに NHK の本社に出

向きまして、NHK の会長はじめ各重役のかたがたにその要望活動を行ってまいったところ

でございます。反応も「前回に比べて今回は大変好意的であった」こんなふうに言われて

おりますことも報告させていただきます。

また、100 周年の記念事業につきましては、市民の皆さまとともに祝い、参加していた

だける記念事業にしていきたいというふ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。

そして岡崎の魅力の発信というのは、必ずしもそうした歴史的なものばかりではなく、

最近はジャズの街岡崎ということが、よそからも言われますけれども、そうしたものや、

岡崎のまぜめんなど、新しい要素、食の文化も、これに加えてまいりたい。このように思

っておるところでございます。

そしてさらに、私が昨年の選挙のときから PRしてまいりましたけれども、ツインブリッ

ジというものを中心としました、乙川の水辺空間の活用というものもあるわけでございま

す。ツインブリッジというのは、双子の橋という意味でございますけども、乙川の中心に

かかります殿橋と明代橋という二つの橋を、一つは橋を公園のようにした緑の橋、そして

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、これを再整備

していくことでございます。

皆さまに、今、見ていただいております絵が、私が仕事の合間にちょっと描きました。

「どんなことをやろうとしとるか分からん」とよく言われますので、私がこれ描いたラフ

スケッチでございますけども。これはあくまで、こういうふうにするという意味ではなく

て、皆さんがイメージをふくらましていただくための、一つの手がかりとして、試案を発

表したものでございまして、これを一つのたたき台にしていただいて、専門家の皆さまか

ら専門的なことやら、構造的なことなど、また市民の皆さまから新しいアイデアをこれに

付け加えていただけたらと、そんなふうに思っておる次第でございます。

私の考えました明代橋ですけれども、これはちょうど東岡崎駅前にあります岡崎の玄関

にある橋でございます。基本的には緑の植栽と小さな公園を持った橋にしたいというふう

に考えております。この木がクリスマスツリーみたいな木だと言われちゃいましたけど、

決してこれはこのようにするということが決まっておるわけではなくて、あくまでイメー

ジとして私が描いたものでございますので、またいいアイデアがあれば、ぜひお寄せいた

だきたいと思います。

そして、このイラストでは、両側にそれぞれ二つずつのふくらみを持たせておるわけで

ございますけれども、このことによって、全体の橋の形が波型になっております。このス

ペースのふくらんでいるところには、ぜひ岡崎の額田の木材を敷き詰めたウッドデッキに

できないだろうか、こんなふうに思っております。そして、それは、ちょうど船の甲板の

雰囲気を醸し出すのではないかというふうにも、考えております。
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そして、このウッドデッキの上では、飲食物の販売だとか、フリースペースとして、ゆ

っくりそこでくつろいでいただけるような、そんなスペースを持ちたいと思っております

し、またアイデアによっては、遊び心のある自由な空間として、さまざまに市民の皆さま

方にご利用いただけるのはないかと思っております。飲食物の販売というと、もうちょっ

と具体的に言いますと、ちょうどテレビで見ますニューヨークの街角で、小さな傘をさし

て、街角でホットドッグだとかコーヒーなどを売っておりますけども、あんなイメージで

いいんじゃないかというふうに思っております。

そして、橋の四隅では、当然川へ下りるための階段を付けるわけでございますけども、

私のアイデアと致しましては、ちょうど橋が波型になってきますので、そこを利用して階

段も半円形の形のものにできないだろうか、こんなふうに思っております。ちょうどそう

しますと、ギリシャの円形劇場を模したような形になりますので、ここを利用して、自由

に市民の皆さま方にミニコンサートなどに使ってもらってはどうかというふうにも、思っ

ております。

諸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した自由な空気の中から生

まれてくるものではないか、こんなふうに私は思っとる次第でございます。

また、この植栽が、先ほどクリスマスツリーなんていうことを言いましたけども、ここ

にイルミネーションを付けてみれば、夜にはまた光り輝く美しい橋として楽しめるのでは

ないか、こんなアイデアも頂いているところでございます。

そして、もう一つの殿橋ですけれども、こちら先ほど申し上げましたとおり、岡崎の伝

統産業であります石工業の素晴らしい技術を集結させた石の橋にしたい、このように思っ

ております。岡崎は古くから石工業の盛んな地域でありまして、現在でも市内にはまだ名

人、名工と呼ばれる職人の方がおみえになります。そのかたがたが、まだお元気なうちに

ですね、その技の粋を生かして、例えばヨーロッパのチェコのプラハというところにあり

ますカレル橋というような、本当に石の見事な橋があるんですけども、そうした街の象徴

となり得るような橋を、ぜひこの岡崎に作りたい、こんなふうにも思っております。

具体例と致しましては、殿橋の名前のごとく橋の四隅には家康公を守ったように岡崎の

土地や市民を守ってもらいたいという願いを込めまして、徳川四天王の石像をぜひ配置し

たい、こんなふうに思っております。気の早い石屋さんがおみえになりまして「おれがこ

んなもん作ったで、見てくれ」って、この間、持ってきた方がおりましたけれども、別に

その人に作ってもらうことは決まったわけではございません。

また欄干には、家康公の先祖の松平家から徳川幕府成立までの物語を表すレリーフを配

置致しまして、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、こん

なふうに思っております。

ちょうどこれはお寺にまいりますと、お釈迦様の生誕から入滅までの様子というものが、

絵馬などで、よく描いて並べてあることがございますけれども、あのイメージでそれが欄

干にレリーフで掘り出せないか、こんなふうに思っとるわけであります。
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また、この橋にもフリースペースを設けて、さまざまなアイデアで利用していただけれ

ばというふうに思っております。これは私の個人的な思いで、真ん中をふくらませたわけ

でありますけども、花火大会のときには、観覧のスペースとしてもこうしたものが利用で

きないかというふうに思っておるわけであります。それで、真ん中のところがふくらめて

あるわけでございますけれども、これは、今、専門家の方と構造上の問題などいろいろ話

をしておりますと「なかなかこれは難しいぞ」と言う方もありますので、場合によっては

ですね、橋の四隅を扇方に、逆に広げるような形にしてもいいのではないかなということ

を、今、思っておりますけれども、これも専門家と市民の皆さま方の声を聞きながら、ま

たイメージを膨らませていきたい、こんなふうに思っております。

そして、岡崎城と乙川と橋が一体となった風景というものを、将来この子どもたちが岡

崎に住んでいても、また他で生活していても、岡崎といえばこの風景だというふうに、一

つの心象風景として、ふるさと岡崎を思い出し、愛し、誇れるようなものにしたい、この

ように考えております。自ら自分の生まれたふるさとを愛し、誇れるような気持ちがなく

ては、私は決して、どんなに教育でいっても、自然な愛国心の芽生えというものはないと、

このように思っておるからであります。

さらに、橋を作っている工事も、できるならば、スペインのサグラダファミリアという

教会があって、もう 200 年もかけて作っておりますけれども、作っている様子が観光にな

っておるわけでございますけれども、そこまでの気はありませんけれども、そんな作って

る様子も市民の皆さまや岡崎を訪れたお客さまに楽しんでいただけるようにできないだろ

うか、こんなことも、今、合わせて考えておるところでございます。

そして、この二つの橋が思うように整備することができますと、最大幅が、今の 2倍ぐ

らいになることが想定されますので、そうしますと、橋の下には自然にこの屋根付きの広

場ができるわけであります。しかも、この屋根付きの広場というのは、照明を施すことに

よりまして、夜も使える空間となるわけでありますので、もう既にこの話をしましたとこ

ろ、ぜひ屋台村にできないだろうか、こんなお話も頂いてるところでございますけれども、

さまざまな市民の皆さま方からアイデアを頂きまして、いろんな扱い方を模索してまいり

たいというふうに思っております。

そして、この石の橋と、橋上公園化した緑の橋という、二つの異なった特徴を持つ橋を

持つことによりまして、観光客の皆さまが、東岡崎の駅から、この二つを巡って回ってい

ただくことがきっかけとなって、岡崎城やその周辺の街への誘客につなげてまいりたい、

このように思っているわけであります。

そして、こういう話をしますと、大体言われますことが、また中心市街地かということ

がすぐ言われてしまうわけですけれども、先にも述べましたとおりこの計画というのは、

あくまで、これから歴史文化遺産を基軸として新しい観光産業都市であります岡崎を作っ

ていくための、まず第一歩であるわけでありまして、今後さらに市内の全域への誘客と相

乗効果をできるプランを考えてまいりたい、こんなふうに思っとるわけでありまして。単
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に派手な橋を作って、それを観光名所にして、客寄せをしようというような、そんな安易

なものではないということだけは、再度強調しておきたいと思っております。

さらにお客さんに来ていただくためには、いろんな要素があるわけですけども、まず四

つ、おいしい食べ物、それから、面白いお土産、興味を引く施設、岡崎ならではのサービ

ス、こういったものを持たないと、なかなかよそとの競合の中で、勝ち残っていくという

ことは、これは難しいと思うわけでありますので、今、このことも商店街はじめ市民の皆

さま方に、私もアピールしておるわけでございまして。どうぞ皆さま方の、こちらのほう

へのご協力、ご理解もお願い致したいと思っております。

そして、平成 27 年度までには、何とか基本構想を策定致しまして、市制 100 周年を迎え

る平成 28年度には、できれば事業の着手、少なくとも実施計画を皆さんにお示しができる

ようにがんばっていきたいというふうに思っております。

また、リバーフロント構想というものも、同時に発表しておりますけれども、これは、

乙川だけではなくて、矢作川を含めた河川敷というものを、市民生活のために有効に活用

していきたいというものでございます。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、公園や運動場などを、こうした河川空間を使って整備していけ

ないだろうかと、このように考えております。

当初サイクリングロードを乙川のお城の下から、ずっと額田まで持っていけんかという

ことを、私は考えておったんですけども、ずっと市長になりましてから、現地を歩いて、

また車で見て回る中で、額田まで持っていくためには、まだしばらく河川整備が必要でご

ざいますので、取りあえずの目標と致しましては、乙川の河川敷から中央総合公園まで、

それ持っていけるようなルートを何とか早く作りたいなと、こんなふうに、今、思ってお

るところでございます。

それから、今申し上げました、川を使った街づくり、河川空間を使った街づくりという

のは、ちょうど今、国交相のほうで、かわまちづくり推進事業というものが行われており

ますけれども、これにかなったものであると、思っております。

お隣の豊田市だとか西尾市などでは、既にそうした川を使った街づくりというのは行わ

れておるわけでありますので、早期の実現に向けて、私も皆さま方と一緒に努力をしてま

いりたい、このように思っております。

それから、先ほども、岡崎の古い映像が出まして、皆さまの中から思わずため息が出ま

したけども、この夏に私も、今映っておりますとおり、岡崎のカヌー協会の人とともに、

伊賀川から乙川の頭首工までカヌーに乗って回ってくる機会があったわけですけれども、

あらためて見てみまして、とてもこの 38万都市の市街地を流れる川沿いの風景とは思えな

いぐらい、素晴らしい景観が展開しとったわけでございます。これが今まで放っておかれ

たということが、私はとても信じられない思いであったわけですけども、この河川の使用

というのを全く自由にしてしまうわけにもいかないとは思いますけれども、できるならば、

この素晴らしい景観を生かして市民の皆さまに楽しんでいただきたい。例えば、今、ちょ
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うど映っているようなカヌーの練習をしたり、あとは、先ほどの映像にありましたとおり

ですね、私たちが子どもの頃は、貸しボート屋さんがあったわけです。そして、かつて教

育大学が岡崎にあったということもありまして、そんな方たちも先生の卵がたくさん乗っ

てくれましたので、さっきの映像のようだったわけでございますけども。この川を市民に

楽しめる空間とするために貸しボート屋さんもぜひ復活できないだろうか、こんなふうに

も思っております。これからは、また皆さま方からのさらなるアイデアも頂きまして、よ

り市民が楽しめる水辺空間づくりを考えていきたいというふうにも思っております。

そして、先ほども申し添えましたけれども、岡崎のまぜめんだとか、それから北部では

駒立のぶどうだとか、それから南部におきましては、最近いちごを熱心にやっておみえに

なるようでございますけれども、こうしたものを、岡崎の観光ルートを作る中で、食べる

要素として、PR していけないだろうか。合わせて岡崎のジャズといった、文化的な資源も

活用しまして。特に、今、出ておりますけれども、現在ゆるキャラグランプリの 2013 で出

場中のオカザえもん。ちょっと苦戦しておりますけれども、そのオカザえもんの力も借り

まして、岡崎をぜひ盛り上げてまいりたいと思っております。

きょう、たまたまセントレア、空港に行ってきたんですけども、オカザえもんのグッズ

があんまりたくさんで、びっくり致しましたけども、多くが岡崎じゃなくて、よその業者

が作ったのが、ちょっと残念だなというふうに思いました。

先ほどのツインブリッジのことにつきまして言いますと、ツインブリッジの見学のつい

でにですね、岡崎城観光して、そして、このまぜめんを食べて帰るだとか。それからぶど

う狩りをしながら、ジャズを聞いて、岡崎の市内観光を楽しむといったような、こういっ

た相互の相乗効果によって、春の桜だとか、夏の花火だけではなくて、四季を通じて岡崎

に観光に来ていただける、そんな魅力ある観光産業都市の岡崎を築くことができるという

ふうに信じております。

そして、観光客で市内がにぎわうようになれば、かねてから岡崎に望まれております、

シティホテルの誘致にも、私はつながるというふうに思っております。こちらのほうも前

市長から引き続きまして、今も努力しておるところでございますけども、民間企業は大変

シビアでございますので、もうかりそうもない事業には、手を出してはくれないわけでご

ざいます。むしろ向こうから「岡崎にホテルを作らせてください」と言ってくるような、

そういった土台を作ることが、私はまず大事ではないかというふうに思っておるわけでご

ざいます。それが私のイメージ致します、観光産業都市の岡崎の近未来像だと思っており

ます。

それからもう一つでございます。先般も 22号台風がまいりまして、私も、防災対策本部

を立ち上げ、そして副市長さん、部長さんたちと一緒に、それぞれ手分けして、岡崎市内、

ずっと回ってまいりましたけれども、災害時における防災力の強化ということも、今の岡

崎にとって、私は重要な課題の一つであると思っております。

本市にとりまして、平成 20年度の 8月末豪雨というのが、これ甚大な被害をもたらした
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わけでございまして、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と致しまして、各地で河川改修進めておるところでござい

ます。また、いざ、災害が起きた場合に、どのような行動を取るべきかということをまと

めました水害対応ガイドブックも作成致しまして、市民の皆さま方に、今、配布させてい

ただいているところでございます。

一方、今年の 5 月の末には、南海トラフ巨大地震の新たなる被害想定が県から発表され

たところであります。それによりますと、岡崎市内の最大震度が 7 で、死者数が 500 名、

全倒壊建物が 1万 6000 棟と、本当に衝撃的な数字が想定されておるところでございます。

岡崎市と致しましても、市民の皆さま方の安全ということを最優先に、新たな対策の検討

とともに、災害が起きた場合に被害の軽減や、迅速な復旧を図るために各種団体の皆さま

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

んでおるところでございます。ここに、西三河の 9 市 1町との災害時の相互応援協定であ

りますとか、それから、明大寺の研究所にございます施設には帰宅困難者を受け入れてい

ただく、または、公立高校や小学校の建物に、そうした避難者を受け入れていただくよう

な、そんな協定をそれぞれ、今、結ばせていただいているところでございます。こうした

協定が必要となるような災害が起きないことが一番大事でありますけれども、日ごろから

こういう形で、情報交換やシミュレーションを行うことによりまして、万が一のときには、

こうしたものが有効に機能するのではないかと、このように思っておるところでございま

す。

きょうは、多くのことについてご説明申し上げましたけれども、私の思い描いておりま

す次の新しい岡崎というものが、少しずつではあっても実現していくことが、そして、皆

さま方が、岡崎が変わったな、このように実感いただけることが、一番大切ではないかと

いうふうに思っておるわけでございます。

この後の意見交換におきましても、皆さま方の多くのご意見をちょうだいできるものと

期待しておりますので、そうした声をまたぜひ岡崎の市制に反映させながら、事業の選択

と集中を図り、子どもたちがこの岡崎に生まれたことを誇りに思えるような、そんな新し

い岡崎の建設に向けまして、市政運営に取り組んでまいりますので、皆さま方の一層のご

理解と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。

今日は本当に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、ただいまの市長の提案説明に対しまして、ご質問のある方は挙手をお願い致

します。

市民Ａ よろしいでしょうか？
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司会 よろしくお願い致します。

市民Ａ 素晴らしいご教唆、本当にありがとうございました。市長のお示しのリバーフロ

ント構想、本当に、僕、そのとおりだと思います。例えばパリのセーヌ川のほとりという

のは、本当にうっとりとしたライトアップがあって、クルージングがございますね。例え

ばボストンの水陸両用のダックツアー、ご存じだと思いますが、今、東京にも出てまいり

ました。市長さんのおっしゃるとおり、ぜひ、ライトアップもしていただいて、それこそ

クルージングですよね。屋形船、今、一時期しかやってないと思いますが、年間を通して

楽しめるようにしていただくとよろしいんじゃないでしょうか。

それから、お伺いしたいのは、これだけのものをするのであれば、やはり玄関口になる

東岡崎の駅、これはどのようにお考えなのかということ。それと私が懸念していますのは、

市長さんがおっしゃるとおり、どんどん中心のこの市街地ですね、ここに、私、手元に岡

崎の都市計画、この後、総代さん、ご質問されると思いますが、岡崎の市役所、それから

商工会議所がある辺り、あの辺、どんどん、どんどん潤っていくんですね。ところが、こ

の東部地域には、ジャズの街とおっしゃいますが、コンサートホール一つございません。

映画館もございません。カラオケボックスも一つもありません。それから、うちの病院に

いらっしゃる、体の不自由な車いすの方、あるいは免許を持っていない方、自由に買い物

ができるショッピングセンター一つ、何一つないわけでございます。

市長さんがご存じかどうか分かりませんが、いまだに本宿、山中、額田の方は、中心市

街地に行くことを「きょう、おれは岡崎行ってくる」って言うんですよ。つまり地元の方

は、なかなか自分たちは岡崎市民という実感がないんですね。それはあまりに格差があり

過ぎる。私もやはり中心市街地のイオンの辺り、あの国道 1号を下りますと、美合、藤川、

山中、本宿、だんだん、ポツンポツンと光がなくなって、何にもないわけですね。で、額

田の山奥には、とにかくコンビニもガソリンスタンドもないところもございます。そうい

うところにも人が住んでおられるわけです。

ですから、ぜひきょうは、この東部地域の会でございますので、例えば、新東名、来年

通るわけでございますが、例えば、本当に市民の方が、皆さんが楽しめる商業地域、いこ

いの場となるような、エンターテインメントの施設も含んだ大型の複合施設をドカンと作

ってですね。そうすれば、やはり市長さまのご発案ですと、恐らく観光客は日帰りで帰る

と思うんです。1日で済んじゃいますから。ただ、東京ご存じのとおり、六本木もあれば、

赤坂もあれば、銀座もある。各地区非常に特色があるもんですから、外国人も 2泊、3泊、

場合によっては 1 週間滞在するんですね。ですから、中心市街地だけが潤うんでは、多分

日帰りで帰ってしまって、お金は大して落ちないんですね。ですから、市内に、各エリア

に観光客の興味を引くようなもの。なかなか法蔵寺、山中八幡があるといったって、観光

客来ないんですね。やはりそこに目玉になるような、地域住民も喜ぶようなもの、観光客

もあそこに行けばこういうものがある。例えば、土岐のアウトレットだとかですね、長島
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温泉、こういったようなもの。地元住民も喜ぶ。観光客も喜ぶ、複合施設、大型商業施設。

ぜひこういうものを要望したいと思っておりますが、市長さまのお考えをお伺いしたいと

思います。

市長 大変ポイントを付いたご意見を頂きまして、特にパリで長いことをお暮らしでした

し、また、アメリカのことにつきましても大変よくご存じなわけでございます。

私としては、さっきの話の中でそういうことを申し述べたつもりでおったわけなんです

けども、ちょっと説明の仕方が悪かったかもしれません。決して中心市街地のことだけを

考えているわけではなくて、一つの流れとして季節ごとに北は駒立のぶどう狩りからです

ね、大樹寺、滝山寺、岡崎の中心地域、または東部地域の、先ほど言った法蔵寺だとか、

山中八幡宮だとか、そういうルートをいくつも設定致しまして。東京に行くと、はとバス

ございますよね。はとバスに観光コースがいくつもあるわけですけど、ああいう設定を、

季節ごとにいろいろな食べ物などと合わせながら、PRしてまいりたい。

今まで岡崎というのは、そういう PR の仕方ではなかったんじゃないかというふうに、思

っとるわけです。そうしたのができるような形にこれから話を進めていきたいということ

で、今、岡崎の活性化本部の人や、商工会議所の方ともですね、話を進めておるところで

ございます。

明日すぐできるというわけにはまいりませんけれども、今年の夏にも、夏祭りなどもで

すね、去年はあわや風前の灯までもいったんですけども、民間活力で去年はあれだけのこ

とができました。今年は、岡崎市のほうも以前ほどではありませんけれども、力を入れま

して、しかも、1日、2日で行っておったものを、今回は 1 週間に延ばしてやりました。も

ちろんそのためにいろいろな問題が、また起きてまいりましたので、これでもう完成とい

うわけではありませんけれども、来年に向けて、またその反省点を生かしてですね、さら

に進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、一番最初にご指摘いただきました、東岡崎駅前でございますけれども、これ

は、まさに私たちが前々から思っておることでございまして、岡崎に初めて来た方が、東

岡崎駅から降りると「岡崎市というのは人口 15 万人ぐらいの街ですか？」ということを、

すぐ言われてしまうわけです。まさに、貧弱な駅前の様子を見ると、どうしてもそういう

ふうに見てしまうだろうというふうに思っておりまして、これは長年の岡崎市の懸案事項

で、もちろん地域の方にご納得いただけなければ開発もできませんので。それから、東岡

崎駅前というのは、ご承知のとおり、下が岩盤でして、簡単に地下街も作れないわけです。

硬くて。そういうこともあって、歴代市長さん、努力はしたけども、なかなか目立った形

にはなってこなかったんですけれども。ようやくここにまいりまして、駅舎も新しくリニ

ューアルされますし、そして、駅の北部地域も、今、用地の買収も順々に進みまして、新

しくバスとタクシーと、それから、乗降客を分離してご利用いただけるような計画ができ

てまして、これから順番にそれもできてまいります。そして、それが先ほど申し上げまし
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た乙川の水辺利用に生きていくような形で、それを、ぜひ、発展させていきたい。こうい

うふうに思っております。

何度も申し上げますけども、決して岡崎の中心街だけのことを考えて、私はやっておる

わけではありませんし、そして、もう一つ、逆にこれを言えばですね、一つの国家、一つ

の都市で、真ん中が没落しとって栄えた例は、これもありませんので。そういうふうに、

またこれから、第一歩としてやって、もちろんそれを広げていくということでありますの

で、ご理解いただけたらと思っております。

それから、もう一つ、一番肝心なことであります。ここ 1週間ぐらい前から、大変ご熱

心に頂いております、新しいショッピング街を東部地域に。これは、この間、道の駅の成

功を見ていただいても分かりますとおり、東部にも、今、先生おっしゃられたとおり、大

きなショッピング街というのがありませんので、本当に東部の方にはご迷惑を掛けており

ます。

特に本宿などは、以前は、住宅の真ん中にスーパーもあったわけですけれども、あれが

なくなっちゃってから、本当に遠くまで買い物に行かなければならなかったり。特にご年

配の方で、車がない方は大変ご不便を掛けておるわけでございまして、そのことは、私も

十分承知しております。そして新東名のインターチェンジができますので、あの周辺の開

発の中で、そうしたものが対応できないかということを、かねがね考えておりまして。今、

まだ決まっておりませんので、具体的に公表することができませんけれども、大手のスー

パーだとか、量販店に、ぜひインターチェンジの周辺に出てきてもらえないだろうかと、

こんな打診もしておりますし、それから、用地の開発計画につきましても、今、一生懸命

努力をしておるところでございます。

ただ一つ、私が市長になりまして、一番意外だったことは、岡崎は中核都市であります

から、中核都市として用地の利用計画というのは、単独で自由にできるかと思い込んでお

ったんですけども、それが、今まで既に岡崎市が岡崎市としての開発計画をマスタープラ

ンとして国や県に出しておりますので、そうしたもっと違うことをやる場合には、もう一

度あらためて計画を出し直して、了承を得ないと手が出せないというので、こういう厄介

な法律的な手順がございまして。もちろん、それがあるからやれないなんてことは、考え

ておりません。この間、大変いいご示唆を頂きまして、それも考慮に入れながら、次に向

けてのいろいろと考え方進めております。

今日も先ほど申し上げましたけども、私、セントレアにちょうど行く用事がございまし

て、セントレアというのは、今、コストコという大変大量販売で有名なお店が、今、出て

おりまして、きょうは月曜日の平日でありますのに、お昼ごろ行ったら、もう駐車場が満

杯で、お客さんが行列を作って、お昼ごろに並んでいるというのは、どういうことかなと

思うんですけども。そういう状態でありました。ですから、それと同じものができるかど

うか分かりませんけれども、今、大変いいご示唆を頂いておりますので、そうしたものが

実現できるように努力してまいりたいというふうに思っております。
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市民Ａ 市長さまのご意見頂いて、安心致しました。

地元の総代さんが、街の活性化本部に行きますと、おれたちは商工会議所だから、商工

会議所というのは、商工会議所の会員のために一生懸命やるんであって、本宿のことは知

らんと。あんたたちでやりなさいと言われたそうです。僕は、非常にがっかり致しました。

市長さまは決してそういうおつもりでなさったのではないと思いますので、ぜひ東部地域

のこともお考えいただきたい。

それから、マスタープランに関しては、ここに 2010 年に岡崎市都市計画で作られたマス

タープランございます。これ見てみますと、例えば本宿駅は、地域の拠点施設というふう

に位置付けられておりまして、都心ゾーンを補完する拠点として位置付けられている。そ

して、市民の日常生活において不可欠な医療、福祉、商業等の機能の誘導を図る。地域の

玄関口にふさわしい環境づくりを進め、土地の高度利用を誘導しますと書いてあります。

ですから、今、市長さま懸念を表明されましたが、私は、市長さまの心配なさる必要全く

なくて、本宿駅中心は拠点地域として岡崎市の都市計画化が既にこのように認定をされて、

国にも上げておられるということであれば、全くこのマスタープランどおりに、市長さま

の強力なリーダーシップの下に、大いにやっていただければよろしいかと思います。ぜひ

お願いします。

市長 商工会議所のどなたが言われたか知りませんけれども、少なくとも私の知っとる限

り商工会議所の会頭も役員も、それから、活性化本部のメンバーもそんなこと絶対思って

ないと思います。

私はかねてから、ずっと、選挙のときも言い続けておりましたけれども、岡崎市の、や

っぱり岡崎は広うございますから、東西南北それぞれの拠点地域を設けて、医療も、拠点

病院というものを地域でできれば、それが民間病院で担っていただけるようなものを作っ

て、そして、各地域でそれぞれそこそこ自立できるような形というものを、商業も、工業

も、そういうものをやっぱり作っていくことが、岡崎市の総体的な発展につながっていく

だろうというふうに、基本的には思っておりますので。ただ、これもさっきから言ってい

ますが、明日すぐできるというわけにはまいらないと思いますけれども、必ず順番にそれ

はやってまいりますので、ご理解いただけたらと思っております。

市民Ａ ただ、順番とおっしゃっても、やはり、ツインブリッジができた後というと、相

当先になってしまいます。ですから、ぜひ、それは順番にこだわらずに進めていただきた

い。

それから、ある市の重要な幹部の方が、とにかく中心市街地から東部地域に人の動きが

あるのはけしからんと。それは好ましくないとおっしゃったので、私は決してそうは思わ

ないんですね。なぜかと申しますと、市内のパイだけを商売で奪い合っているという発想
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は、もう、本当に古いんです。今は、岡崎にぜひ行きたいねと、静岡からでも浜松からで

も、名古屋からでも。それはすなわち、複合的な魅力がある街であれば、いらっしゃるわ

けですね。そうすれば、全体の集客率が上がれば、中心市街地も商売でもうかると。東部

地域の方も、地域住民、お年寄りですね。乳母車を押したお年寄りであっても、車いすの

方でも、赤ん坊連れたお母さんでも、気軽にショッピングセンターへ行けて、そこにも周

辺から人が集まる。そうすれば、全体的なレベルがアップすれば、間違いなく岡崎は素晴

らしい都市になると思いますので、ぜひ市長のリーダーシップを期待しております。よろ

しくお願いします。

司会 ありがとうございました。

最後にまた、質疑応答の時間を取らせていただきますので、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、事前に頂戴しておりますので、山中学区の代表の方

にお願い致します。

市民Ｂ 本日は市長と語る対話集会、お題をくださいましてありがとうございました。

私の地域の提案の内容ですが、旧桑谷山荘の跡地のことでございます。ご承知のように、

昨年の 12月に閉館しまして以来ですね、本当に、人一人入らぬような土地になってしまい

ましてですね、非常に、私ら寂しい思いしてます。

先日、ちょっと、行ってまいりました。しばらくぶりで。もう、秋風の枯れ葉が舞って

るだけで、その他のにぎやかなところは全くありませんよ。それで、山荘囲ってました扉

がありまして、その扉も錠がかかってまして、そんな状況を見ますと、かつて非常に繁栄

した桑谷山荘というのが、いつの時代だったんだろうかという錯覚にとらわれてしまいま

してね。実は私がまだ会社におったころに「今度の懇親会は桑谷山荘でやるぞ」「へえ、ど

こにあるんですか」って言ったら「お前、岡崎に住んでて知らんのか」と言われましてね。

それ以来、山荘に対しては非常に神経を使うようになりましてね。もう以来二十何年か、

非常にお世話になりました。で、先ほど行ってまいりましたという話をしましたけれども、

全く何といいますか、昔のことをすごく頭に浮かぶわけですね。で、それに対しまして、

やはり何とか、もう 1 度、2 度、山荘を活性化させる方法はないんだろうかと。ならぬも

のはならぬぞっていうような話になってくると、これは大変ですけども、岡崎市民が一丸

となりまして、市長はじめ、みんなでもって考えて、いい方策を打ち出したいわけですね。

何とか桑谷山荘跡地に、もう一度何かできそうな気がしてならないわけでございます。提

案事由はそんなことでございます。一つ、われわれもできるだけ、その辺させてもらいた

いですし、市に対して協力しますけれども、市のほうもぜひ前向きになって、西のほうに、

藤川の宿・交流センター。そして真ん中の山中に山荘がなくなってしまいました。東のほ

うには、先ほど市長から話ありましたように、インターができまして、本宿が、これから

発展性がすごく高まったわけです。そういうことでもって、なんか山中学区だけが落ちこ
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ぼれそうな気がしてならないわけでございまして、この際ですね、ぜひ山中学区の桑谷山

荘、ひいては岡崎のためにですね、少しご努力いただきたいというようなことを、提案致

します。以上でございます。

司会 ありがとうございました。ただいまのご要望に対する回答のほうをお願い致します。

市長 桑谷山荘につきましては、私の知る限り、今まで 3 度廃止の話があって、それが市

民の声ということで、もうしばらく運営するということで、ここまで延びてきた。そんな

記憶がございます。これも今おっしゃられましたとおり、桑谷山荘ができた当時は、他に

類似の施設が近隣になかったということもあって、大変珍しかったということもあって、

岡崎で唯一海の見える場所でございましたから、そうしたこともあって、先ほど言われた

ような、大変はやったような時代もございましたけれども、ご案内のとおり、もう民間で

ですね、三ヶ根から三谷からいろんなところに、いっぱい安いホテルができまして、そう

した中で岡崎の山の一番てっぺんにああしたものを作ってですね、競合していくっていう

のは、大変、そういった意味からでも大変でございます。

しかも、今まであった施設というのが、老朽化してまいりまして。それから行かれた方

はご存じだと思いますけれども、大変階段と坂が多くて、僕らはまだ十分、運動変わりの

ようにして、使えますけれども、ご年配の方、身障者の方はなかなか使いにくい。そして、

また耐震性の問題などもありまして、あの施設をあのまま使用するということは、これ以

上は難しいと。そういったことで、建て直すか、廃止をするか。はたまた、違う用途を考

えるかということで、話が進んできたようでございます。

そして、私が市長になります前の平成 23 年の 12 月ごろですね、廃止が正式に議会で決

定されて今日の事態を迎えておるわけであります。それで、その後、何かいい方法はない

かと。決して岡崎市は手をこまねいて、何もやってこなかったわけではなくて、UJF など

を通じまして、全国に民間の業者でここを使って、ホテル経営をやっていただけないだろ

うかと、こういうことを何度も何度も PR してやってまいりましたけれども、やっぱり現地

を見にきてですね、山の一番てっぺんであると。しかも、今ある施設が使えない。これを

壊して、取り除いて、もう 1 回新しく建て直さなければならないということの中で、投資

効果、それから、もうかるかもうからないかというのは、民間企業としては、極めてシビ

アに判断致しますので、そうしたことの中で、同等の施設を民間でやるというところは、

出てこなかったわけでございます。じゃあ、岡崎市がやれという声もあったわけでござい

ますけれども、やってもですね、今の状況下の中で、通常の工夫ではとても民間の類似の

ものに、三谷や三ヶ根のほうにいっぱいできてきてますから。そっちのほうへ行くのは、

はっきり言って楽です。そういったことを考えると、海が山のてっぺんから見えるという

景観がある岡崎に独自のものだってことは、私たちは地元の人間ですから、言いますけど

も、それだけでお客さんが集められるかどうかっていうとですね、やっぱりこれは難しい
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というふうに思っております。

残念ながら今回、もう一つ説明しなければいけませんでした。自然科学研究所機構のほ

うから、生物学研究所の研究用のニホンザルの飼育繁殖にできる施設に使いたいというこ

とで、お話があったわけでございます。別に私たちは、これだけに絞って話を持ってきて

おったわけではないんですけども、岡崎市と致しましては、岡崎市がこれを管理するとい

うことになっても、その跡地を整備しなければいけないわけです。それだけで、やっぱり

2 億円ぐらいお金が掛かってしまうわけでございまして、これを他の施設が使ってくれて、

しかも、10年後に返してもらうときには、これを全部きれいにして返していただけるとい

うことでありましたので、これは願ったりかなったりの話だと思っておったんですけども、

先方も先方の事情がございまして、特に国のほうが予算の関係で厳しいことも言ってまい

りましたので、今回、犬山のモンキーセンターのほうに、合わせて併設されるということ

で、これ、なくなってしまったわけであります。

ですから、今現在、旧桑谷山荘の跡地の問題はどうするかということは、正式に決まっ

てないわけでありますけども。ただ、私は、これ、この問題がどうなるにしても、桑谷山

荘のある山のてっぺんのところに、展望台がございます。あそこからの景観というのは、

やはりすごくいいものだと思っておりますので。本当ならば、なんでここに建物作らなか

ったのかなと、私は勝手に思っとったんですけども。これもやっぱり公園法の関係があっ

て、そこには作れなかったそうでございますけれども。今、既に展望台がありますので、

この展望台をやはり、あの地域をハイキングコースとして、来ていただけるお客さんに十

分楽しんでいただけるように、もう少しきれいなものに整備をして。あそこにレストラン

を設けるというのは、なかなかお客さまが毎日たくさん来てくれればいいんですけど、難

しいと思うんですよ。ですから、少なくとも自動販売機でそこそこのものが買えるような

ものを設ける。それから、今まで桑谷山荘があったところには、駐車場は残しますので、

そこにトイレを作ってほしいという声がございましたけども、トイレは常設のものができ

るのか、それとも、工事現場に置けるような仮設のものになるのか、これもどちらが費用

対効果としていいのか、できるのかできないのかも含めて、これから部内でも検討して、

考えてまいりたいというふうに。今、現在はそういうふうに考えております。それしか考

えていないというわけじゃなくて、もちろん、いいアイデアがあったら、ぜひ、教えてい

ただきたいと思います。

市民Ｂ 展望台の話をしますと、市長、私も、今話しました、上まで行ってきました。し

ばらくぶりで。登り口ですね、野鳥の看板がありますね。あの看板は立派ですよ。あの看

板が立派だということは、あの道を使って展望台へ行って、小学生、中学生が、野鳥の研

究があそこでやれるんだっていう、要は、そういうものが出来上がったわけですよ。ちょ

っと道の両脇の草を刈って、普通に登り口から展望台、その辺を整備してもらうと、今言

いました看板そのものも使えるし、展望台も使えるからね。そうしますと、岡崎の小中学
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生に対しまして、非常にいい場所になると思うんですね。ぜひ、その辺を、ちょっとまた

われわれも含めて、研究しながら、そういう改善をしていきたいというふうに思ってます

んで、よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございました。その他のご質問ある方いらっしゃいましたら。

－－ 今のケースに対して。

司会 はい。今の桑谷山荘の件でご質問ある方がいらっしゃいましたら。それでは、発言

の前に学区名とお名前をお願い致します。

市民Ｃ 先ほど、岡崎、観光都市にするって言われてましたけど、やっぱり東部には関係

ないですね。街の真ん中が観光で、外に向けた観光じゃなくて、例えば山中八幡宮のこと

を言われましたけど、山中八幡宮 12 日お祭りがあります。そうすると、山中の人が楽しむ

お祭り。これを企画している段階でも、どこでも地域の町でも非常に少子高齢化でみこし

も担げない。子ども会も子どもがいない。それが現実なんです。ですから、橋を作られる

のもいいけれど、先ほど言ったように、山中にまず一遍電車で来てください。普通電車し

か止まらない。本宿が中心になる。藤川に交流センターが建った。山中は何にもできない。

ど田舎かな。それで、僕、ど田舎でいいと思います。それで、山綱川あり、鉢地川あり、

それこそ川のことを言われました。それで今、川というのは全部土手がコンクリートなん

ですよ。それで 3日前に、僕、孫連れて、山綱川も入りましたけど、魚がいないんですよ。

昔は、鉢地川で僕飛び込んで、それで泳いで、水車小屋があってって時代があったんです

よね。やっぱりそういう地元が使える川というのが、まず僕、優先してほしいと思うんで

すよね。

だから、子どもが地元で。やっぱりさっき言った、桑谷山荘もそうじゃない。あそこに

昔は、一本松がありました。山中へ 4 キロ行って、あそこで一本松見て、竹島見て、帰っ

ておにぎり食べて。それが楽しみだった。桑谷山荘できましたけど、それよりも地域が行

けるもの。僕はやっぱり街の真ん中よりも、山中に近いもの、お願いしたいと思いますね。

特に、今、少子高齢化で、この前も敬老会に記念品を取りにみえなかった。だから僕は、

その街の真ん中じゃないけど、少子高齢化、子どもが少ない、お年寄りが多い。そういう

現実の中から、僕は山中の明日があると思います。よろしくお願いします。

司会 はい。

市長 すぐ中心街、中心街という、ひがみみたいな話が出てくるんですけどね・・・。
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－－ ひがみじゃない。

市長 ちょっと聞いてください。殿橋と明代橋というのは、もう作って 70年から 80年た

ってる橋なんです。それでもう中根鎭夫市長の段階のときに、もう建て替えないかんとい

う話が出てきて、この間、僕は現実に行ってまいりました。毎日あれだけの交通量の車が

通る橋が、ひびが入ってるんです。そういうものをどっちみち、これ替えないかんわけな

んですよ。替えるならば、そういった岡崎の伝統文化を生かしたものを作りたいと言って

るわけであって、今まだ使えるものをぶっ壊して新しいぜいたくな橋を作ろうなんて、こ

んなことを言ってるわけじゃないんですよ。まずこの点だけ、ご理解ください。

それから、決して地方のことを考えてないわけじゃないわけですよ。そういったものを

やる中で、一つ一つやっていくわけですけども、川というのがどういう川か。確かに、子

どもが遊べる川がいいと思います。この間、伊賀川のところに行きましたら、伊賀川沿い

の方がですね、伊賀川というのは、岡崎の真ん中の川だったけれども、今、川の中に人が

入れない。一体岡崎市は何をやってるんだということを言われました。ですけれども、河

川というのはどういうものか。今のこれだけの地球温暖化が進んで、集中豪雨が降るとど

んな災害が出るか分からない。そういう川にとって、一番大事なことは、川を整備して、

まず安心、安全な川を作ることであります。そして、その中で、川が皆さまに使っていた

だける自然のある川にしたいということを、私は、思っておるわけですけども。

伊賀川も、この間も、私のブログに岡崎市は何をやっとるだと。桜の木が全部なくなっ

ちゃったじゃないかと言われておるんですけど、これは決してなくしちゃったわけじゃな

くて、まず、安心、安全なきちんとした川を作って、護岸をきちんとして、市民の生活財

産を守るための川を作る。それに合わせて桜の木は、これからまたきちんと復活させます。

それと同じように、また地元の川も、もちろん子どもさんが遊べる川であることは、望ま

しいと思います。ですから、そういう方向にも持っていきたいと思っております。現実に、

私が県会議員になって、10 年ぐらいしてから、それまでのコンクリートで固めてしまう川

づくりからですね、多自然型の河川づくりということで、これはドイツから始まった考え

だそうでございますけれども。川の流れをそのまま生かして、そこにある岩を生かして、

コケが生えるような、そういう川づくりというのが現実に進んできております。

ただ、一つだけ私たちが理解しなければいけないことは、ヨーロッパと日本は違うわけ

です。ヨーロッパというのは、ドナウ川やセーヌ川や、豊かな川の流れが本当にゆっくり

と流れてくる川を持ってる平地の川であります。ところが日本の川をヨーロッパの建築家、

アメリカの建築家が見たときに、なんて言ったか。「日本は川じゃなくて滝だ」ということ

言いました。それは特に日本というのは、雨期があります。ですから、そういう中で私た

ちが生活してるわけですから、そうしたエリアで生活する地域においては、そうしたエリ

アに対応した川づくりをしていかなきゃいけないわけであります。

もちろん、先ほど言いましたような、親水性のある川を作るということ、多自然型の川
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づくりというのは、これからもやってまいります。ですけれども、これだけ地球環境が大

きく大変動起こして、地域集中的なゲリラ豪雨が起きる時代にあってですね、やはり私た

ちはまず第一に考えるのは、市民の皆さま方の安心、安全、生命と財産を守ることではな

いかというふうに思っているわけであります。

そういった兼ね合いの中で、またこれからもしっかり考えていきたいと思っております。

決して忘れてるわけではありませんので、それだけご理解ください。

市民Ａ 今の山中学区の方のご意見に、僕は全面的に賛成致します。とにかく桑谷山荘、

僕も子どものころ遊びに行きました。フィールドアスレチックスで遊んで、今も医師会の

先生方も野鳥の会というのを作って、バードウオッチングをやっておられる。本当、三河

湾が見える、本当に素晴らしいところです。それで、もうひと方がおっしゃったのも、本

当にそのとおりで、なかなかみこしを担ぐ子どもが減って、これ本宿も同じでございます。

ですから、私がなんで本宿、山中、額田地域に商業施設を誘致ということを申し上げて

いるかというと、そうすれば、税収が増えるんですね。増えた税収で市長さまがおっしゃ

ってるツインブリッジ構想をやっていただけばいいと思うんです。そういう施設ができる

と雇用が生まれます。ですから今、本宿、山中、額田の人はですね、子どもはどんどん、

東京、大阪、名古屋、大都市に行っちゃうんです。でもそういう商業施設ができる、働く

場があるとなったら、彼氏を連れて、子どもを連れて帰ってくるんですね。そうしますと、

そこで雇用が生まれる。そうすると、その子たちが、またみこしを担いで活性化する。で、

町はどんどん潤ってくる。中心地の整備にもそのお金をどんどん使っていただけばいいん

です。で、お伺いしたいのはですね、桑谷山荘、UFJ 通じて、お伺い立てられたとおっし

ゃったんですが、例えば市長さま、軽井沢の星野リゾートご存じでいらっしゃいます？

市長 だから、もし、そのいいのがあったらですね、ぜひ紹介ください。

市民Ａ 分かりました。ぜひ、そのようにさせていただきます。

市長 もしやってくれる人がおるんだったらですね、ぜひお願いしたい。

市民Ａ なぜ僕がこの質問をしてるかというと、武田副市長さまに、私、お伺い立てたん

ですよ。「どうして力のある企業にお願いしないんですか？」と申し上げたら、「法律のあ

れがあって、商業施設の誘致は、旅館業の誘致はできない」とおっしゃったんです。

---

市民Ａ 武田副市長がですね、そのように以前。桑谷山荘の跡地です。それは法律的に可
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能なんでしょうか？

市長 桑谷山荘では、今まで既にそれをやってきてるわけですから、継続してやる上では、

私は問題はないかと思いますけれども。どう言って、そういうことを言われたんですか？

僕もちょっとよく分かりません。

市民Ａ 例えば天の丸ってございますね。

市長 はい？

市民Ａ 天の丸ってご存じでらっしゃいますでしょうか？

市長 はい。

市民Ａ あれが桑谷山荘の上にあるんですが、非常に人気があるんです。楽天のホテルの

ランキングでも四つ星ホテルになっちゃってるんですね。ですから、私は、あそこの立地

条件で商売が成り立つんであれば・・・。

市長 天の丸っていったら、岡崎よりももっと海に近いですよね？

市民Ａ でも立地条件としては・・・。

市長 景観もいいですよね？

市民Ａ 車なら 20分ぐらいのところなんでね。

市長 こんなこと大変失礼な言い方しちゃいますけどね、僕が客だったら、桑谷山荘行き

ませんね。

市民Ａ はい。

市長 山のてっぺんまで車でグルグルグルグル回って登ってくなんて、この不便さは、よ

そから来る人間には、とても耐えられないことですよ。もう目が回っちゃいます。それよ

りももっと近くて、今言われた天の丸とか、248 使ってサっと行けば三ヶ根、三谷のほう

へ行けばですね、もっと民間の費用をしっかり掛けたホテルがあるわけですよ。

市民Ａ 要するに法律的には難しいということでしょうか？
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市長 いや、そうじゃないです。法律的に難しいわけじゃない。

市民Ａ 法律的には可能なんですか？ 分かりました。

市長 商業として、じゃあ、これがもうかるかもうからんかということはですね。

市民Ａ 分かりました。

市長 やっぱり商売やっとる人は冷徹に判断する。

市民Ａ おっしゃるはおっしゃる通りです。

市長 そういう中で UFJ がやっても出てこなかったわけです。この事実はやっぱりしっか

り受け止めていただきたい。

市民Ａ ええ、UFJ が全ての企業に声掛けたとは、ちょっと思えないということを申し上

げてるんです。

市長 全部に声掛けるなんてことは、どんな仕事でもありません。

市民Ａ 出てくる企業がございましたら、ぜひ、市長室にお伺い致します。

市長 ですから、ご人脈がたくさんあるわけですから、もしやってくださる方があったら、

ぜひご紹介いただけたら。

市民Ａ はい。分かりました。

市長 私も頭を下げてお願いに行きます。

市民Ａ 分かりました。どうもありがとうございました。

司会 ありがとうございました。最後に質問のお時間をまた取らせていただきますので、

先に進めたいと思います。ただいま、予定終了時刻を過ぎておりますが、少々お時間を延

長するということを、皆さまにご了解いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？

ありがとうございます。

引き続き本宿学区の代表の方にお願い致します。
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市民Ｄ 本宿学区でも先ほどから話がありますように、農村部を中心に少子高齢化が進ん

でいます。また、高齢者だけの家庭も増加しています。そのために高齢者が医療を受ける

ための足の確保が必要となっております。検診や外来受診のための利便性を考えていただ

く必要があると、考えます。

一つ目は、身近な医療機関で、国民健康保険の健康診断、人間ドック、検診をはるさき

検診センターと同様の条件で受けられるようにしてほしいと考えております。

二つ目は医療を受けるための交通手段ですが、利便性のあるオンデマンドバスの運用な

どを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか？

医療受診の利便性向上は受診率を高め、早期の病気発見、早期の治療に役立つと考えま

す。よろしくお願い致します。

司会 それでは、回答をお願い致します。

副市長 副市長の寺田でございます。お世話になります。

ただいまのですね、ご質問、2 点であろうかと思います。

まず 1 点目でございますが、人間ドックの件でございます。本市においては、国民健康

保険の人間ドックにつきましては、現在、はるさきの検診センター、こちらのほうで、今

やっているところでございます。これは、医師会に今やっていただいてるのは、人間ドッ

クを受けられる方の日程の調整だとか、健診結果のデータの管理だとか、そういったこと

がございまして、今は、医師会のほうにお願いを申し上げてるのが、実情でございます。

ただ、皆さま方ご利用になられる方から致しますと、特に東部のかたがたから致します

と、やはり遠いという実情がございます。こういったご意見を頂いておりまして、今後、

医師会と協議の中で、できるだけ地元の医療機関で、人間ドッグを受診いただくよう、ち

ょっと時間かかるかもしれませんけども、今、その方向で進めさせていただいております

ので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。以上でございます。

それから、オンデマンドバスのほうですね、中安副市長のほうからご回答させていただ

きますので。

副市長 副市長の中安です。オンデマンドバスのご質問いただきました。この本宿学区な

んですけれど、この本宿、もともと非常に交通の要所でして、便利な地域でございます。

本宿駅、名鉄の急行が止まりますし、それから、高速バス、路線バスも発着しております。

タクシーも使える。こういうところで、さらにオンデマンドバスをということが、ご要望

としてあったわけなんですけれども、こういったオンデマンドバスを走らせる場合、一番

問題になるのは何かといいますと、どれだけの人が使っていただけるかということなんで

す。だから、ある程度の人は使っていただいて、採算性が取れるんであるならば、非常に

それは問題ないんですけども、残念ながら、今、あちこちでそういう要望があって走らせ
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てるというところは、なかなか採算ベースに乗らないところがほとんどだということが、

実態でございます。そういう中で、いくつか事例を申し上げますと、例えば、額田地域で

は、コミュニティバス走らせてるんですけれども、ここなんかだったら、その地域の方が、

住民協議会を作って、バス停を設置管理して、町の中で費用や労力を負担していただいて

いる、そういう中でコミュニティバスを走らせるという実績がございます。

それから、山中学区、もう一つきょう来ていただいてる学区ですけれども、そこでは、

総代が主体になって、バスに関するアンケートというのを実施して、本当にこのバス路線

を走らせたらどのぐらいニーズがあるんだろうか、どのぐらい採算に乗るんだろうかとい

うことを、検討していただいて、その上で協議させていただいたという事例がございます。

それで、冨田病院のほうに乗り入れるなども、最近、行ったところでございます。

そういったこともございますので、なかなか要望があって、すぐにというわけにはいか

ないという実情だけはご理解いただきたいと思います。その中で、そのバス路線につきま

しては、その繰り返しになりますけれど、それぞれの地域の特性、それから需要といった

ものを状況に合わせてよく調査して、それから市だけではなくて、業者のかたがた、何よ

り地域の皆さん方と、どういう形で連携を図っていけるのか。そういうものを検討しなが

ら、改善を図っていきたいと思っております。よろしくお願い致します。

司会 よろしいですか？

－－ はい。

司会 ただいまの本宿学区の・・・。

市民Ｅ 市長にお伺いしたいですけど、旧連絡所ですね、旧連絡所、あの件について、ど

う考えてみえるか、お答えください。

市長 はい。前々から旧本宿村役場の復元につきまして、地域の皆さま方のご意見も聞き

ながら、進めてきておるところでございます。私はよそから見ておりましたので、実際に

どういったものが使い勝手がいいかということは分からないところがあるわけですけども、

地元の皆さま方にとって、大変昔からの歴史ある由緒あるものであって、特に子どものこ

ろからそれに親しんできたという思い出もあるということでございますので、地元の皆さ

まが、それをぜひ復元して戻したいということならば、そうしたものを大事にして、今後

また対応策を考えていかないかんと思っております。

ただ、ご年配の方はそうであっても、若い方が果たして同じように思うかどうかという

のが、私の一つの心配事だったわけです。例えば、本多邸がございますけども、本多邸と

いうのは、同じようなものをモデルにして建て直せばはるかに安い値段でできるものを、
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わざわざ東京から運んできてそれを使って復元したものでございます。復元したものとい

っても、そんなとんでもない昔のものではなくて、昭和時代の初期のものでございますか

ら、その価値としてどの程度のものがあるか分かりませんけれども、新しいものを作るよ

りもはるかに高いお金を掛けてあそこに作ったわけであります。しかも、一応文化財でご

ざいますから、勝手に内装を変えてしまうわけにいきませんので。今の私たちの生活から

すると、大変使いにくいものがあそこに建ってて、お客さんが来ていただいて、見ていた

だけますけども、それを見るだけということならば、本当に限られた方が、限られたとき

に来ていただくだけというのが、今の残念な状況でございます。

もし私がその当時市長であったとするならば、同じように建て直すにしても、もう少し

広い場所で結婚式の 2 次会やっていただいたり、同級会やっていただけるような広さを持

った、野外で使えるようなスペースの場所に建てるだろうというふうに思っておりますけ

ども、もう既にできてしまっております。

それで今、何が言いたいかというと、要するにこの旧村役場でございますけれども、も

ちろんそれでも地域の皆さま方にとって、大事だということならば、旧の状態のものを元

に復元することはやぶさかではないと思っております。

ただ若い人がどういうふうに思うかなというのは、ちょっとだけ僕は心配でございます。

若い人はもっと使い勝手のいいもののほうがいいと思うかもしれませんし、その辺のとこ

ろは、地元でしっかりお話し合いいただきたいな。これだけ思っております。ですけれど

も、今聞いてる話では、地域で何度も何度も話し合いをしていただきまして、その中で、

昔のものをぜひ戻してほしいということが大勢だというふうに聞いておりますので。今、

岡崎市のほうとしては、そういった方向で対応策を持たせていただくようなつもりでおり

ます。

司会 では、引き続き・・・はい。

市民Ｅ 本多邸につきましては、立派な建物を造っていただきましたけれど、あそこは、1

回行けば、もうあと見ることはないですよ。市長が言われとるように。あれ、もっと利用

価値をあるように作ってもらえば良かったのに。4 億円も掛けて、なんですか。あれは。

それで、本宿連絡所は、教育委員会が昔のままにしか作らないというふうに言い張っと

るんですが。

市長 え？

市民Ｅ 教育委員会が。

市長 昔のままにしか？
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市民Ｅ そうそうそう。昔の復元を考えているということです。

市長 ということは、それ、反対ということですか？

市民Ｅ それを今、2 回目の会議をやったんですけど、3 回目の会議が 8 月にやる、9 月に

やる、10月になっても、会議は全然やってない。どうなっとるんか。その・・・。

市長 私が聞いとる話では、地元の意見が、その古いものを復元してほしいということで

あって。今、僕初めて・・・。

市民Ｅ 復元するだけじゃなくて、もっと他のことを考えて、そう言っとるんだけど・・・

市長 そうですか。

市民Ｅ そう。

市長 私が聞いとる話では、今年度も引き続きあと 2 回程度のワークショップを行って、

文化財の復元の活動という目的に沿った形で、というふうに聞いておるんですけども。こ

れが地元の声だということで、私は聞いておりますけども、そうじゃないということです

か？

市民Ｅ そうじゃないね。

市長 ちょっと、誰か分かる人いますか？

市民Ｆ 今、発言されたことは、個人的な話なんですが、全体的な意見としては、あそこ

に復元をお願いしたいということで、今までも進んできとるんです。ただ、その中で、ど

んな形で管理運営していくのかなというのは、まだ煮詰まっておりません。ですから、今

後の課題になっておりますけれども。やっぱり、本宿にそういうあの村役場は文化的な資

産として残すのか、どうするかといったときに、ぜひ残してほしいという話の中で、復元

という形が取られた。だから、そういう意味でいくと古い建物を、耐震化にはなっておる

んでしょうけども、作ることが本当にどうなのかなというのは、疑問な点はありますが、

あとは、どんな使い勝手があるのかなということを、真剣に考えていけば、あのことは、

全体的な意見の中でいけば、進んでほしいという意見だと思います。

だから、今のお話は、全体的な反対の意見ではなくて、市民Ｅさんはそれをお考えかも

しれませんが、私どもは前向きに、ぜひ作ってほしい、復元してほしいということで進ん
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でおりますので、地元の意見が反対だなんていうことを、市長さんも認識されてもらって

は困るということでございます。よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございました。引き続き、本宿学区の、はい・・・。

市民Ａ すみません。ちょっと、今の件でちょっと。また、となっちゃうんですが、実は、

教育委員会さんのほうに、今年の 4月のときに、復元計画の要望書ということで、提出さ

せていただきました。それはあくまで復元なのですが、その建物を使って、今後、有効活

用ができるように、それこそ、結婚式の 2 次会まではいかないとしても、例えば、ウオー

キングに来た方が、中でお茶が飲めるような厨房設備を整えたということで、図面まで提

出させていただいて。あくまでも復元なんだけど、中は使い勝手のいいということで、書

類として実は教育委員会さんのほうに、市民Ｅさんと私で、2 人で行って提出させていた

だきました。その答えがまだ、実は返ってきてないんですね。その要望の会を 8月に行う

ということだったんですが、それが 2 カ月ばかり延びてますので。書類としては、A4で 4

枚ぐらいの書類で提出してございます。それには、図面も付けて提出してございます。で、

中町さんの総代さんもそれは見てみえると思うんですが。その返答は頂きたいです。それ

には、あくまでも形は復元で、ただし、中に関しては使い勝手のいいものにするというこ

とで、要望書を出させていただいてますので。そこら辺もう一度ご検討よろしくお願い致

します。

司会 ありがとうございます。教育部長から、この件に関しましてお答えさせていただき

ますので、お待ちくださいませ。

教育部長 横山と申します。よろしくお願いします。役場の復元につきましては、地元の

方のご意見、それから、今、ワークショップということで、そこに集まっていただいた方

の意見をお伺いしながら、文化財として保存しながら、いかに使えるような、活用できる

かということを、今後考えていきたいと。今の話で、ちょっとワークショップが遅れちゃ

ったと、それは申し訳ないと思います。早急にそのワークショップの開催をしながら、ま

た、ワークショップとは別に地元の意見を聞きながらですね、皆さんの総意でいい形に持

っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

司会 はい。

市民Ｅ それだと、教育委員会の人は復元を考えているから駄目なんです。本多邸と同じ

格好になっちゃう。その辺を考えたんです。市長も真剣に考えて。ただそのまま復元する

だけだったら、本多邸だと、1回行ったら誰も行かんからね。
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教育部長 ご意見を伺って、皆さんが納得できるようなものにしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

司会 はい。じゃあ、続きまして他の質問で。はい。

市民Ｇ よろしくお願いします。今年の 6 月ぐらいだったんです。先ほどの関連の質問に

なるんですけども、今年の 6 月ごろでしたかね、市長さんから会合のときに、東部地区に

大型商業施設を誘致したいというお話を承りました。それで、私、大変その場では喜んで

いたんで、やっとこういう話が出てきたのかなということで、大変喜んでおります。それ

で、ちょっと、大変失礼な質問になるんですが、そこでおっしゃった、東部地区に大型商

業施設を作りたいというお話は、今もお変わりなくお持ちいただけることと感じておりま

すが、それでよろしゅうございますか？

市長 はい、そうです。

市民Ｇ はい、ありがとうございます。

市長 ただ、そのときにお話し申し上げたのは、新東名のインターチェンジができると、

大体そういったインターチェンジができますとその周辺に、そういった大型店舗が出ると

いうのは、よくあるケースなんですよ。ですから、条件としては大変良くなってる。名古

屋から 30分圏でありますし、またお隣の静岡のほうから来たって、そんな距離じゃないわ

けですよ。東名高速使えばね。ですから、そういう立地を生かした形の中で、用地利用と

いうものも考えて、そういうものをぜひ作りたいというのが、僕の希望であるわけです。

で、この間お話をしてて、そのとおりにいけばいいですねというふうには思っとるんです。

ただ、実際にそれが出てきてくれるかというのは、先ほども何度も言いますように、民間

企業というのはシビアですから、どっちがもうかるかということで、あの人たちは判断す

るわけですよ。ですから、なるべくいい評価がもらえるように、僕らも努力していきたい

というふうに思っております。

市民Ｇ はい。ありがとうございます。それで、実は、本宿学区では、あそこへ出てきて

くれる、誘致したい企業、こういったところと交渉を、今、しておるんです。それで、こ

れは大手の業者でございますが、名前はここではちょっと控えさせていただきます。で、

いく度かの意見を交換した段階で、今はかなり前向きな感触を得られるようになった。こ

ういう状態にきております。これがさらにもっと進展したあかつきには、地域の意見であ

るとか、地域の声、こういったものを聞きながら、それから、そういった店舗づくりのプ

ロの人たちとの間の中で、地域の生き方をいかに入れていただけるか。こういう話を進め
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ていこうと思っておるんです。

ただ、その前に先ほど市長さんもおっしゃられましたけど、避けて通れないポイントが

ありますよね。土地の問題。用地の問題でございます。当然こういう企画を進めるわけで

すから、用地そのものは、これはわれわれも勝手な話になるんですけども、やっぱり目星

としては付けております。ただ、これはほとんど調整区域であり、農振地域でもある。こ

ういうようなところに目を付けざるを得ないような状態でございまして、実はこれ、市長

さんに、ぜひお願いしたいんでございますけども、この問題クリアするためには、やっぱ

り私たちにもできることは精いっぱいやっていきたいと思いますので、行政の方々と話を

しながら、いろいろ知恵をお貸しいただきたい。それで、とにかく行政と一体となってこ

の話を進めていかなければ、どちらか一方でもなかなかやりにくいだろうというふうに考

えておりますので、ぜひその辺の、この企画をバックアップできる体制を、市長さんのお

力で構築をしていただきたい。そういうふうに思います。

それから、先ほどちょっと、話がありました。私これも話が始まる、もう少し前の時期

ですが、こういう話、実は市役所さんのところにも関係部署に行きました。何度も。それ

から会議所のほうにも行きました。でもやっぱり理解はしてくれるんですよ。こういう構

想ですよと。ところが、じゃあ、実際にそれはどうなのかと。理解はしてくれても、賛同

まではいかない。それからやっぱり行動ってことになると、もっと難しくなると思います。

ただ、その辺のガードを崩していかないと、なかなか発展しない問題じゃないかというふ

うに理解しているんです。

そんなことで、市長さんには、ぜひその辺を行政の一本化といいますか。しかし市が済

んでも、まだ県のほうの交渉が残っておりますから、これは大変なことだと思っておりま

すが。でもそれをやり遂げなければ、東部地区の発展はまずないということを考えており

ますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。

最後になるんですけど、先ほどの話と若干ダブりますが、この企画は 100 パーセント民

間資金を使う。こういう企画でございます。大型施設ができれば、市の財政も少しだけか

も分かりませんが、プラスになると思います。それから私は何よりも雇用の機会が出てく

るということが大きな問題だと思っております。それから、住宅、そういったものができ

れば、近隣にも住宅は建つでしょうし、人口も増えることと思います。

それから、先ほどからこれも出ておりますが、道路網を生かして、周辺都市から顧客を

導入できる。それでその導入した顧客をそのまま返さずに、市内のほうに向けさせる。そ

れこそ、そういうことをやることによって、文化財の新しい発見があったり、そういうよ

うな循環ができていけばいいなという考え方を持っておりますので、ぜひ一つ市長さんの

ご指導力を発揮していただいて、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。あ

りがとうございました。

司会 ありがとうございます。
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市長 大変ポイントを押さえたご理解あるお言葉を頂きまして、本当にありがとうござい

ました。私の置かれてる立場ですと、どうしても法律的なものを無視して、動けませんの

で、そういう話を、否定的じゃないんですけども、言い訳くさい話になっちゃうんですけ

ども、気持ちとしては全く同じ心でおりますので、そういうふうで努力を致します。

ただ、市長だと、何でもかんでも自分でできるというふうに、勘違いしておみえになる

方がありますけども、市長といっても、国や県を無視して、何もできませんので。当然国

会議員さん、県会議員さんのお力を借りて、今の問題でもしっかり取り組んでいきたいと

思っております。

それからさっき偉そうにツインブリッジの何だかんだ言いましたけども、殿橋も明代橋

も県道なんです。県会議員さんの力なしには、絶対できませんので、そういう中で無理を

せずに、そこに一挙に何年かで、集中的に資本投下して、一挙に変えちゃうなんていうこ

とはできると思っておりませんので、手続きでも、またこれからしばらくかかりますし、

お金だって、県が簡単に出すということは思っておりません。ですけども、これをやって

かないと明日の岡崎はないということで、今、お話をしとるわけですので、ご理解いただ

きたいと思います。

司会 お時間のほう迫っておりますが、この後、市政全般に関して、ご質問のほうを受け

たいと思いますので・・・。

市長 ちょっと、いい？

司会 はい。

市長 もし、ご用事のある方がありましたら、遠慮なく席を外していただいて結構ですけ

ども、どうしてもこれだけ一言言っておきたいという方、僕はしばらく残っておりますの

で、お聞き致します

司会 では、こちら。はい。よろしくお願い致します。

市民Ｈ 国道 1号線の右折ラインの改造というか、そういう案件が、今、そこの小学校の

ところの東側の信号であるわけですけど。この本宿のほうから下ってくところで、マジカ

ルのところから右折するという工事内容が、回覧で回してくださいということで、回覧が

来たわけです。それで、今度西から来て、マジカルのほうへ曲がるのは、曲がれないと。

そういったことで、あそこに右折ラインが本当に安全な右折ラインができるかどうか、私

だって素人だけど、どうにも心配でですね。それで、地元から要望はないわけです。ああ

いうところは、公安委員会と国土交通省で、安全のためにやられてると思いますけど、本
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当にあそこに右折帯作っても、軽四がいっぱいぐらいの右折ラインになっちゃうと思いま

す。ですから、あれ、本当に大丈夫かなと思って。私個人の考えですけど、ああいうとこ

ろ、右折帯を作るんだったら、地元のほうに、一言相談ぐらいあってもいいと思うんです

けど。回覧回してくださいと、工事の半月前にですね、そういう状況なんですけど。ここ

ら辺は、今、舞木の西のほうに一つできてます。恐らくああいうふうになると思いますけ

ど。ますます交通事故が出らへんかと、私個人の考えです。

それからもう 1 件。山中保育園を以前場所を変えて、移設して作るという案件がござい

ました。ですけど、いろいろ事情もございまして、それは無理だと。それで、今、現在の

ところへ建築するということが、どうも決まったそうです。そこへ保育園、そのまま継続

しますと、そこへ入る道路が非常にせまくて、もしあそこへ保育園がそのまま改築するん

だったら、小学校側を少し調整したりしていただいて、あそこの道路をちょっと幅を広げ

ていただくと、ありがたいなと、こう思います。

その 2 件です。

司会 ありがとうございました。じゃあ、よろしくお願い致します。回答のほう。

副市長 副市長の中安です。国道 1号線の右折帯の話、実は私も国土交通省から出向して

おりますので、その件については、説明不足があったとしたら非常に申し訳ございません。

国土交通省になり代わっておわび申し上げます。

それで、ただ、こういった今、国道 1号線、名古屋国道事務所というのが担当している

んですけれども、これにつきましては、いろんな面、安全を確保したいということで、あ

ちこちの改良をやってる最中です。その中で、その右折のレーンについても、必要だとい

うことで、恐らく工事してるんだと思いますけれども。ただ、こういった工事やる場合は、

おっしゃるとおり、十分説明して、ご理解いただくのが、前提だと思っておりますので。

今日、頂いた意見につきましては、国土交通省のほうにちゃんと伝えておきますので、よ

ろしくお願いします。

副市長 それから、山中保育園の進入路の件でございます。これにつきましては、お話に

ありましたように、小学校のほうの敷地を若干、ちょっと削らせていただいて、道路を 6

メートルを一応確保して、整備を進めたいと、このように考えて、進めさせていただこう

と思っておりますので、よろしくお願い致します。

司会 はい、それでは・・・。

市民Ａ 勝手にすみません。本当に市長さまの力強いお言葉を伺って、本当に僕はきょう

うれしく思っております。一言、先ほどおっしゃいましたけども、本宿で夏祭りさせてい

ただきました。国会議員 3 名、岡崎市選出の青山さん、重徳さん、中根さん、それから県
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会議員の中根義高さん、皆さま商業地域を東部地域に新東名通ったあかつきに、岡崎に玄

関。これ皆さん賛同してくださってるので、これだけ一言加えさせていただきます。です

から、皆さま応援してくださってる。

それからもう 1 点だけ、ぜひ新東名が通って、地元が心配してるのは、やはり渋滞の発

生と交通事故なんですね。これ、実は私の外来にかかってる患者さん、秋田から来られた

秋田弁のいいおばあちゃんが、先日残念ながら国道 1 号でひかれて亡くなりました。あそ

この国道 1号を渡る信号が短いんですね。私、前からそう思ってたんですけども、僕の足

でも渡り切れないときがあって、杖を付いたおばあちゃん、乳母車押してるおばあちゃん

だと、多分渡り切れないなと思うことが、そのとおりのことが起きてしまって、非常に僕

は残念に思ってるんです。

新東名ができて、バイパスができます。アクセス道路ができると聞いてるんですが、ど

うもそこに信号を設置するのを、どうもどういう理由か分からないんですが、警察が渋っ

てると。それができると交通量が減るから、作らない。僕は、人の命ほど重たいものはな

いと思っておりますので、ぜひ新東名ができたあかつきの交通渋滞の緩和、それから交通

事故をなくすということに関しても、ぜひとも内田市長のリーダーシップを発揮していた

だきたい。

商業地区を誘致していただければ、本当に高い内田市長の支持率がますますアップする

と思いますし、未来永劫、内田市長の名声が刻まれることになると思っておりますので、

素晴らしい新東名開通、商業地域の施設の誘致を、ぜひともお願いしたいと思います。ど

うもありがとうございました。

司会 では、奥の方で。はい。

市民Ｉ この東部地域でですね、先ほどの・・・。

市長 ちょっと一言だけよろしいですか？

市民Ｉ はい。

市長 これ会がずっと続いておりますので、中にご用事のある方もあると思いますので、

時間超過しておりますので、もし、ご入り用のある方はお帰りになっていただいて結構で

ございます。私は、自分の義務としてこれに残っておるわけでございますので、そういう

ことでご理解いただきたいと思います。すみません、どうぞ。

市民Ｉ 先ほどの桑谷山荘の跡地の利用問題、それから、旧連絡所の利用問題、それから

新しくこの東部地域の発展につながるようなそういう商業施設とか、そういうものの誘致
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問題。いずれにしても、単発的に市のどなたと話をしていいのか、こちらの地元の総代連

中としては、個々の問題として要望しても、市の部署の方というのは、ほとんどまともに

受けてくれない点があります。

きょう、ここで、上がったような問題の中で、今後、市として捉えて、これを東部地域、

本宿、山中学区の問題として捉えていく問題っていうのは何なのかということを、その窓

口を設置して、その問題が何なのかという、一応きょう話し合った中で出てきた課題って

いうのは、あると思うんですね。それができることとできないこと、そういった選択はあ

ると思うんですが、そういう窓口とかルートっていうものを、例えばきょうの交流会の議

事録なら議事録としてはっきり残して、やっていただきたいと思うんです。

例えば言うなら、こんな問題ですよね。連絡所のワークショップっていうのは、最初の、

昨年までの話では 5月に次はやります。それが、やってない。その理由は分かりません。

下水道工事のために、撤去して、それは復元するっていう約束で。恐らくそれは下水道の

会計の中で、その費用というのは、当然確保されてるものだと思うんですけれども。それ

を、やらないで済ますっていうようなことが、なぜ教育の部長さんのところで、そんなん、

さぼるんですかね。それは東部地域とかそういったことを、本当にちょっともう少し真剣

に考えてもらいたいと思いますね。ですから、本当にきょう、東部地域が第 4回目として、

この市長の市民対話集会ということで計画していただいたとするなら、それをそこで出て

きた課題の中で、できることできないこと、当然あると思いますが、それ、今後やってく

ことは何かというようなことを、明確にしていただけたら、大変ありがたいと思います。

以上です。

司会 ありがとうございました。

市民Ｅ 市長ね、対話集会をやると当選したときに言われてるんだよ。3 カ月後にやるの

か、半年後にやるのか、1 年たってようやく。

市長 今までどこで何を聞いておみえになったか知りませんけども、私は要望を頂いたと

ころ、今年の 1月から今まで 30 回やっておりますよ。岡崎市内、各地域で。こうした次の

新しい岡崎をって。それで、この地域で、東部地域でやるということにつきましては、こ

れは、各地域の総代さんにご相談申し上げる中で、いつやりたい。地域がまず受け入れ態

勢ができなきゃできないわけですよ。後援会の会合をやるような形で、私が自分の後援会

で勝手にやるのでは、どこでも簡単にやります。ですけども、今回は岡崎市の開催する正

規なものとして、総代さんを通じて各地域で行っております。総代さんがいつやってほし

い。単独でやりたいっていう総代さん。それから、地域のブロックとして一緒に統一課題

があるからやってほしい、そういったさまざまは意見があるわけです。そういったものを

調整しながらここまでやってきとるわけです。各個人が、要望あれば僕のところへ言って
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きてください。

市民Ｅ のんきなことやっとる。

市長 のんきだって言うけど、僕 30回やってるんですよ。今までの歴代市長でそれだけや

った人がいますか？

市民Ｅ これは市長は徹底的にやってるとは思えませんよ。消極的だと思います。

市長 そんなことは初めて言われました。

司会 その他、ご質問。はい。

市民Ｉ 簡単に説明させていただきます。私は、きょう、市長さんのずーっと説明聞いて

おりまして、私にとって一番印象深いことは 3 秒で終わりました。それは何かといいます

と、市内の小中学校に、こういった 30 回の対話集会ということをおっしゃいました。私は

それがすごくうれしく思いました。なぜかといいますと、子どもの発想というものは、大

人の利害関係とか全然ありません。言うなれば、第三者機関だと思います。金も考えませ

ん。利害も考えません。もう一つ、発想がすごく柔軟です。一つの例として、市内の中学

校の市議会をやってますよね。あれなんか、すごく私は感心することばっかりなんです。

それから、もう一つ、他の、多分西尾市だったと思うんですが、全市的に総合的な学習が

盛んだったときがありました。その中で、学区全体で考えて、子どもの意見を今度は、市

政のほうですかね、都市づくりに生かしたということを、私聞いております。うちら検証

しておりませんが、考えたときに、私は、子どもというのは、すごくやっぱり中学生、高

校生、大学生、一緒なんですが、すごくいい発想持っとると思いますので、これからもぜ

ひ、そういう子どもとの対話っていうものを進めていただきたいと。ぜひこれ、私のすご

い要望ですが、一つよろしくお願い致します。以上です。

司会 ありがとうございました。その他、ご質問・・・。

－－続けさせては駄目だが・・・司会は。

司会 いいですか？ すみません。それでは、これをもちまして山中学区、本宿学区の市

民対話集会を終了させていただきます。

(了)


