
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年７月２５日（木）午後７時

場所：福祉会館６階ホール
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司会 市政ビデオをご覧いただきました。それではここで市政に関する内田市長の提案の

説明がございます。市長お願い致します。

市長 皆さんこんばんは。市長の内田康宏でございます。連日も大変な猛暑の中にもかか

わりませず、今日は中心の 3 学区の皆さま方にこうして大勢おいでいただきましたこと、

まずもって感謝を申し上げます。本来ですと立ってお話しするといいかと思いますけど、

映像が映りますので、座ってお話をさせていただきますのでよろしくいただきたいと思い

ます。

さて、私も昨年の 10月に市長に就任いたしましてから、これで早くも 9カ月たったわけ

であります。市長選挙の際に公約として、私学の助成だとか、ワクチン接種に対する補助

につきましてお話し申し上げましたけれども、こうした予算の確保ができればできますも

のは、今年度の予算に盛り込むことができたわけであります。

また、岡崎の民間活力を活用した組織としての岡崎活性化本部につきましても、この 4

月にようやく発足いたしまして、観光、経済、文化などの分野で民間ならではの知恵や経

験そして民間の幅広い人脈が企業ともつながりを生かして、アイデアに富んだ思い切った

町おこしの政策を提案を出していただきます。

活性化本部とは、行政と連携して推進してこれからも進ませていただきます。私はこれ

まで 1月から次の新しい岡崎と題しまして、約 30回各種業界団体または要望のあったとこ

ろで講演会を行わせていただきました。そして本日からは市民の生の声をさらに行政に反

映させることを目的にいたしまして、公約の一つとして掲げておりました市民対話集会を

こうして開催させていただくことになったわけであります。

ご参加いただきました皆さま方には、重ねてお礼申し上げるところでございます。さて、

当市は皆さま方ご承知のとおり、平成 28 年には市制施行 100 周年を迎えるわけであります。

この市制施行 100 周年を間近に控える今日まで、岡崎市が順調に発展してくることができ

ましたのは、先人のたゆまぬ努力のおかげであります。ただいまは、岡崎の今日までの歩

みを振り返る映像をご覧いただいたわけでありますけれども、100 周年の記念事業につきま

しては当市のブランド力を高め、それを内外に発信することによって岡崎市の情報や人の

動きがより活発となるいわゆるシティープロモーションの活動の一環としての事業を組み

立ててまいりたいと考えているところでございます。

そして市民の皆さまと共に 100 周年を祝える、共に 100 周年の事業に参加していただけ

るようにしてまいりたい、このように考えているところでございます。今後市民の皆さま

方には折に触れましてお知らせをしてまいりたいと思っておりますので、私どもと共に 100

周年を盛り上げていただきたい、このようにお願い申し上げるものでございます。

その 100 周年の記念事業の一つとして、私が提案させていただきましたのが岡崎の新し

いシンボルとなるツインブリッジの計画であります。言うまでもなく、岡崎は物作りを基

盤とした地域でありまして、この地域の豊かさの源泉というのは物作りであります。今後
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とも物作りに対しましては、しっかりと力を注いでまいりたいと思っておりますけれども。

さらにもう一つ岡崎の経済を支える新しい柱として、岡崎の独自の歴史、文化遺産とい

うものを生かした観光産業というものを育てていけないだろうか、このようにかねがね考

えていたところでございます。そして観光事業の情報発信としては、過去のものばかりで

はなく、新しくジャズだとかまぜめんなどの要素を加えた、このように考えております。

その一つが、私が昨年から表明してきておりますツインブリッジを中心とした岡崎の水辺

空間の利用リバーフロントになります。

ツインブリッジというのは言うまでもなく、双子の橋という意味でございますけれども、

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する

ことであります。今も皆さまに見ていただいておりますのが、私が描いたラフスケッチで

ございますけれども、これは具体的に何をやろうとしているのかよく分からないという声

が耳に入りましたので、一つのプランということで私が発表したものでありまして、たた

き台の一つとして考えていただければこのように思っております。

こちらは、東岡崎の駅前に架かります明大橋がありますけれども、緑の植栽を施した小

さな公園を持った橋、いわゆる緑に浸る橋にしたいと考えております。このイラストで言

えば、両側にそれぞれ二つのスペースを持たせたことによりまして、全体の形が波形にな

っておりますけれども、このスペース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。こんなふうに考えております。

ここでは、飲食物の販売だとか、椅子に座ってゆっくり休憩をしていただくこともでき

るスペースとして利用できるようにしたいと思っておりますし、また市民のかたがたのア

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利用していただけるのでは

ないか、このように思っております。そして、橋の四隅には川へ降りるための階段を設置

することになるわけですけれども、たまたま私の案では、橋は波形の形状をしております

ので、階段の半円形のものができるわけであります。

この階段はちょうどギリシャの円形劇場を模したようなものになりますので、ここを利

用して自由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いうふうに思っ

ております。文化というのは、そのような自由な空気の中から誕生するものである。この

ように考えている次第であります。

また、これは市民の方から言われたことですけれども、植栽のイルミネーションを付け

れば夜には輝く美しい橋にもなるのではないかこのようにも考えております。そしてもう

一つの殿橋についてでございますけれども、こちらは先ほど申し上げましたように岡崎の

伝統産業であります、石工業の素晴らしい技術を集積させた石の橋にしたいと思っており

ます。

岡崎は、古くから石の工業が盛んな地域であり、現在でも市内には名人と呼ばれる職人

の方がお見えになります。そうしたかたがたの技の粋を集めた、例えばヨーロッパですと、
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チェコのプラハにカレル橋という有名な橋がございますけれども、そういった都市の象徴

となるような橋に負けない橋、それをぜひこの岡崎に作りたいと思っております。具体例

といたしましては、殿橋という名があるぐらいですから、橋の四隅には家康公を守った四

天王を同じように岡崎の市民を守ってもらいたい。こんな願いを込めまして、私のアイデ

アとしては徳川の四天王の石像を橋の四隅に配置したい。このように考えております。

また、欄干の部分には、家康公の先祖の松平家から徳川幕府の政治の物語を示すレリー

フのようなものを配置できないか、このように考えております。よくお寺に行きますと、

お釈迦(しゃか)さまの生誕から入滅までが絵物語で書いてございますけれども、ああいっ

たイメージで考えていただければというふうに思っております。

そして、岡崎に生まれた子どもたちから、この橋を渡るたびに岡崎の歴史、または先人

の偉大さに触れる機会になればこんなふうに思っている次第でございます。また、この橋

にもフリースペースを設けましてさまざまなアイデアで市民の皆さま方にご利用いただけ

ればとこのように思っております。

花火大会の際には、観覧のスペースとしても利用したいと思いまして、私のこれは個人

的な思いでございますが、花火が上がるほうは少し大きめのスペースが取ってございます。

また岡崎城と乙川と橋が一体となった風景を将来岡崎に住んでいても、また遠くに移って

お見えになっても、岡崎ということを考えたときに岡崎といえばこの景色だ、故郷を古里

の岡崎を愛し誇れる一つの心象風景として、心に残るようなものにしたい。このように思

っております。自らの故郷を愛して誇れるようでなくては、私は自然の愛国心というもの

も芽生えてこない。このように考えておるわけでございます。

さらに、橋を作っている工事の情景そのものも、ぜひ市民の皆さま、観光客の皆さまに

楽しんでいただけるようにできないか、こんなことも考えております。またこの二つの橋

を整備しますとだいたい最大幅が今の倍ぐらいになるわけでありまして、幅の広い橋がで

きるということになりますと、その下には、屋根付きの広場ができることになりますので、

これはさらに照明を付けることによりまして、夜も使える空間となりますので、夜店だと

か運動のコートなど市民の皆さま方のアイデアによってさまざまな使い方がこちらもでき

るのではないかというふうに考えております。

もう既にこういったお話をしましたところ、屋台村にできないだろうか、こんな声もい

ただいているところでございます。そし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を持つことによりまして、観光客の皆さんがそれぞれの橋に足を運

んでいただくとともに、岡崎城だとか周辺の町へも誘客のきっかけにならないだろうか。

このようにも望んでおります。

誘客のキーポイントになりますのは、そればかりじゃ駄目でありまして、どこの観光地

に行きましてもまずキーポイントとなりますのは、おいしい食べ物、面白いお土産、そし

て興味を引く施設、そしてその地域ならではのサービスという四つの要素があるわけであ

りまして、こうしたものをさらに構築していくためには、地域の商店街の皆さま、市民一
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人一人の知恵と力の結集をお願い申し上げたいと思っております。

この計画は、これから歴史文化遺産を基軸として新しい観光裏付けを作っていくための

あくまで第一歩であります。決して、ただ派手な橋を作ってそれを観光名所にしようとし

た安易なものではないということはご覧いただいて、お分かりいただけたと思っておりま

す。そして、できますれば、平成 27 年までに基本計画を策定し、市政 100 周年を迎える平

成 28年には事業着工にしたいと思っておりますけれども、今法的な手続きをいろいろと考

えてみますと、実際には実施計画、最低でも実施計画を皆さまにお示しできるようにした

い。こんなふうに思っておるところでございます。

また、もう一つのリバーフロント構想でございますけれども、こちらのほうは国交省の

ほうで推奨しております『かわまちづくり推進事業』というのがございますけれども、こ

れに載っておりまして、岡崎の中心地域を流れます乙川や矢作川の河川敷を有効活用しよ

う、こういったものでございます。遊歩道やサイクリングロード、そして犬を遊ばせるた

めのドッグラン、さらには公園や各種運動の施設。そして先ほど映像にもございましたけ

れども、かつて乙川に貸しボートがあったわけでありますけれども、そうした親水性のあ

る設備も検討したいと思っております。

これはもう既に隣の豊田市や西尾市などでは、一部行われるものもあるわけであります

ので、皆さま方の中にはご利用いただいた方もあるのではないかというふうに思っており

ますが、今後さらにどんなものを整備したらよろしいのか。このことも市民の皆さまと共

に考えていきたいと、このように思っております。

そしてもう一つの観光の柱となりますのが、先程申し上げましたような歴史遺産があり

ます。家康公の生誕の地であります岡崎城はもちろんのことでございますけれども、三代

将軍家光公により創建されました滝山東照宮は日光、久能山と並ぶ日本の三大東照宮の一

つとされる国の重要文化財であります。しかし、こうしたことが意外と市民の皆さまに十

分知られていないわけであります。

また松平家、徳川家の菩提(ぼだい)寺があります大樹寺には国の重要文化財をはじめ、

松平家の隆盛を物語る松平 8 代の墓。そして歴代将軍の等身大の位牌(いはい)が安置され

ております位牌堂など、見どころもたくさんあります。他にも市内各地には、古い史跡だ

とかお祭り、豊かな自然などよその町に負けない観光資源がたくさんあるわけであります

けれども、こうしたものをしっかりと PR がなされていないために、宝の持ち腐れと言われ

てきておるわけであります。

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

したまちづくりというものを行ってまいりたい。このように考えております。そして、家

康公に焦点を当ててみますと、平成 27年は家康公没後 400 年にあたります。

家康公ゆかりの地であります岡崎市と、静岡市、浜松市が連携致しまして、現在、家康

公顕彰 400 年記念の推進委員会というものを組織しておりまして、3 市で連携して世界史上

でも例を見ない江戸 260 年の太平の世を築かれました、家康公の威業を市民の皆さまと今
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一度顧みて、そして明治政府以降、過小評価されがちなその存在の大きさと、本来の価値

というものを改めて発信してまいりたいとこのように考えています。

そこで、今年度はプレ事業といたしまして、第 1 回家康公検定を 9月 22 日に三市で同時

に開催をいたすことになっております。また記念事業も企画いたしまして、家康公を主人

公とした NHK の大河ドラマ化につきましても、昨年からもうすでに要望活動を行ってきた

ところでありまして、実は昨日私ども NHK のほうに出向きまして、三市とそれから昨日は

栃木県の知事さん、それから日光の東照宮、そして久能山東照宮の宮司さんも一緒に十数

名で NHK のほうにこの要望をしっかり行ってきたところでございます。

家康公のゆかりの地というのは、日本全国にいくつもございますけれども、家康公生誕

の地ということが言えますのはこの岡崎しかないわけでありますので、今後はこの点を強

調して PRしてまいりたいと思っております。そこで、今年度は家康公の産湯が汲まれたと

されます東照公産湯の井戸、これが今岡崎城の西側にございますけれども、この井戸の機

能を回復して水を汲み上げて、市民や観光客の皆さまにぜひ直接触れていただくことがで

きないか、こんな調査を行っていきたいと考えております。

また、岡崎公園の案内板や手すり、柵につきまして、どうも統一性がないのではないか。

こんなご指摘をかねがねいただいておりますので、そうしたことにつきましても、今後の

整備の際にはきちんと統一性を持たせて、雰囲気のある環境づくりに努めてまいりたいと

このように考えております。

他にも先程申し上げましたような、岡崎の新しいご当地グルメとして定着を目指してお

ります岡崎のまぜめんだとか、駒立のぶどう狩り、または物流のほうで今、いちごも始ま

っておりますけれども、そうした食べる楽しみや、全国に誇ることのできる岡崎のジャズ

といった文化資源も併せて PRしてもらいたいと思っております。

こうしたものを有効活用しますれば、ツインブリッジの見学のついでの岡崎城を観光し

てまぜめんを食べて帰るとか、ぶどう狩りと一緒に市内観光を楽しむといった相乗効果も

期待でき、春の桜や、夏の花火だけではなく、四季を通じて岡崎に観光に来ていただける

魅力ある観光産業都市岡崎を築くことができると信じております。

そしてもう一つ、これはよくある市民の皆さま方、産業界の方から言われるのですけれ

ども、岡崎にもう少し、しっかりとしたシティホテルを作ってくれということでございま

して、これは前市長の代から一生懸命努力をしておるわけでございますけれども、そうし

たものに岡崎に進出してもらう土壌を作るためにも、こうしたしっかりとした観光岡崎と

いうものを作らなければ民間企業というのはシビアでありますから、儲からないことには

なかなか出てきてもらえないわけでございます。これから私たちも努力を致しますけれど

も、そうしたいいホテルが出てきてもらえる岡崎を作らなければならない。このように思

っているところでございます。

そして、昨今、防災力の強化につきましても、要望が多いところでございますけれども、

今後の岡崎にとりまして、重要なこれは課題の一つでございます。本市にとりまして、先
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般の時間雨量 146.5 ミリを記録しました平成 20年 8 月末豪雨災害におきます、甚大な被害

は忘れることのできないものでございます。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。

また、いざ水害が起きたときに、どのような行動を取るべきかをきちんとまとめました、

水害対応ガイドブックも作成し、市民の皆さま方に配布させていただいたところでござい

ます。そして、5月末には南海トラフ巨大地震として新たな被害想定が県から発表されまし

た。それによりますと、市内の最大震度は 7 でありまして、死者が 500 名、全壊建物が 1

万 6000 棟に上るというような衝撃的な数字が想定されておるところであります。

岡崎市といたしましては、市民の皆さま方の安全を最優先に考えまして、新たな対策を

早急に講じてまいりたいと考えておるところでございますが、被害の軽減や迅速な復旧を

図るためには、各種団体で皆さま方の協力が不可欠であります。これまでの復旧活動や、

避難場所の提供などにさまざまな形で被害時の応援協定を結んできているところでありま

す。

まだ東日本大震災の事例からも災害時における広域的な自治体間の協定が大変重要であ

ると考えまして、7月 1日の市制記念式典におきましては、ゆかりの町であります神奈川県

茅ケ崎市、長野県佐久市、岐阜県関ケ原町とも災害時の応援協定を提携させていただいた

ところであります。また、7月 3 日には西三河 9市 1 町によります災害時の相互応援協定を

締結させていただいたところでございます。

応援が必要となるようなそんな災害が起きないことが一番でありますけれども、日ごろ

からきちんと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。

最後に、今年の 2 月より発生しております、連続不審火のことでありますが、一時期小

康状態でありましたけれども、この 7 月に入りまして再び矢作地域におきまして再発して

おるわけであります。岡崎といたしましても、連続不審火対策本部をこの岡崎市役所に設

置いたしまして、職員によるパトロールや注意喚起のチラシ配布など続けて行ってまいっ

ておるところでございますが、皆さま方におかれましても、物置だとか、車庫の施錠や家

の前の新聞紙、ダンボール、家庭ごみなど燃えやすいものを置かないようなそんな対策も

お願い申し上げたいと思います。

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が、形となり、「岡崎が変わったな」こんなふうに皆さんで実感い

ただければ幸いであります。この後、意見交換もございまして皆さま方からそれぞれのご

意見を頂戴するものと期待しておりますけれども、そうした皆さまの声をできる限り市政

に反映させながら、事業選択と集中を図り、子どもたちが岡崎に生まれたことを誇りに思

えるようなそんな次の新しい岡崎づくりに向けて、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、私の話は

終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
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司会 それでは市長の提案説明に関しての質疑応答のお時間を取らせていただきます。ご

質問のある方は、挙手をお願い致します。ではご起立をいただきましてマイクをお届け致

します。ここで皆さまにお断りをさせていただきます。お時間の都合上おひとかたから質

問いただきまして、次へと進めさせていただきます。では学区とお名前をお願い致します。

市民Ａ 今市長さんからいろいろ立派な提案があって、市民としては非常に喜ばしいこと

ですけれども、一つ気にいらないんじゃないんだけども、不満があること。

それだけの予算というのは現在岡崎市にどれだけの負債があるのか、借金があるのか、

現金があってこれだけの事業を進めるならいいけれども、現在の借金がどれだけあるかこ

こではっきり皆さんに言ってください。お願いします。

司会 市長お願い致します。

－－ 隠しちゃいかんよ。はっきり言ってよ。

企画財政部長 企画財政部長の石原でございます。この予算の関係でございますのでお答

えさせていただきます。

－－ 市長に聞きたいんだわ。市長に。あなたじゃなくて市長から。

企画財政部長 まず予算の規模でございますが、一般会計今年度ですけれども、1063 億 7000

万円。市全体といたしましては、特別会計、企業会計を含めまして 2167 億円あまりという

予算でございます。

ご質問の借金というところでございますが、平成 24年度末の状況で申し上げますと、一

般会計におけます借金の額が 694 億円あまりです。これに特別会計、企業会計含めまして

全体でいきますと 1747 億円こういう状況でございます。以上です。

市民Ａ 今言われた金額に、それだけの借金がありながら、今言われた新しい提案、立派

な提案ですけれども、どのようにして進めていくかちょっと市長お願いします。

市長 今日、私が発表させていただきましたのが、これが最終プランで、これをそのまま

即行っていくということではないわけであります。こういったことをやったらどうかとい

う提案を私はしておるわけでございまして、それに対して、何をやろうとしているか分か

らんということを言われたもので、絵で描いて出したわけです。

別にそのとおりにやっていただかなくてもいいわけです。それからもっと言うならです

ね、私自身今の財政状況の中で、これは岡崎市だけではなくて、国も県だって若干景気が
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良くなったといって、そんなに豊かな財政状況ではございませんので、二つの場所を、そ

れからもっと言うと二つの橋は県道に架かっている橋なのです。ですから当初私が岡崎市

長として一生懸命やればできることかと思っとったら、そんなに簡単なものじゃなくて、

県が事業主体としてやってくれなければできない事業だと、今分かとるわけなんですけれ

ども。今県とも打ち合わせをしながらやっているわけですけれども。

それを殿橋についてはもう今から何十年前か中根鎮夫市長のときに、もう建て替えの話

が出てたんです。耐用年数 70年、80年たってますから。ところがそのまま補修のところに

来ておるわけでございまして、いずれどちらにせよ直さなければいけないことになってい

るわけです。もし直すならば、これからの岡崎の市民の、岡崎の子どもたちの将来に向か

って希望が持てるような、しかも岡崎の石屋さんたちが「俺たちは日本一の技を持ってい

る。日本一の技を持っているけれど、それを振るう仕事がないんだ」ということを私二十

何年ずっといわれ続けてまいりました。

そんなのが岡崎には建ってこんなすごい技を持った人たちがいたんだということも残せ

るような、しかもそれが岡崎の歴史と文化を表すものとして、殿橋の歴史でできないだろ

うかというのがこれは私のアイデアです。これは、今後市民の皆さま方のご意見をいただ

きながら、活性化本部からも今いろいろなアイデアが来ております。そういうものを受け

る中で、詰めていく話であります。

それからもう一つが大事なことなんです。これはあくまで僕が描いた絵でございまして、

専門家じゃありませんから、これが橋として強度が成り立つのかどうなのか、そういうこ

とを考えなきゃいけません。もう一つ、必ずしも建て替えると言っているわけではないで

す。今の橋と橋脚を利用して補修でできるだろうか、それも入っています。ただ強度計算

をきちんとやらなければ、明石のところで事件があり大事故がありましたよね。あんなこ

とになったら大変です。できるだけお金をかけないようにやりたいと思っていますし、し

かし、もし県が殿橋だけは金を出してやるというのなら、新しい橋にしたいと思っていま

す。二つの橋を県が新しくしてくれるというほど甘くは考えておりません。

それから、この事業はもういっぺんに 1 年、2年でやっちゃうというような事業ではなく

て、やっぱりいいものを作りたいので、経年的に時間をかけながら、まだできないのかと

怒られるかもしれませんけど、時間的な余裕を持ちながら、財政的に無理なことにならな

いように進めていきたいこういうふうに考えておりますので、よろしくお願い致したいと

思います。

市民Ａ 予算に対してその赤字、それを市長としてどういうふうに考えている。おたくが

作った先代の市長が作った赤字だろうけれども、それをどういうふうに計算していくの。

ちょっとそれ聞きたい。少ない金額じゃないよ。

市長 岡崎市に限らず、各自治体もそれぞれ苦慮して合理化を図っておりますし、新しい
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税収が増えるように事業計画を立ててやっておるわけであります。まだこれは結果が出て

おりませんので、あまり偉そうなことを言えませんけれども、これからもそういったこと

を考えていきたいと思っておりますし、その一つの柱というのが先ほど言ったように、も

う、物作りだけではどうしても限界があるわけであります。ですからよその地域じゃでき

ないけれども、岡崎はできるぞというのが私はこの観光だと思っています。

今まで岡崎は物作りで豊かになってきておりますが、どうしても産業振興というと、物

作りばかり偏重しておったわけですけれども。これは今まであまり力を入れてこなかった

観光産業というものに力を入れていく。

その第一歩がさっき言った橋の計画であるわけでありまして、必ずしもこれに固執して

これだけをやっていくということを言っているわけではありませんので、他の問題も副次

的に産業政策について力を入れていきたいというふうに思っております。これはよその町

にはない、岡崎にあるものですから強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 市長さん私が言いたいのは、この負債をどうするんだということをちょっと聞き

たい。

司会 申し訳ありません。よろしいですか。

市長 おっしゃられることはよく分かります。ただその負債の額も額でございますので、1

年やり始めてそれで返せると思っておりませんけれども、今後ともしっかりと財政の合理

化を促して、努力していきたいと思っています。

司会 ありがとうございます。また最後に自由意見のお時間を取らせていただきます。続

きまして、実は地域の皆さまのご要望をいただいておりますので、そちらの発表、それに

対する回答を皆さまにお聞きいただきたいと思います。

それでは、地域の代表の方に要望の内容を発表していただきます。そしてそれに続きま

して市から回答をしていきたいと思いますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。

それでは初めに梅園学区の代表の方お願い致します。

市民Ｂ よろしくお願いします。今回このように市長さんと対話ができる集会を開いてい

ただきまして、誠にありがとうございます。実のあるお話し合いになると思いますので、

今後の岡崎市政のために協力していただければと思います。よろしくお願いします。

それでは、私の学区のほうからは、伊賀川へ架かっております神明橋があります。これ

は稲熊町にありますけども、ここが川に対して斜めに橋ができております。非常に道はそ
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んなに広くありません。それでここを歩行者が通るときに非常に危険ですので、そこへ歩

道を付けていただけないかというそういう要望を私の学区のほうからは出させていただき

ました。よろしくお願い致します。

市長 神明橋についてはよく存じております。私の事務所のすぐ近くにあるわけでありま

すけれども、この件につきましては県会議員のときから地元の皆さまが何度もお話し合い

で要望をいただいておって、私も努力してまいりましたけれども、今日まで補修をしてあ

の橋はもたせてきておるわけでございます。

ただ、私も車で通るたびにいつも歩行者の人がこの橋を渡っているとずいぶん危険だな

ということを思って見ております。ですけどもこの橋は、今の状況の中で歩行者専用、歩

道を付けるということがなかなかできにくいわけであります。幅は昭和 40年に建てられた

橋だと記憶をしておりますけれども、幅が 6 メートルありまして、できれば大きな地震が

来る前にこの橋を建て替えられるといいわけでありますけれども。

現在の愛知県のほうの橋の優先順位からいきますと、まだすぐというわけにはいかない

わけであります。以前補修工事をやっておりましたときに、仮橋がちょっとできておりま

して、その仮橋そのまま歩行者道路として残せないかということを私は県に言ったことが

あるんですけれども。あれはほんとにあのまま残してもらえれば、一応鉄骨で作った橋で

したので、しばらくはよかったんじゃないかと思うんですけれども、それは河川法の問題

で歩行者専用の橋として使うことは許されなかったわけでございます。

ですけども、今度この橋を建て替えるときには必ず歩行者の専用の歩道というものを付

けた橋にしてもらうようにしっかり県のほうには要望をしていきたいというふうに思って

おりますので、県側人と協力して頑張ってい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Ｂ ありがとうございました。市長さんから県会議員のときにも地元のほうから要望

があったということは私も聞いております。今後もし市のほうでそういう力を入れて、改

修なり新築、新しく建て替えるときにはぜひ市のほうからも県のほうへ協力をお願いした

いと思います。地元としてもそういう要望がありましたら、地元としても県のほうへ要望

を出させていただきますので、よろしくお願い致します。

市長 一つ私は言い忘れました。担当部局のほうから、まずできることもあるので、それ

を報告してほしいということを言われておったんですけどちょっと忘れましたので。まず

交通安全の啓発のために、歩行者のために注意してくださいという看板を立てるというこ

とを県のほうに要求していきたいと思っております。

それからもう一つ、今の橋の状況の中で 6 メートルと幅が限られておりますので、どの

ぐらいの幅になるか分かりませんけれども、カラーによる段差をつけてもらいまして、歩
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行者がそこを歩くところなんだよということが運転手の方により分かりやすいようにそん

な施策をしてもらえるように努力をしていきたいというふうに思っております。

こちらのほうはそんなに時間もかからずにできるんではないかと考えておりますので、

よろしくご理解お願い致します。

司会 それでは、回答につきまして質問を受け付けますが、いかがでしょうか。ただいま

の回答につきましてのご質問はございますでしょうか。もしよろしければ続きましての学

区の代表の方に発表をしていただきます。それでは、続いて根石学区の代表の方から発表

していただきます。

市民Ｃ よろしくお願い致します。根石学区、いろいろな考えがございまして、総代会等

で一つに絞りました。それはきょうお話しする乙川の吹矢橋から竹橋までの区間の右岸遊

歩道の整備についてお願いをしたいと思っております。

平成 20 年の 7 月と 11 月に行政の方と流域学区の総代会長とか、町総代さんと整備検討

協議会というのが開催され、その中で決まったものが平成 25 年度には基本設計、26年度に

実施設計、平成 27 年には右岸の整備工事、平成 28 年度に河川整備工事を岡崎市の実施計

画としてやるということで要望致しました。

その後、いろいろな財政状況の悪化になりまして、歩道橋の整備の実現が非常に難しい

というような話もございました。それで 23 年の 9 月の 27 日でしたか。第 3 回目の遊歩道

の整備検討協議会というのが開催されました。国の緊急の雇用創出事業が出たということ

で、それをこの整備に若干当てたいということで、24 年の 3 月までに吹矢橋の右岸の上流

の約 300 メートル人が歩ける程度の竹林だとか、自然林を伐採していただくと。

それで 4 月に皆さん数十名の方が集まっていただいて、吹矢橋から竹橋近くまで歩いて

皆さん散策していただいたということでございます。その後、その整備がなされず放置さ

れていましたので、今現在草ボウボウ、竹ボウボウということで全然整備されておりませ

ん。ぜひ先ほど市長さんお話ございましたように、リバーフロント構想の一つとして、ぜ

ひ竹橋までの遊歩道を整備していただければありがたいと思っています。よろしくお願い

致します。

市長 まずは地元の皆さま方に、乙川の河川整備に対しましては、多大なご理解とご協力

をいただいているわけでございまして、そのことはまずお礼を申し上げたいと思います。

先ほど申し上げましたように、私のこの岡崎のまちづくりの計画の中でも重要な柱の一つ

で、この川の水辺空間を利用したまちづくりということでありまして、将来的には乙川沿

いにずっと額田の方に歩いていけるような、そんな河川敷にしたいとこんなふうに思って

いるわけでございますけれども、そのためには、今おっしゃっていただいた途中が歩けな

いようになってちゃまずいわけでございまして、そうした方向でこれからまたしっかりと
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整備をしていきたいと思っているわけでございますけれども。

現在この河川管理というのは、県のことになっているわけでございます。そして、県の

ほうの整備計画では、今おっしゃっていただいたところを一応河川整備上、河川整備は終

了しているということになっているわけでございますけれども。しかし現実その場に行っ

てみればご指摘いただきましたとおり、竹や草が生えておりまして、なかなか良好な状態

とはいえないわけでございます。

もしこの地域をその場所をきちんと整備できれば、岡崎公園の潜水橋から上流の御用橋

までが広い空間として市民の皆さま方にご利用いただけることができるわけでありますの

で、ぜひそうした方向で整備をしていきたいというふうに考えているところでございます。

現実に、岡崎市の乙川遊歩道整備計画というのもそういった方向に進んでおったわけで

ございますけれども、先ほどご指摘のありましたとおり、平成 20 年の 8月末豪雨災害によ

りまして、そちらのほうを重点的に市民の生命と財産をまず優先的に守らなくてはいけな

いということで、そっちのほうに多くお金が行ってしまいましたので、結果的に後回しと

いうような形になってしまったわけでございます。

しかし、これから 8 月の豪雨災害に対する対応策は、今、国によってもしっかり進めら

れておりますし、岡崎市も進めておるわけでございますけれども、同時に先ほど申し上げ

ましたように市民の皆さま方に親しんでいただける親水事業というものもできる限り、積

極的に取り組んでまいりたいとこのように考えておるところでございます。

できますれば、先ほどご指摘いただいたところ、何らか簡易舗装を施すことができれば、

散策路として十分地元のかたにご利用いただけると思いますし、そしてまたそれをするこ

とによりまして、管理のほうも楽になるのではないかというふうに思っておりますけれど

も、ご案内のとおり、河川堤防沿いというのはほうかっておくとすぐまた草が生えてしま

いますので、もしそういった整備ができましたあかつきに、ぜひそちらのほうの管理のご

協力のほうもまた続けてお願い申し上げたいと思います。以上でございます。

司会 よろしいですか。

市民Ｃ ありがとうございました。私どもも、乙川の美化活動ということで年に 2 回学区

民の方に出ていただいて、清掃活動をやっております。今月の 14 日の日に実施いたしまし

たけれども、162 名の多数の方が参加していただきまして、美化活動終わることができまし

た。

こういう形でこれからも学区民として乙川を守っていきたいというふうに考えています。

よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございました。それではただいまの市の回答につきまして、皆さまご質

問はございませんでしょうか。ご質問のある方は挙手をお願い致します。ただいまの要望



13

の発表、そして市の回答につきましてのご質問等はございませんでしょうか。皆さまよろ

しいでしょうか。

それでは、続きまして愛宕学区の代表の方に要望の発表をしていただきます。よろしく

お願い致します。

市民Ｄ よろしくお願い致します。私ども旧六供の配水場の後の整備計画ということは、

うわさには聞いておりますけども、具体的なことを何ら聞いてないよりも工事は始まるん

じゃないかというようなことを聞いておりますんで、ここで一度市長からどういうような

整備計画でどういうことをなされるかということをお聞きしたいと思いましてきょう提案

させていただきました。よろしくお願い致します。

市長 六供の浄水場につきましては、地域の皆さま方のみならず、岡崎市民の多くが大

変思い出の深い感じを持ってお見えになる建物でございます。平成 23年度末に六供の浄水

場というのは浄水場としての役目を終えまして、今年度より平成 28年度の末までの 4カ年

間でこの配水池の耐震化、地震に対策です。更新は行いたいというふうに思っているわけ

でございます。

具体的には、旧施設を取り壊して地下配水池を築造する。こういうことになっているわ

けでございますけれども、旧浄水施設のろ過池は四つあるわけでございますけれども、こ

のうちの三つと、それから浄水池は取り壊しますけれども、今年度岡崎市の景観重要建造

物に指定されました六供の配水場、配水塔を含めまして、同時期に建設されました一連の

水処理施設はそのまま残すということになっておりますので、ご安心いただきたいという

ふうに思っております。

それらの施設は、建設よりおおむね 80 年が経過しているわけでありますけれども、残す

施設につきましては、岡崎市の水道ビジョンが取り上げましたとおり、水道事業に対する

啓発のための資料館として活用、検討していきたいというふうに考えておるわけでござい

ます。

以前地元での講演会をやりましたときに、あそこにレストランを作ってくれとか、喫茶

店のようなものができないだろうかということをご提案いただいたことがあったと今思い

出しましたけれども、こちらのほうは水道施設場内、水道法という法律の枠組みの中で、

みだりに水道にかかわる人以外の方が施設に入っていくことが許されない。これはもちろ

んご案内のとおり、もし悪い人が毒でも持ってきて、水道施設に入り込んだら大変なこと

になるわけでございまして、そういったこともないように関係者以外の中に入れない、そ

うした方、そんな毒は入れないにしても、汚染を防止するためにも一般のかたがたの立ち

入りを制限する、こういった法律があるわけでございます。

ですので、その点は皆さんご理解いただきたいと思っております。これから将来また法

律が変わったらどうなるか分かりませんけれども、現況はそういうことになっております。
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それから周辺の道路につきましては、周辺の道路が狭あいであるというご指摘もいただい

ているわけでございまして、中心から 2 メートル今回の工事にかかわって、配水場のほう

にセットバックする形で道路の拡幅を行いたい、このように考えておりますのでよろしく

ご理解いただきたいと思います。以上です。

司会 いかがでしょうか。

市民Ｄ 関連した質問でよろしいですか。私どもの学区には公園がないんですだからあそ

こを公園作っていただけることを再三要望したら、それも考えておきましょうと言われて、

公園を作ったらついでに美観の一番いいところですから、あそこに展望台を作っていただ

いて、岡崎市が展望できて天体観測もできる。

市長 もう一つ思い出しました。今おっしゃられたとおりあそこは大変景観のいい場所で

ございます。景観が良すぎてあの上から周辺のお家の家の中も丸見えなんです。実を言う

と。 そういうことがあって、あの周辺の人の一部の中から、そこを公園にするという話

を聞いたけれども、ここが公園になると困っちゃうと。そういう声も出ておりますので、

ですからそちらのほうの調整も合わせて行わないと将来法律が変わって何か違うものが作

れるようになる、あるいは水道の施設がまるっきりもうなくなって、ただ単に水道博物館

のような形で残る形になっても、全てのところを公園としてできるかどうかはちょっと分

からないと思いますけど。

今日、おっしゃっていただいたことはしっかりと私ども覚えておりまして、将来状況が

変わったときにはご希望に答えられるようなことを少しでも中に入れておくように覚えて

おきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

市民Ｄ ありがとうございました。

司会 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

市民Ｄ ありがとうございました。

司会 ありがとうございます。それではただいまの要望、そして市からの回答につきまし

ていかがでしょうか。皆さまから質問等ございましたらお手を挙げてお知らせくださいま

せ。

ただいまの愛宕学区の代表の方の要望、そして市の回答に対するご質問でございますが。

ではお願い致します。今お手が挙がりました。学区とお名前からお願い致します。
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市民Ｅ あの地図のよく色目が分かりませんので、あの地図の説明をしていただけますか。

青色のところ、あれは道路にするということですか。

水道局長 水道局長の杉山でございます。この地図上で青色に塗っておりますのが今回の

配水池の新しく作り変えるところと、それからあと丸のところが将来的に現在ある六供配

水塔の施設が老朽化して使えなくなった場合に新しく丸のところに新たに配水塔を作りま

しょうという計画でございます。

それから、茶色の部分につきましては現在ある配水塔とそれから真ん中のところの建物

のポンプ場があるんですけども、ポンプ施設です。それから左のほうの大きい四角、これ

は実は配水池、小さくというのか、ろ過池になっているんですが、この部分はそのまま取

り壊さずに残す。その替わりその上の点線で三つ囲まれた四角がございます。青色のとこ

ろと重なっておりますが、その部分にのろ過地については取り壊して、新たに配水池を作

るというふうな計画になっております。

また外周の水色になっています部分につきましては、狭あい道路を広げて道路を持って

きて拡幅をして浄水場の施設の壁面を削り、後退して道路を作って通りやすいようにする

というような計画になっておりますのでよろしくお願い致します。

市民Ｅ 茶色のところが既存の施設ということですね。あれはそのまま残すということで

すか。周りの私は青色で言いましたけど、水色が道路になるということですね。分かりま

した。

司会 よろしいでしょうか。ありがとうございました。いかがでしょう、その他に。ただ

いまの件についてのご質問等はございますでしょうか。よろしいですか。それではそれぞ

れ梅園、根石、愛宕、それぞれの地域の皆さまを代表していただきまして、要望の発表そ

して市からの回答を皆さまにお聞きいただきました。ありがとうございました。

それでは、続きまして皆さまのお住まいの地域に関しまして、これよりご意見を頂戴す

るお時間を設けたいと存じます。本日は梅園学区、根石岸学区、愛宕学区の住民のかたが

たを対象に開催しておりますので、まず学区の方のご発言優先をさせていただきますので、

お手を挙げていただきまして、始めに学区とお名前を。前から 3 列目の白いシャツの方お

願い致します。

市民Ｆ 梅園学区には大きなグラウンドが町内の真ん中にあります。ただ、私たちの町と

しては、使うたびに指をくわえて見ているぐらい。というのは、グラウンドというのは今

岡崎市で、岡崎市全体から抽選でやっている。梅園グラウンドの申し込みも十数団体がす

でに申し込みをやってる。特にきょう言われてましたのは、子ども会の方、夏の大会に向

けて練習するのにもグラウンドが取れない。なんとかができないか。
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それと町内としては自分たちの目の前のグラウンドが使えない。何とかできないのかと

いうことでして、岡崎市のほうに学区ないし町に月に 1、または子ども会の朝一の何日間か

とか。優先枠は設けられないかというのがちょっと勝手な要望なのですが、お願いしたい

と思いましてちょっと発言しました。

市長 そういった話をときどき耳に挟んだこともございます。当然地元に大きな施設を造

っていただいているわけですから、地元の方にも十分お使いいただけるとよろしいわけで

すけれども、こうした運動の専用施設ということで、先ほどのものにつきましては基本的

に市民に平等に活用していただくということになっておりますので、現在システムとして

は利用希望者がインターネットで事前予約をしていただく。こういったことになっている

わけでございます。

しかしそういう状況ではありますけど、学区でこの春防災訓練とか、学区全体で行う大

きな催しにつきましてはできる限り配慮していかなきゃいかんだろうとこういうふうに思

っております。それからときどき聞くんですけども、予約しておいた人が必ずしもその時

間にきちんと使ってないということも聞いておりますので、もしそういったことがあった

場合にはそういった団体には次からはご遠慮いただくようなそういったこともきちんとや

っていかんじゃないだろうかと。

そのことによってですね、せっかくに施設が十分皆さまに活用いただけることになるの

ではないか、こんなふうに思っておりますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思

います。

司会 はい。

市民Ｆ 先ほど防災訓練なんかは優先と言われました。ただ町内で隣近所に、地域のかた

がた、いつもの防災訓練のように 250 名ぐらい集まります。そういうかたがたの顔見知り

が防災の一つという形で、私らのほうも一つの行事こなしています。

これを防災として見ていいのかどうかというと、もう一点は、先ほどキャンセルという

のもあるんですが、抽選受けて合格というような。当確されてキャンセルというようなそ

れがその日の 5 分前という規約になっています。これでは空いてても誰も使うことができ

ないですし、せめて 1週間とか 10日これぐらいすると子ども会の方が使えます。町内はち

ょっと難しいですが、そこら辺のキャンセルの期間の延長ですか。もうちょっと延長と言

っていいのかどうか長い期間を持つという考え方もお願いしています。どういう方向で進

めていったらいいのか。

市長 今すぐその話をすると、私が個人で答えちゃうわけにはまいりませんけれども、今

おっしゃられましたことを部内でもう一度再検討いたしまして、5分前というのはいくら何
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でも現実に合ってないと思いますので、少なくとも何日間ほど前にきちんとキャンセルす

るならば、こういう報告をいただけるようなそういった形にも変えていきたいと思ってお

ります。

司会 よろしいでしょうか。

市民Ｆ 防災訓練としての町内活動を防災訓練の一環として出してる場合も、優先的にな

るのか。

市長 そのときにお集まりになった方の人数がどのくらいかちょっと分かりませんので何

とも言えませんけれども、今おっしゃられた二百数十名ですか。地元に何とかお役に立て

る方向で配慮するように担当部局に申し入れておきますので、よろしくご理解いただきた

いと思います。

司会 よろしいですか。

市民Ｆ はい。

司会 ありがとうございます。女性の方。大丈夫です。梅園、根石、愛宕の皆さま優先に

ご発言をいただいておりますので。ではどうぞ。

市民Ｇ 座ってすいません。男女共同参画の視点から、ちょっとお尋ねしたいことがあり

ます。安倍総理も今年施策で少子化に対する対策を発表されました。これは高齢化も含め

て同じ意味ですが。

実は私ども女性の会、地域で梅園学区でこの少子化に対する対策何かできないのかとい

うことで、実は大学の講師をお願いしまして、少子化対策というわけではないんですけど

も、交流サロンをやったらどうだというお話をいただきました。交流サロンです。

その話を地域の保育園、幼稚園の方、園長先生たちとお話をさせていただきまして、そ

の中で出てきたお話が保育園はあるけれども、少子化に対する、親、子どもが今親が働い

てなければいけないそういう環境の中で、特に保育園の近くで子どもが私たちちょっと手

が離れた育ばあ、育じいの役をやったらいいなというような思いをして、その交流サロン

ということで企画をしました。

それでその中で施設としてそういう子どもたち、ようするに保育園から帰る子どもたち、

学校から帰る子どもたちが、例えば幼稚園なら幼稚園向けのそういう見える公共施設から

地元のそういう施設、私は空き家みたいなものがあるといいと思うんですけれども。そう

いうお金的なことになると施設を新しく作ってくださいというふうになると大変なことに
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なると思いますが、何か稲熊とか梅園あたりのところでそういった保育園か幼稚園から帰

った後のそういうフォローができるようなことを企画しております。

企画している先々のことはやっぱりそういう施設が必要なのかなと。それは市民ホーム

があるわけですけども、市民ホームは日にちをきちんと決めておかないとなかなかプロデ

ュースとかできませんので、空き家みたいなそういうところで近くで、空き家というとそ

ういう言い方しちゃいけないのかもしれないですが、安全なそういう地域の中に施設がで

きるお借りするようなところがあるかないか、またそういうことをお願いしていけるのか

なということをきょうこの対話集会にお尋ねして要望していきたいと思います。 言って

いることが分かりますか。ちょっと分からないですか。

市長 こういうサロンの話と子どもの話が一緒になっちゃってる。

市民Ｇ ようするに育じい、育ばあがそういう場所があればそういうところに集まって、

子どもたちと交流できる、交流じゃなくて後の帰ってからのサポートができるんじゃない

のかなということです。

というのは、皆さん今の若いお母さんたちみんな子どもさん抱えて働いていらっしゃる

わけですから、何かそういう定期的な場所になるだろう、時間になるだろうと思いますが、

そういう施設があるといいと思うんです。

－－ そんなこと言わないで、何がほしいのかはっきり言わなきゃ駄目だよ。

副市長 副市長の寺田と申します。今のお話でございますが、今現在各学区に子どもの家

というのがございます。そこで今おっしゃられたようないわゆる事実上ボランティアの方

でございますが、学校から学校帰りにそこに立ち寄る児童を対象に、時間後での過ごしに

ついて指導、育成をしていただいている方がお見えになるわけでございます。

大変ありがたく思っているわけですが、そういった活動に加わっていただくとか、そう

いったことでは。

市民Ｇ その活動と同じかもしれませんが、それはもうほんとにもう決まってる人が入っ

てますよね。溢(あふ)れ出てます。人が入れなくてっていう。だからそういうもう一つ違

った空間の場所が施設としてあるといいなということです。という意味でです。だから今

の学童の方たちの場所はもう決まってて、定員も決まってますので、そういう意味ではな

くて、保育園などの方たちが帰っていかれたからどうぞです。

そういうのが園とか、そういう施設と増えるような場所から子どもたちが行ったり来た

りすれば保育園の先生たちも困らないということも言われましたので、そういうことも考

えられるのかなというふうに思ったんです。
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副市長 そういった熱い思いのかたがたがお見えになるというのは本当にありがたいこと

でございまして、一度これを持ち帰らせていただきまして、どういったことができるのか

どうか検討させていただきたいと思いますが。よろしいでしょうか。

市民Ｇ よろしくお願い致します。これは、きょうすぐ返事というわけじゃなくて、今後

の少子化と高齢化はプラスになる、同じことだと思うんですね。ですが、私たちみたいに

若い育ばあになるんですけども、手の空いた年寄が出てくると思いますので、そういうも

のが何か地域のためにできないのかな。そういう意味です。

それについて、そういう施設が提供されるといいなというふうに考えていますので提案

をさせていただきました。ごめんなさい、長々と。ありがとうございました。

司会 ありがとうございました。あちらの方、前から 2 列目の。お待たせを致しました。

ではご質問お願い致します。

市民Ｈ 今は 9のところなんですが、6、7、8 の追加。

司会 失礼致します。学区とお名前を恐れ入りますが。

市民Ｈ 学区のことで言うと根石学区です。

司会 根石学区のどちらさまでしょうか。

市民Ｈ 6 月 1 日に私が年金者組合をやってるんですが、30 人ほどの集まりを釈迦堂のす

ぐ南でやったんですが、ああいうショウブの記念の集会に入ったわけですが、入ったすぐ

のところの便所の女子用のトイレがもう使えなかったんです。だからやはりもう、一般に

呼び掛けてショウブのときなどは早く工事を、掃除をきちんと。それで学区のところ。

それからその他で言うと、さっき市長さんが一番初めにおっしゃったのは、市長さん自

体がああいう構想を立たれるというのは、今まで私こういう集会は柴田さんと中根さんも

ずっと出ておりますが、ほんとに初めてです。勇気ある提案だと思いますが、だから批判

もあると思いますけど。

僕は思ったのは、明大橋の入り口に大きな松があります。あれが今にも枯れそうなぐら

い弱っているわけこのごろ。それがあの近くに大きなマンションができるとか、水の関係

もあると思いますので、一度調べていただいて。あれは戦前からある松でして、道の中に

あっても大事なのは自然遺産にといいますか、そういうことですので、さっきの市長さん

の構想などができると、バッサリと切られないようにと思うんです。
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ぜひ配慮してほしいと、それは堤防の歩いてるとこう頭に下がるような、そういう木な

ども。僕は今岡崎では菅生川以外はめったにああいうとこないわけね。だからそういう堤

防も非常に配慮をしていただきたいというのが 2番目。

最後はやっぱり人をしゃべっちゃいかんですので、私は 100 周年というならば、この岡

崎 100 年の中で最大の最大といいますか、われわれの教訓は十五年戦争と岡崎大空襲だと

思います。これは岡崎が始まって以来だと思います。家康がでて以来のあれだけの災害と

か大きなのは大火があったというよりも、爆弾を落とされたんですから。

だからそういう意味で、私たちは別に空襲を記録する会でその事実を後世に伝えるとい

うことで今もむらさきかんでやっていて、もう NHK さんもやったせいもあって、市外から

も大勢出てきます。むらさきかんに聞いていただければ分かります。近くからまたリブラ

でも 5 階でもやりますので、岡崎の空襲を忘れないようにと。これは 100 周年の中に入る

わけです。もう最大の僕は災害だと思っているんです。

しかも、あの時点では東北大震災のようにもうビデオとか写真機もない時代ですので、

もうほんとに知らされない。死者の数でも死者 107 名という調査を発表されていますが、

私たちはそれ以外に 73 人。ある町で見ると 1 名だけど 15 人もみえると。そういうことも

調べました。

だからそういう意味では事実をやっぱり残したいと。最近特に分かったのは、六所さん

の裏と防空壕(ごう)はふた月半かかって、市の方も協力をして、1000 名の防空壕を作った

わけです。そういうのは中日新聞にも昭和 20 年 6 月 30 日に記事に出とる。ただここだと

いうことは書いてないですよ。それが分かった。

私はそれだけでなくて岡崎はもう横穴のトンネル防空壕が掘れるので非常に広い、全国

で 10 番目に一つの地域に爆弾を落とされたと。だから燃えたのも 80 パーセント中心部が

焼けたのはもう全国が 20ぐらい入ってるんです。それでも変わらず死者が 280 人ぐらいで

済んだので、市を含めて長の方たちが防空壕で守ったと思う。市民も。そういう記録をぜ

ひ残して後世に伝えると。またトンネル掘るじゃ困るけど。そういうことではないかと、

こういうことがあったと。

そういう意味では私たちは民間団体ですが、そういう皆さんの努力とか防空壕がどこに

あったとか。それから隣組にはどういう努力をしたとかそういうのは賢明な市民の努力や

市の努力と、そういうのも伝えたいと思っております。ですからそういうときには、きょ

うお聞きしますともう自費出版も打ち切ったと。支援を。そうおっしゃらずに大事な記録

のときには何とか助成とか補助をいただけたらとこういうのが 3 番目のお願いです。以上

です。

司会 ありがとうございます。では回答お願い致します。

市長 今日はいろいろなことをお話しさせていただきましたけれども、私は岡崎の財産と
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いうのは、やはり川とそして今おっしゃられた緑の自然の景観だというふうに思っており

ます。5 月にグライダーで岡崎の中心が 200～300 メートル上空からグルッと見たんですけ

ども、岡崎ってほんとに美しい。何が美しいかというとやはり今言った二つの川の流れと

それを囲む緑の景観なのです。

そのことあらためてそのときに思いまして、先ほど何を作るかという話ばっかりに特化

して話しましたので、何かあたかもみんな切ってそういうものを作っちゃう意味で感じら

れたかもしれませんけれども、自然の情景というのはきちんと大事に残しながら、そうし

たものは引き継いでいきたいということは基本的に考えております。

それから、終戦の、敗戦の記録というのはこれは日本の歴史にとってももっとも大きな

悲惨なものでもあったわけでございます。そしてしっかりと教訓というものを私たちは教

訓として学ばなくてはならないというふうに思っております。今までも何度も岡崎の空襲

のことにつきましては、本が出版されまして、何年前だったですか、このぐらいの厚さの

本を買わせていただきまして、じっくり読ませていただいた思いがございますけれども。

岡崎市におきましても、7月に防災と平和祈念式典ということでそのことを忘れないよう

に後世伝えるように努力をしておるわけでございますので、何とかご理解いただけたらと

いうふうに思っております。それをどういう形で伝えていったらいいかということはまた

これからも市民の皆さま方にご意見を聞いて考えていきたいと思っております。

先ほどの六供の防空壕とおっしゃられたわけですけど、これ六供じゃない。六所神社。

まだちょっとはっきりしておりませんけど、写真と資料があるようだと聞きましたので、

もしはっきりいたしましたらそれは、ご紹介したいと思いますので。

市民Ｈ 防空壕をほとんど埋められたわけで、市に記録があればと思いますが。これは防

災といいますか。これみんな防災あるわけじゃなかったんですが。いろいろな努力だと思

いますので、やっぱり残す必要があるんじゃないかと思います。

市長 私も子どものころに甲山の防空壕によく入って叱られましたけども。あれは子ども

が入った後、ときどき落盤みたいになりまして、危険だということで埋められたんですけ

ど。そういうものがあったということはそのまま残すかどうかというのはともかくとして、

安全上の問題もありますので、写真だとか資料ではやっぱりきちんと後世に伝えるように

残さないといかんじゃないかということは思っております。

副市長 すいません。副市長、中安です。最初に言われたのは、東公園の女子便所。本当

にそのとおりで壊れててご迷惑お掛け致しました。申し訳ございません。でも私たちトイ

レの施設などは維持管理に一生懸命万全を尽くしておりまして、そういった支障があれば

その都度直すように努めておりますけれども、いかんせん市の全体の中で直さなくてはい

けないところもずいぶんあるものですから、どうしても何日か待っていただくそういうこ

とも発生しておりますけれども。そういうご連絡が来れば、配慮していただきたいと思い



22

ますのでよろしくお願い致します。

市民Ｈ 大変理解あるお話をしていただいてありがとうございます。ただ私が終戦のとき

が 17 歳ですから、今 85 歳ですが、もう半分以上どんどん亡くなっておりますので、そう

いう意味で私たちの世代にも 10ぐらい若い世代の方でももうそれは最後ぐらいになると思

うんです。

今の時期に残さないといけないと。誤って例えば岡崎の中学生が持っている岡崎ってい

う副読本はですね。それは岡崎の空襲 80 機とか。207 名。そういうようにまだ昔の記録が

載っているわけです。ごく最近も私たちが今四十数人から募集しておりますが、岡崎にソ

連の戦闘機がかかった、こういうように書いた本が来るわけね。ソ連の、僕はグラマンと

か B52 というのはみんなアメリカなんですよ。そう思いこんどる。

だからずいぶん。それから福井の空襲の帰りに、落とし損なった爆弾を岡崎に落とすと。

いまだにそう思っている人いるんですよ。だからそういう意味では、こんなあいまいなも

のじゃなくて、岡崎は岡崎で 120 か 130 ぐらいバタバタ壊れたというのもあったのね。事

実として、子どもさんにも正確に残したいと、そういう意味ではぜひ教育委員会の方にも

またお話しますが、やっぱり 100 年の中の出来事ですのでぜひそういったご留意いただき

まして、ぜひ正確に真実が残るようにご配慮いただきたいと。私たちも努力致します。

司会 ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いてこちらでお手が

挙がりまして、すいません、恐れ入ります。ではマイクを通して学区とお名前を教えてい

ただきまして、ご質問お願い致します。

市民Ｉ 稲熊地区に非常に戸数が増えたんですが、これ市と直接関係がないと言われるか

もしれませんけれど、駐在所が一つもないわけです。いろいろな最近犯罪ですとかあって、

ぜひあの地区に 1 軒は作っていただきたい。それを要望しておきたいです。

司会 では市からの回答です。

市長 私県会議員 26 年やっておりまして、警察の関係はまた県の仕事なんですけれど、一

番多く皆さま方の要望を受けるものの一つが、今おっしゃられた交番駐在所要望なのです

けれども。岡崎の県のほうにもずいぶん前から、駐在所の配置替え、交番の配置替えを取

りまして、それは希望的に中学校単位に 1 カ所の交番をということでやっておるんですけ

ども。それに加えて後は、犯罪の発生率の人口動態合わせて決めておるわけなんですけど

も。

今おっしゃられました稲熊については、いわれるように人口の急増地域の一つでありま

すので、今後そういった対応がすぐできるのかどうかちょっと私も分かりませんけれども、

そういったご要望があったということをしっかりと心に留めておきますので、よろしくお
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願い申し上げたいと思います。

それで、警察のほうもいい加減に交番を配置替えしているわけじゃなくて、人口が増え

たということと共に、犯罪の発生率が高いところに重点的にそういう配置を動かしていま

すのでご理解いただきたいと思います。

司会 よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは学区の方でご質問のある方

はいらっしゃいませんでしょうか。もうお時間も迫ってまいりましたので、お手を挙げて

いただいて。もし学区の方でご質問がないようでしたら地区外の方、最後におひとかたお

時間を取らせていただきますので、挙手をお願い致します。皆さまからは本当に活発なご

意見、ご質問をいただいております。よろしいですか。

市民Ｇ すいません。梅園の市民ホームが古くなりまして、多分一番に作っていただいた

施設だと思うんですけれども、今の財政の中で新設してくださいというのは大変な問題な

のだろうと思いますが、手狭なんですねすごく。

それで、何かやりたいなと思うその水とか火とかいうようなものがないんです。加えて、

人数も多くなりましたので非常に手狭になってきましたので、何とか梅園学区市民ホーム

を施設として造っていただきたいという思いがありますので、提案させていただきます。

副市長 確認させていただきたいんですが、今、水とか火というのは水道がないというわ

けではないんですよね。

市民Ｇ 水道も火もあるんですけど、ようするに他の学区さんのように実は他の市民ホー

ムを使わせていただきますと、非常に整備されているんです。そういう何というんですか、

キッチン的、そういう意味じゃない。料理教室なんかができるとか、例えばそういう簡単

な料理教室ができるというような意味です。

梅園の場合は、本当にガスが二つで、水道が 1 個。場所もすごい狭い。センターありま

すけれども、センターは中央センターですから、そこは全然使えないんで、梅園学区市民

ホームというのが入っています。そういう意味です。

副市長 基本的には、市民ホームの大きさというのはそんなにバラツキはないはずでござ

います。ただ、今おっしゃられました水回りの火の関係、一度その実態を見させていただ

きまして、配慮していくことにつきましては配慮させていただきたいとこういうふうに考

えます。一度見させていただきたいと。よろしくお願い致します。

市民Ｇ ほんとに？ ありがとうございます。うれしいです。

司会 ありがとうございました。では、ただいまご意見を、最後のご意見ご発言とさせて
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いただきます。そしてお時間の都合もございますし、皆さまからご意見まだまだあるよと

いう方がいらっしゃいましたら、出口に用意してございます用紙をお使いいただきまして、

ぜひご意見をいただきたいと存じます。

記入後に市役所各支所にて設置をしてございます。目安箱皆さまご存じでしょうか。こ

ちらの目安箱に投稿していただくか、郵送、ファクスでも受け付けをしてございます。ま

た岡崎市のホームページでも投稿できますので、そちらもぜひご利用いただきまして、皆

さまのたくさんのご意見をいただきたいと存じます。

皆さまの意見に対して回答を希望される場合には、お名前、そして連絡先のご記入もぜ

ひお願い致します。記入漏れがございますと、回答ができない場合がございますので、ぜ

ひこちらもよろしくお願い致します。

それでは、皆さま本日は本当にたくさんの皆さまにお集まりをいただきました。市長と

語る市民対話集会、お越しいただきまして誠にありがとうございます。どうぞ皆さまお帰

りの際は交通安全心掛けていただいて、お気を付けてお帰りくださいませ。本日は誠にあ

りがとうございました。

市長 きょうは本当にありがとうございました。時間の都合で全ての方にご質問いただけ

ませんでしたし、またご質問いただいた内容について私どもが的確にお答えできなかった

かもしれませんけれども、きょうは各地域でどういう問題を皆さま方が抱えてお見えにな

るか、そういったことをしっかり認識させていただくことがまず大事であろう、こういう

ふうに思っているわけでございます。

皆さまがこういうことを考えてお見えになるということを私たちが知っていれば、そう

したものを念頭に置いてこれからまた対策も考えさせていただきますので、今後ともどう

ぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。

(了)


