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平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年８月２０日（火）午後７時

場所：大平市民センター体育集会室
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司会 ここで、市政に関する内田市長の提案がございます。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。連日の大変な猛暑の中にもかか

わりもせず、本日はこうして市民対話集会にご参加いただきまして誠にありがとうござい

ます。また、日ごろから皆さま方には本市の市政運営に対しまして、格別なるご理解、ご

協力をいただいているわけでございまして、重ねてお礼を申し上げるものでございます。

さて、昨年の 10月に市長に就任致しまして、これで約 10カ月が経過したわけであります。

市長選挙の際の公約については、私学助成やワクチンの接種に対する補助など、予算の確

保ができれば、すぐできますものは今年度の予算に盛り込むことができました。また、民

間の活力を利用致しました岡崎活性化本部につきましては、4 月に発足を致しまして、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まち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。先日開催されました岡崎城下家康公夏祭りも活性化

本部の主催によりまして、従来の五万石おどりやみこしに加えまして、岡崎城下でのステ

ージイベントやたべりん祭など、6 日間に規模を拡大致しまして開催致したところでござ

います。市内外に観光岡崎の第一歩を十分アピールすることができたのではないか、この

ように思っているところでございます。私個人としては、来年以降も同じような形の中で

ぜひ継続したいと考えておるわけでありますが、なにせ試行錯誤の中で行った初めての試

みであるわけでございまして、至らん点もあろうかと思います。皆さま方のご指摘が頂け

れば、あとそれを改善点としてこれから考えてまいりたい、そんなふうに思っているとこ

ろでございます。そして、この 1 月から各業界団体、あるいは学校や地域から要望のあり

ましたところで約 30 回ほどの講演を行わさせていただきました。それも題名は、次の新し

い岡崎ということでありましたけれども、この 7月からは場所を各地域に移させていただ

きまして、市民の皆さま方の生の声をお聞きさせていただくために、これも選挙のときの

公約でございましたけれども、こうした市民対話集会を開催させていただくことになりま

した。今日が第 3 回目ということになります。本日の開催の大平地区は、河合のゲンジボ

タルや、美合の生田ボタルなどに代表されます豊かな自然環境に加えて、岡崎インターチ

ェンジや美合駅などの交通拠点の他、中央総合公園や東公園、美術博物館などの文化施設、

また、岡崎市民病院や愛知病院などの中核病院が再整備されている、自然環境と調和した

住環境のある地域であると思っております。また、今後も蓑川南部の区画整理や、市民病

院の放射線治療設備を備えた新棟の完成など、さらなる利便性の向上が期待されておると

ころであります。一方で、火葬場やクリーンセンターなどの施設も地元に受け入れていた

だいておるわけでございまして、皆さま方のご理解とご協力に対しまして心からお礼を申

し上げるものでございます。

さて、ただいまご覧いただきました映像のとおり、本市は平成 28 年に市制施行 100 周年

を迎えることになっております。100 周年の記念行事につきましては都市のブランド力を
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さらに高め、それを内外に発信することによりまして情報や人の動きをより活発となる、

いわゆるシティ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、市民の皆さまとともに 100 周年を祝い、共に参加し

ていただける記念事業にしていきたい、このように考えておりますので、こちらのほうも

どうぞよろしくご理解のほどをお願い申し上げます。その 100 周年の記念事業の一つとし

て、私が選挙のときから提案してまいりましたのが、岡崎の新しいシンボルとなりますツ

インブリッジの計画であります。言うまでもなく岡崎はものづく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でありますものづくりにつきましては、今後ともこれ

まで同様力を注いでまいりますが、さらにもう一つ、この岡崎の経済を支える柱として、

岡崎独自の歴史文化遺産を生かした観光産業を育てていきたい、このように長年思ってき

たところでございます。そして、観光事業の情報発信には過去のものばかりではなくて、

今、岡崎で評判になりつつありますジャズだとか、岡崎まぜめんなどの新しい要素もこれ

にぜひ加えていきたい、このように考えております。そして、この新しいものの一つが、

私が昨年の選挙から表明してまいりましたツインブリッジを中心としました、乙川の水辺

空間を活用することであります。ツインブリッジとは、いまさら言うまでもないと思いま

すが、双子の橋ということであります。乙川を中心に架かる殿橋と明代橋という二つの橋

を、一つの橋は、橋を公園のようにした緑の橋にして、もう一つは岡崎の伝統産業であり

ます石工の技術を生かした石の橋として再整備していくわけであります。皆さんに今見て

いただいていますのは、1 月からやってまいりまして、言葉で聞いていてもどんなことを

やろうとしているのかよく分からない。こういった声を耳にしましたので、私が仕事の合

間に書きましたラフスケッチであるわけですけれども、これはあくまで皆さんがイメージ

を膨らませるために試案として発表したものであります。これを一つのたたき台にしてい

ただいて考えていただければ結構ではないかというふうに思っております。

こちらは東岡崎駅前に架かる川上の明代橋のほうでございますが、緑の植栽と小さな公

園を持った橋にしたい、このように思っております。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たことによりまして全体の形が波状になっておりますが、こ

のスペースは岡崎の木材を敷き詰めたウッドデッキにしたい、このように考えております。

ここでは飲食物の販売だとか、フリースペースとして椅子に座ってゆっくりくつろいで川

も見ていただくようなふうにもできますし、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な利用方法が考え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、橋の四隅には川へ下りるための階段を設置するわけですけれども、私の案

ではたまたま波型をしておりますので、階段のほうも半円形のものになるわけであります。

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形になりますので、ここを利用

して階段を腰掛けにしていただいて、自由にミニコンサートなどを開いていただいてもい

いのではないか、こんなふうに思っております。諸外国の例を見ていただいても分かりま

すとおり、文化というのはそういった自由な空気の中から誕生するものではないか、この
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ように思っているからであります。また、緑の植栽にはイルミネーションをしていただけ

れば、夜には光り輝く美しい橋にもなる。こんなふうにも考えております。

そしてもう一つの殿橋につきましては、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が盛んな地域でありまして、現在も市内には名人名工と呼ば

れる職人の方々が見えますが、その方々が健在のうちにその技の粋を生かして、例えばヨ

ーロッパでいきますとチェコのプラハにはカレル橋というような素晴らしい石造りの橋が

ございますけれども、そうした都市や町の象徴となる橋に負けないような橋をこの岡崎に

ぜひ造りたい、このように考えております。具体的に言いますと、ちょうど今見ていただ

いておりますように、これ殿橋の私の考えたスケッチでありますけれども、殿橋の名前の

ごとく、橋の四方には家康を守ったように、岡崎の土地や市民を守っていただくというこ

とで、そんな願いを込めた徳川四天王の石像を橋の四隅に配置したい、このように思って

おります。あと橋の欄干には家康公の先祖の松平家から、徳川幕府の成立までの物語を表

すレリーフを配置したいというふうに思っております。これはちょうどお寺に行っていた

だきますと、お釈迦様の生誕から入滅までの絵馬だとか絵草子のようなものが飾ってある

ことがございますけれども、ああしたイメージを考えていただければいいのではないかと

いうふうに思っております。そして、この橋を子どもたちが渡るたびに、一緒に渡ってい

ただくおじいさん、おばあさん、ご両親から、岡崎の歴史について話をしていただけるよ

うな、そんな機会が持てればと思っております。この橋にもフリースペースが設けてあり

まして、こちらのほうもさまざまなアイデアで利用していただければと思っております。

個人的な思いではありますけれども、花火大会の際には橋がよく観覧のスペースになるわ

けでございますけれども、警察のほうとしてはここで人が滞留してもらうのは大変困ると

いうことをよく聞いておりましたので、こんな形の橋を考えてみました。また、岡崎城と

乙川と橋が一体となった風景というのは、将来子どもたちが岡崎に住んでいても、また他

のところにいても、岡崎と思えばこの風景だと思うような一つの心象風景として、ふるさ

と岡崎を愛して誇れるような、そんなものにしたい、こんなふうにも考えております。自

らのふるさとを愛して誇れるようでなくては自然の愛国心の芽生えというものもないかな、

このように考えております。さらに、橋を造っている工事そのものも、市民の皆さまや岡

崎を訪れた方に見て楽しんでもらえるような、こんな工夫ができないだろうか、こんなふ

うにも考えております。

そして、この二つの橋が整備できますと、それぞれの橋の最大幅が今の倍ぐらいになり

ますので、橋の下にはおのずから屋根付きの広場ができるわけであります。これは照明を

設置することによりまして、夜も使える空間となりますので、夜店や運動コートなど、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また生まれてくるのではないかと、

このように考えております。もう既に一部の方から、ここを屋台村にできないだろうか、

こんな提案も頂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
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と二つの異なった特徴ある橋を持つことによりまして、観光客の皆さまがそれぞれの橋に

足を運んでいただくことが契機となりまして、岡崎城だとか中心市街地への誘客が広がる

のではないか、こんな期待感も持っているわけであります。このような計画を発表致しま

すと、また中心市街地かといった声をすぐ頂くわけですけれども、先にも述べましたとお

り、この計画はあくまでこれから歴史文化遺産を基軸とした新しい観光都市岡崎を作るた

めの第一歩でありまして、この大平地区におきましては西大平藩の陣屋跡だとか、大平の

一里塚といった歴史的な遺産がございますし、東公園の紅葉だとか花菖蒲、またホタルな

どの恵まれた自然環境というものも、これは岡崎の魅力としてしっかりと PR して、市内の

全域への誘客と経済効果を期待するものであることをしっかりと表明してまいりたいと、

このように思っております。

さらに、この誘客のキーポイントになりますのは、それだけではまだ不十分でございま

して、誘客をさらに広げるためにはおいしい食べ物、面白いお土産、それから興味を引く

施設、岡崎ならではのサービスの四つの課題をクリアしていかなければならないわけでご

ざいます。商店街をはじめ、市民一人一人の知恵と力の結集が不可欠でありますので、ど

うぞこちらのほうのご協力もお願い申し上げたいと思っております。そして平成 27 年まで

に基本計画を策定致しまして、市制 100 周年を迎える 28 年度には事業着手が少なくとも、

実施計画を市民の皆さま方にお示しできるように頑張ってまいりたいと、このように考え

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す

るというものでありますけれども、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広場などの整備を検討したいというふうに考えております。

これは、ちょうど国が今行っ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、この流れにも沿ったものであります。また、これらはお隣の豊田市や西尾市では

もう既に行われているものもありますので、岡崎においてどのようなものを推進していく

のがいいのかどうかということは、これから皆さま方のご意見をお聞きしながらまた進め

てまいりたいというふうに考えております。そして、夏祭りの初日に開催されましたカヌ

ーの体験では、私自身が伊賀川から乙川の頭首工まで回ってまいりましたけれども、とて

もこうした 38万の都市の市街地を流れる川沿いの風景とは思えない、素晴らしい風景が今

も残っておりまして、これまでこの風景というものが放っておかれたことがとても信じら

れない思いでございました。河川使用を全くの自由にするわけには、これは男川の漁業組

合もありますので、そんなふうにはいかないと思いますけれども、カヌーの練習をしたり、

先ほどの映像にもありました、かって岡崎には貸しボート屋さんがございまして、私も子

どものころあれでしっかり楽しい思い出を作りましたけれども、そんなものを復活させた

い、そんなふうに考えております。これからは、市民の皆さま方がより楽しめる、親水性

のある水辺空間を作っていきたい、このように考えておる次第であります。

そしてもう一つの観光の鍵となりますのが、歴史遺産の活用であります。家康公の生誕

の地であります岡崎城はもちろんですけれども、三代将軍家光により創建されました滝山
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寺の東照宮は、日光久能山と並ぶ日本の三大東照宮の一つといわれるわけでありますけれ

ども、こういうことは意外と岡崎の市民の皆さまに知られておらないわけでございます。

また、松平家、徳川家の菩提寺で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八代の墓、そして歴代将軍の等身大の位牌が安置されております位牌

堂など、見どころが多数あるわけであります。他にも市内各地に史跡やお祭り、豊かな自

然など、よそのまちにも負けない観光資源も多くあるわけですけれども、これもしっかり

とした PRがされておりませんので、宝の持ち腐れとなってきているわけであります。しか

しこれからは、そうした岡崎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していきたいと考えているものであります。

そして、家康公に今一度焦点を移しますと、岡崎市制施行100周年の前年の平成27年は、

家康公の没後 400 年に当たります。家康公のゆかりの地であります岡崎市と静岡、浜松が

連携致しまして、ただいま家康公顕彰 400 年記念の推進準備委員会を組織して、3 市連携

して世界史上でも例を見ない江戸 260 年の泰平の世を築かれました家康公の偉業を市民の

皆さまとともに顧みて、明治政府以降、どちらかというと過小評価されてきたその存在の

大きさと、本来の価値というものを改めてこの地元から発信してまいりたい、このように

考えておるところであります。そこで、今年度はプレ事業と致しまして、今までは岡崎単

独でやってまいりました家康公検定を、あらためて第 1 回家康公検定と致しまして、9 月

22 日に 3市で同時開催することになりました。また、記念事業の一環として、家康公を主

人公と致しました NHK の大河ドラマ化につきましても、昨年から要望活動を行っていると

ころでありまして、今年度も 7月末に、私も NHK に出向きまして、今回は栃木県知事、日

光、静岡、浜松の各市長さん、それから各商工会議所の代表とともに NHK の会長はじめ、

各重役にしっかりと要望活動を行ってきたところでございます。今回は反応も大変好意的

であったということを報告させていただきます。家康公ゆかりの地はいくつかあるわけで

ありますけれども、家康公生誕の地というのはこの岡崎しか名乗ることができないわけで

ありますので、これからはこの点を特に強調して PR してまいりたい、このように考えてお

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、ちょうど岡崎

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

客の皆さまに実際にその水に触れていただくことができないだろうかということで、その

調査を行ってまいりたい、このように考えております。また、先日、岡崎公園内の案内看

板や手すりや柵に統一性がないというご指摘を頂いておりましたので、これらにつきまし

ても今後整備の際には統一性を持たせて、落ち着いた岡崎の雰囲気に合った環境づくりと

いうものを努めてまいりたいというふうに考えております。他にも岡崎のまぜめんだとか、

駒立のぶどう狩り、また南部に行きますとイチゴも今作られておりますので、そういった

食べる楽しみということをまたこの観光に織り込んでまいりたいと思っております。それ

から先ほどもちょっと触れました、岡崎のジャズといった文化資源も有効活用しまして、
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さらには先日全国のご当地キャラ総選挙で第 2 位になりましたオカザえもんの力も借りれ

たらと思っております。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、オカザえもんと一緒にぶどう狩りをやって市内観光を楽しむといったよう

に、相乗効果が期待でき、春の桜や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、魅力ある観光産業都市岡崎を築くということが私の目標であるわけであ

ります。そして、観光客で市内が賑わうようになれば、かねてから望まれておりますシテ

ィホテルの誘致にもつながるのではないか、このように考えております。きょうも市議会

の皆さま方と話し合いをしたときに、このホテルはどうなっているかということを言われ

たわけでございますけれども、民間企業というのは大変シビアでございますので、儲かり

そうもないことにはなかなか手を出してもらえないわけでございまして、むしろ向こうの

ほうからぜひ岡崎に進出したい、こういうふうに言わせるような土台づくり、環境づくり

というものをしっかりやっていかなくてはならない、このように思っているところでござ

います。そしてまたそれが、私がイメージ致します観光産業都市岡崎の未来像であるわけ

であります。

そして、東日本の大震災以来、地域の防災力の強化ということが大変強調されるわけで

ございますけれども、今後の岡崎にとりましてもこれは重要な課題の一つであります。本

市にとりまして、平成 20年の 8月末豪雨におきまして、甚大な被害が起きましたことは忘

れることができないことであります。この地域におきましてもその被害が出ておるわけで

ございますけれども、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致しまし

て河川改修を進めておるところであります。また、いざ水害が起きた場合に、どのような

行動をどう取るべきかということをまとめた水害対応ガイドブック、これも作成致しまし

て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。一方 5 月末には、南海ト

ラフの巨大地震の新たな被害想定が公表されましたけれども、それによりますと岡崎市内

の最大震度が 7で、死者が 500 名、全壊の建物が 1 万 6000 棟と、今まで以上の衝撃的な数

字が想定されておるわけであります。岡崎市と致しましては、市民の皆さまの安全をまず

最優先に致しまして、新たな対策の検討とともに、災害が起きた場合の被害の軽減や迅速

な復帰を図るため、各種団体で皆さま方とともに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というものを結んでおるところでございます。また、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有効であるということ

を学びましたので、ゆかりのまちであります茅ヶ崎市、佐久市、関ケ原町との応援協定や、

西三河の 9市 1町によります応援協定も先般提携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災害が起きないことが一番ではありますけれども、日ごろからこ

ういった形で情報交換やシミュレーションを行っていくことによりまして、万が一の際に

はこうしたものが有効に活用するのではないか、このように考えております。

最後になりましたが、この 2月から発生しております連続不審火でありますけれども、

これも一時小康状態を保ったわけでございますけれども、7 月以降再び矢作地区におきま
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して発生するようになっております。岡崎市と致しましても連続不審火対策本部を設置致

しまして、警察、消防と協力して職員や地域の皆さま方によるパトロールや、注意喚起の

チラシ配布などを行ってまいりましたけれども、皆さま方におかれましてもぜひ物置や車

庫の施錠だとか、家の周りに新聞紙や段ボール、家庭ごみなど、燃えやすいものを置かな

いように努めていただきたいと思います。

以上多くのことにつきましてご説明申し上げてまいりましたけれども、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、こんなふ

うに思っていただけるようになればと思っております。この後の意見交換で、またこの地

域におけます皆さま方のさまざまなご意見をちょうだいできるものと期待しておりますが、

そうした皆さま方の声を少しでも市政に反映させながら、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、そんな次の新しい岡崎に向けまして、

市政運営にこれからも全力を挙げて取り組んでまいります。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。

司会 それではここで、ただいまの市長の提案、説明に対しましての質疑応答のお時間を

取らせていただきますので、ご質問のある方は手を挙げていただきましてご発言をお願い

致します。いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、次に、地域の要望などにつきまして、事前にちょうだいしております、地域

の代表の方に要望内容を発表していただき、続きまして市からの回答をしてまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。それでは、男川学区からお願い致します。マ

イクをお持ち致しますのでお願い致します。

市民Ａ いいですか。じゃあ失礼します。このような市民対話集会、私、初めて出席でき

まして、本当にありがたい。われわれの内容を市長さんが分かるように、一つずつ説明や

らせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。いろいろ協議委員会の

方にお世話になっております。今ビデオを見ましたように、市長さんの話の内容の中に、

歴史を大事にするちゅうことを言われておりまして、ただ観光に関して力を入れてもらえ

るようなニュアンスの言葉があったわけなんです。そこでちょっとお願いがあるのは、そ

こに男川学区、歴史的価値ある史跡の整備のお願いちゅうことを載っておりますんですけ

れども、私が思いますのは、大平、男川学区ですね、旧東海道の発展によって男川学区も

発展し岡崎も発展したんじゃないかと私自身が思うわけ。先ほど出てましたガラ紡、やは

りこの地域は水が豊か、大平川、男川ちゅうことで、そういう問題で今の市があるのは大

平とか男川学区があったじゃないかちゅう私、ニュアンスをするわけなんです。そのため

に、これからお願いしたいのは、われわれのまちの中、旧国道の中にいろんな史跡があり

ます。先ほど市長からも言われたように、一里塚、そこの前にお地蔵さん、これはすごく
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古い歴史のお地蔵さんが、子安地蔵さん、それは歴史がある子安地蔵があるわけなんです。

また、上へ上がっていければ丸山遺跡ちゅう、そういう歴史あるまちがなかなか岡崎の中

に PRができていないんじゃないかちゅうことですね。今最近になって大岡さんの関係に関

して PR を少しずつ教育委員の方、こっちを向いていますけど、PR してもらっております。

それによって訪問のお客さんがたくさん来られるようになってきました。それにしてもま

だまだその後に関しての整備がどうかなっちゅうニュアンスがあるわけです。私はちょっ

と考えまして、その陣屋跡、北のほうに行けば同じ陣屋跡に入っても、あちらのほうはそ

れなりに岡崎の力が入れておるじゃないか。また男川学区のその大平藩に関してなかなか

力が入ってないじゃないかちゅうことですね。歴史ちゅうのは、やはり男川学区ちゅうの

は、先ほどちょっと申しませんでしたが、男川小学校自身でも 140 周年、岡崎市より長い

んです。それを奥の北のほうの陣屋跡と比べてみたら、少しずつ遅れているやないなとい

う感じがする。

もう一つは、市長もよく分かっていますけど、インターの入り口は、大平西町です。い

う感じは私するわけですね。岡崎の玄関口が、松並木ありますね。そのわれわれは保存を

一生懸命やるわけなんですけど、もう少しは整備、岡崎の入ってきた人の顔、きれいな街

ちゅうのを今後お願いできないかちゅう点が私は一つあるわけなんですわ。いうふうなこ

とで、できましたら、その歴史ある大平男川学区を、私はちょっと情けないなちゅうのは、

ここにガイドブックを持ってきました。それにもちょこっとしか載ってないですね。どち

らが大事か。大岡さんは私はもっと大事じゃないかなちゅう感じはするわけなんです。と

いいますのは、茅ヶ崎は本当ありがとうございます。今年、ゆかりのまち茅ヶ崎、浜降祭

行きまして、向こうの方に話を聞きますと、おまえんとこの陣屋跡ちゃあなんだ。この間

も市長にちょっとお願いしたように、トイレは汚いわ、公園らしい公園じゃないやんちゅ

う話が、本当に私は情けなくて。向こうの市の職員の方にいろいろありました。ちょっと

市の方に申し訳ないんですけど、このゆかりのまち 30 周年のとき、一般市民、お茶一杯、

暑いからバス降りたらお茶どうぞちゅう。私らはそういうことを、私がその家康のお祭り

のときにお迎えします。そのときに私も今度反省しまして、これからは市が出さないなら、

保存会のほうで出そうかなちゅう感じで恥をかきましたちゅうのをあるわけですわ。こう

いうような、出しているかどうか私は分かりませんけど、その立派な浜降祭に私どもちょ

っと出してもらって、抽選で当たったの行かせてもらったんですけど、そのときに全員が、

岡崎は一緒に、さっき市長が言われたように、いろんな提携を組んでるいう話を聞きまし

て、私は内田市長は本当、私は尊敬していますけど、やはりそのような茅ヶ崎自身の一般

市民の方でも全員が岡崎、岡崎ちゅうことを言われていますよ。それはゆかりのまちは茅

ヶ崎は岡崎しかないちゅうことを聞きましたけど。いうようなことで、そういう茅ヶ崎と

の交流をまだ姉妹都市、今後いっぱいあると思います。われわれ本当に行かせてもらって、

いろんな状況を把握しながら、いい大平、男川学区、美合学区、秦梨もそうです。川が、

乙川、立派な川ありますもんですから、それで整備をちょっとしていただきたい。うちの
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川にこの間も更沙川があるわけなんですわ。そこに魚が浮いてしまったちゅう。もう時間

がないですか。いう問題があるわけですね。だからそういうのは市としてもいろいろと、

うしろからからいいよ、いいよという話もありましたけど、いう話で、今後とももう一度

男川学区を、歴史あるまちをお願いできないかなちゅうことを要望して終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。どうも失礼します。

司会 ありがとうございます。学区の歴史的価値のある史跡の整備のお願いということで

お話をいただきまして、市長お願い致します。

市長 ありがとうございました。私ども乙川のこの大岡さまの陣屋は、県会議員のときか

ら大変長いお付き合いでございますので、かねてから皆さま方のご意見は耳にしておると

ころでございます。それで岡崎市と致しましても決して何もやってこなかったわけではな

くて、大岡さんの陣屋というのは、実際史実に基づいて見てみますと、こういうふうに言

っちゃ大変失礼ですけども、そんなに大きなものではなかったんだそうですね。ですけれ

ども、それはそれとして陣屋跡公園としてこれから整備していくことが大事じゃないかな

ということを私も思っております。それで今までも平成 6 年に用地取得をはじめと致しま

して、その後高麗門、源氏彫りなどの建設、それから庭園におきまして植栽、散策路の整

備などを行ってきたわけでございますけれども、今ご指摘ありましたとおり、トイレが私

ども行くたびに、ちょっとこれだと外から来た人に入っていただくのに恥ずかしいなとい

うふうに思っておりますので、またこれも関係部局と検討して、なるべく早い段階で解決

できるように考えていきたいというふうに思っております。

それから、先ほど言われましたインターの入り口の問題について事前に聞いていなかっ

たわけでありますけれども、これも岡崎市の管轄する場所とそうでないところであります

ので、どこまで手が入れられるか分かりませんけれども、そういったご意見があったとい

うことはしっかりと認識させていただきたいと思います。

それから、先ほど茅ヶ崎と比べて岡崎市のサービスが悪いというご指摘でございました

けども、確かに役所の仕事というものは、これは岡崎市に限らずどうも商売っ気がないと

いうところがあるわけでありまして、これは今回のオカザえもんがこれだけヒットしたに

もかかわらず、オカザえもんのバッジを買えるところが本当に少なかったり、それからど

こへ行ったら買えるかとか、そういうことの PR もされてないわけでありますけど。まあこ

れは岡崎市が決して売っているわけじゃないもんで、そういうことがあったわけですけれ

ども。そういったことも反省材料として、これから観光のまちの岡崎として岡崎を売るた

めには、もう少し商売っ気を持って行政も進んでいかないかんじゃないか、こんな反省材

料を思っておりますので、また何か気が付いたことがありましたらご指摘いただきたいと

思います。
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市民Ａ どうもありがとうございました。

司会 よろしいでしょうか。では、ただいまの要望と市からの回答に対しましての質疑応

答のお時間を取らせていただきますが、ご意見のある方は挙手をお願い致します。ではお

願い致します。

市民Ｂ 市長さんへのお願いだけど、名古屋は減税のことうたってみえるけど、岡崎市の

場合はどういうふうに考えていただいてるんですかね。

市長 名古屋の場合の減税と言っても、そんなにすごい金額が減税されているわけじゃな

いわけですよ。ですからそれを、これはもちろん市民の選択の問題なわけですけども、1000

円とか 2000 円とか返ってくることを歓迎するのか、それともその金額で市民のためになる

ことを仕事をしたほうがいいのか。これは市民の選択の問題なわけですけど、私は選挙の

ときにはその減税の話はしておりませんでしたので、今回はそれを政策にして推進してい

ることはないわけであります。

市民Ｂ 分かりました。

市長 現実問題、国ももう 1000 兆円を超える借金があるわけでして、そういった時代に減

税という政策が果たして本当に有効な政策なんだろうかということを、僕は思っとるわけ

ですけどね。名古屋のことはあまり余計なことは言っちゃいかんと思いますけど、一つだ

け言わせていただくと、名古屋というのは何十年か 1 回にとんでもない政策をよく、高速

道路の問題も含めましてありまして、結局そのつけを後になってから後の市民が難儀して

返してきとるということが今までも何回かありましたもんで、今度も私はそんなふうにな

らなければいいなと、よそから見て思っております。岡崎は決してそういうふうにならな

いように、いいまちにしていきたいと思っております。

市民Ｂ ありがとうございました。

司会 よろしいでしょうか。先ほどのご要望と市からの回答に対してのご意見、質問等は

よろしいですか。では、続きまして、河合地区からご要望を頂きます。お願い致します。

市民Ｃ 本日、このような機会を頂きましてありがとうございます。せっかくの機会です

ので、通学路とかちせいの下水道処理場のことなど、地区の問題について市長にお願いし

ようと思ったんですけれども、ここ岡崎市の中の河合地区、その特性を生かして、岡崎市

の中でどうあるべきか、そんなことを少し述べさせていただきたいと思います。2 本の清
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流、本宮山から始まる男川と、巴山から始まる乙女川、その流れが茅原沢町で合流して、

岡崎城のおひざ元を通って矢作川と一緒になります。この水は男川浄水場から市内の各家

庭に給水されています。男川、乙女川は河合の宝です。6 月にはゲンジボタルの乱舞が見

られます。ホタル保存会の活動等もありまして、住民はこの川を守ってきました。しかし、

川の上流はどうかというと、源流となる山々がすごく荒れています。植林された山も間伐

作業が進まず、山肌がむき出しとなって、雨が降ると水が染み込まず雨水が山肌を流れて

しまっています。その結果、豪雨ですぐ川が氾濫し、雨が降らないと水不足に陥ります。

豊かな山に染み込んだ水は長い時間をかけて川の流れになります。この水は多くのミネラ

ル分を含んで川の生物を育て、豊かな恵みを与えてくれるだけでなく、私たちの飲み水と

なります。その山を守っていくべく林業は今大変です。国内の材木価格は低迷しています。

林業で生計を立てていくのはかなり厳しいでしょう。人々が山に入らなくなり、間伐作業

もしなくなるのも当たり前です。だけど、山を守ることは川を守ることになり、そして私

たちの生活を守ることになります。今こそ行政が先頭に立って山を守っていくべきだと思

います。市民も分かっていただけると思います。水を守るには山を守ることが必要である

こと。山の保全をもっと市民参加型で進めることはできないでしょうか。以前、県の事業

で間伐支援隊というのがありました。額田地区で少し参加をさせていただきました。山の

作業は危険がいっぱいです。チェーンソーも使用します。参加者は事前に安全講習を受け

てから実際の作業に入りました。プロではないものですから時間もかかり大変でしたが、

ほんの少しでも山を守っているという実感はありました。この活動にも当然費用が掛かり

ます。その財源として水基金の導入はいかがでしょうか。お隣の豊田市も採用されている

とのこと。また、合併前の額田町も実施しておられたと伺っております。どれぐらいの金

額が適当であるのかは分かりませんが、検討していただく価値はあると思います。額田地

区の山の保全が進めば、当然男川、乙女川の水質は変わり、そこに生息する生物も変わっ

てくるでしょう。男川漁業組合の皆さんで、それぞれの川に 5 月、アユの稚魚を放流しま

す。7月初旬、アユの友釣りが解禁になりますが、このごろさっぱり釣り人がいません。

私が小さいころは、車が止めるところがないぐらいたくさんの釣り人だったんですが、一

体どうしたことでしょう。ただ思うことが、この時期に川に入ると、昔はもっとスイカの

香りが川全体からしていました。今はその匂いがなくなっています。石に付くコケが変わ

ってきたんでしょうか。川の水が変わればミネラル分も多くなり、石に付くコケも元に戻

ってきて、きっといいアユが捕れることでしょう。先ほど市長がご提案されましたツイン

ブリッジ、その下に流れる川が清らかな川の流れでないとなんにもなりません。

さて、岡崎市民の皆さまにお役立ちできる河合地区はどうあったらいいでしょう。そん

な河合地区はこんなに自然が豊かです。市民のかたがたにもっと自然に触れてもらいたい

と思います。となると、そんなイベントがあるといいなと思っています。昨今の健康志向

で走っている方をよく見かけます。1 月に開催されます市民駅伝、私も遅いんですけれど

も毎回参加させていただいています。その参加者が年々増えています。岡崎市だけでなく、
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どこのイベントでも参加者は増えているようです。そこで岡崎市は、市民駅伝だけではな

く、山の中を走るクロスカントリーはどうでしょう。まだまだ少数派ですけれども、これ

からきっと愛好者は増えてくることでしょう。秦梨、また少年自然の家、三河富士、古部

町辺りは山道の宝庫です。当然ルートは整備する必要があるとは思いますが、周回コース

などを設定して、複数のランナーが参加できるイベントとしても面白そうです。1 月の市

民駅伝、4 月の市民クロス駅伝、岡崎市のイベントとしてご検討いただくといいと思いま

す。昨今、川で泳いでいる子どもたちをほとんど見なくなりました。乙川を美しくする会

の前会長柴田さんも常々おっしゃっていました。川は危険です。全国各地で川での痛まし

い事故のニュースを毎日のように聞きます。悲しいことです。だけど、川で遊ぶことは本

当に楽しい。水の流れがあって底面もどんどん変わる。そして、何よりも水の中に生物が

いる。水の中で見るコイのでかさ、これは驚きです。市長も大いに遊ばれたことだと伺っ

ております。ホームグラウンドは丸山の龍宮、あそこは深くて不気味なところです。何か

足を引っ張られそうな気がして自分は泳ぐ気になれませんでした。今の子どもたちにこん

な体験ができないのは本当に残念です。生平小学校、秦梨小学校でも､PTA や子ども会を中

心に川遊びの会が実施されています。子どもたちは本当に楽しそうです。その方法は、い

ろいろ考えていかなければならないことも多いかと思われますが、市内の子どもたちもこ

の男川、乙女川での川遊びをぜひ体験していただきたいと思います。この地域に住む私た

ちは、これからも山を守り、川を守っていきます。岡崎市の中で変わらぬ存在はやはり自

然です。この自然を守りつつ、その自然に触れられるような環境づくりが必要と思います。

岡崎市の今後の行政に､そんな性質が少しでも取り入れられることを切望して要望とさせ

ていただきます。ありがとうございました。

司会 ありがとうございました。とても自然豊かな河合地区ということで、水源となる山

を守る山の保全、また川の自然を守るということ、それを活用していくというようなお話

をいただきました。市長、お願い致します。

市長 ありがとうございました。多岐にわたっておりますけどまず、森林整備につきまし

てからお答えしたいと思います。私、選挙のときに海辺の集会があって行ったときに、岡

崎には海はございませんけど、漁師さんからこんな話を聞きました。いい海を作るために

は川をきれいにしなきゃいかん。川をきれいにするためには山をきちんとしないといい川

ができない。もう全部連携しているわけですよね。こういうことから致しまして、やっぱ

りその大本である森林整備というのはもう本当に影響も大きいわけでして大事なことだと

いうふうに思っております。岡崎は額田と合併致しましてから、市域の全面積の 6 割が森

林が占めるようになりました。しかもそのうちのまた 6割が人工林であるわけでありまし

て、ことにこの人工林というのは人の手が入らないときちんと森林としての役割を果たさ

ないということも聞いております。下草刈りから間伐、枝打ちなど、本当に手間の掛かる
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仕事が多いわけでありますけれども、先ほどもお話がありましたとおり、このところの木

材の国際価格の低下、それから特に日本の中では森林に携わる人たちの高齢化、そして後

継者の問題も含めまして、本当に森林の整備というものが難しい時代になってきているな

ということも痛感しておるわけでありますけれども、実は今年の 6 月 1 日に、久々に矢作

川の森の健康診断というのが行われまして、私も地元の人だけが集まっているかと思って

行きましたら、これが本当に驚くことに、日本全国から大勢の方が集まっていただきまし

て、もちろん地元の方もお見えになりましたけども、220～230 人の方だったと思いますけ

ど、中には東大の学生が 20 人ぐらいそろって来てまして、本当にこんなに森林整備という

ことに関心を持っていただいている方が多いんだなということを改めて感心致しました。

それで岡崎市も平成 23 年の 3 月に森林整備ビジョンというものを計画致しまして、30 年

計画で 1万 2500 ヘクタールの間伐を実施する。こういう目標を立てて現在手掛けておると

ころでございます。

それから、ご指摘いただいました、こういったことをやるには当然資金がいるわけでご

ざいまして、豊田市で行われております水道水源の保全基金でございますけれども、これ

は 1 トン当たり 1 円のお金を基金として積み立てて森林整備に充てていくということでご

ざいまして、額田町でも昔行われていたそうでございますので、一度こうしたものを研究

させていただきまして、これからの岡崎の森林整備に役立てることができるかどうかとい

うことをもう一度部内で検討させていただきたいというふうに思っております。

それから、本年度の新しい施策と致しましては、8 月 1 日に、公共建築物の木材利用の

促進に関する基本方針というものを策定しておりまして、岡崎市が整備致します低層の公

共建築につきましては原則として木造化を推進していく。困難な場合にも内装にできる限

り木を使っていく。こういったことでできる限り地元の木材を使う方向でいきたいという

ふうに考えております。先ほどツインブリッジの緑の橋のほうにウッドデッキにするとい

うことも、そういった考えの一環でございます。それからさらには民間住宅におきまして

も、岡崎産材の住宅建築事業費の補助制度というものを設けまして、床面積 1 平米当たり

3000 円。上限が 30 万円になりますけれども、こういったお金を補助して、できる限りこ

の地元の木を使っていただく、こういったものの促進のためにも気配りをしているところ

でございます。

それから、先ほどアユのことをご指摘いただきましたが、2、3日前でしたかね、テレビ

見ておりましたらちょうど四国の四万十川のことをやってまして、あそこは大変アユが毎

年捕れるところだったんですけれども、今年はほとんどアユが捕れないということを言っ

ておりました。なぜ捕れないかというのは、やっぱりこのところの異常な温暖化のせいで

ございまして、通常水温が 27度前後で四万十川というのは流れている、暑いときでもその

くらいで流れているんだそうですけども、今年は水温が 30度ぐらいで、もう泳いでいても

お風呂に入っているような熱さであるということをレポーターが言っておりましたけども、

そのためにコケが発生しなくて、コケが発生しないからアユはコケのあるほうに、上流に
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全部上っちゃってるそうであります。そういったことがきっと、今お話伺っとってこの暑

さのせいできっと乙川もアユの遡上(そじょう)が遅れているのか、それとも上に行っちゃ

ってるのかちょっと分かりませんけれども、数が少ないということではないかというふう

に思っております。ですから、こうしたこともさかのぼって考えてみれば、森林整備とい

うことによって上流からきちんと水が流れてくれば温度も下がるわけでございまして、そ

んなことも併せて考えていかないかんかなということを思っております。

また、乙川の整備につきまして龍宮のことまでご指摘いただいまして、大変恐縮してお

りますけれども、本当にこの乙川というのは、岡崎の市域で育った者も、それからこちら

の地元の方も、本当にかっては母なる川でございまして、私は康生で生まれ育ったんです

けれども、毎年夏になると自転車に乗ってこっちのほうまで、足ヒレとシュノーケル、水

中メガネ持って、大変楽しい思い出たくさん作らせていただいたわけでございまして、あ

のような遊びを今の子どもたちができないのは本当にかわいそうだなということはかねが

ね思っております。自然の中から学ぶことというのは大変おおございまして、今年も先ほ

ど映像出てましたけども、カヌーに乗せてもらいまして、小学校のころ貸しボートがあり

ましたので、小学生で貸しボートに乗っとったというと叱られそうですけども、あのころ

はそういうことができた時代でございました。そのボートに乗るということで水と親しむ、

またボートをこぐという技術が小学生でも身に付いたわけです。今の子どもは危険だから

ということでそういった機会というのがなくなってしまっておるわけですけれども、先ほ

ども申し上げましたとおりこれからの乙川は、できる限り親水性のある川として整備でき

るように努力していきたいと思っております。ただ川の管理は、乙川は 1級河川ですので、

県が直接管理をしておりますので、県としっかりこの問題について話して、これから対応

していきたい、このように思っております。

それから、あとクロスカントリーのことでしたね。最近、陸上競技のさまざまな分野で

マラソンだとか市民の皆さま、一般の方がそうしたものに参加されるという機運が高まっ

てきておるわけでありまして。クロスカントリーはどちらかというとその中ではまだマイ

ナーな競技であろうと思いますけれども、ご当地には大変そういったいい環境がございま

すので、そうしたものを生かせないかということはまた部内でまた研究させて、調査させ

ていただきたい、このように思っております。以上です。

司会 よろしいでしょうか。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

てご質問のある方は手を挙げていただきまして、お住まいの学区名とお名前をおっしゃっ

ていただきましてご発言をお願い致します。いかがでしょうか。では、マイクをお持ちし

ます。

市民Ｄ 生平秦梨学区、私はちせいという団地に住んでおります。先ほどおっしゃられた、

ちせいの排水というのか下水ですね、の整備のことについてちょっとおっしゃられはした
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けど、要望としては出てなかったようなので、補足をさせていただきたいと思います。ま

た私どもも陳情を何度かさせていただいていますけど、全く前進がないと。同じような回

答、判で押したような回答しか頂いてないと。まああそこも、あの団地も 14 年になります。

だいぶ下水処理場も古くなってあちこち傷みが出てきておりますので、市のほうも予算の

関係でいろいろと大変でしょうけど、私ども 100 世帯あるわけですけど、その市民の声と

して受け止めていただけたらなというふうに思います。

それからもう 1 点、これで第 2 東名の額田インター、ジャンクションができますと、国

道 1 号線のほうに誘導するような高架橋がたくさんできておりますけど、どうも見ており

ますと、豊田方面に抜けるのは当町の県道を通ったほうが実質的に非常に早いわけです。

国道へいったん出るよりは。だから今でも奥のほうに工場群がある程度誘致されてできて

いるわけで、そこへ通う従業員の方も、朝なんかはあんな田舎の道で、要するに信号四つ

も五つも待たないと通過できないというぐらい、通勤の社員だけでもそんなになるわけで

すから。そこへ大型トラックが入ってきたら、もう何ともならん状態になると思いますの

で、一応あれも県道ですから、市のほうでどうこうなる問題じゃないですけど、一度状況

をよく確認していただいて、今後の対策事業として早めに手を打っていただけるようにお

願いしたいと思います。以上でございます。

司会 ありがとうございます。では、下水道の整備、そして交通渋滞について、市長、お

願い致します。

市長 道路の問題につきましては、これ県道にかかわることでありますけれども、私もこ

の間まで県会議員でございましたので、地元選出の県会議員の先生方と相談しまして、何

とかいい解決策ができるように対応してまいりたいというふうに思っております。

下水道の問題につきましてはちょっと専門的なことになりますので、担当の部長さんい

ますか、今。お願い致します。

下水道部長 下水道部長の山﨑でございます。先ほどありましたように、私どもに毎年要

望は頂いております。なかなか区域の中でも大変難しいところでございますので、私ども

が部としてできることは協力してまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。

司会 よろしいでしょうか。

市民Ｄ その回答では何年も同じなんですよ。全く市として対応を考えてないと。こうい

うところに私ども不満を感じているんです。今の話で、古くなればなるほど、何年たった

ら対応していただけるか、はっきり言って年月決めていただきたいと思います。もう 1年、

もう 1年、しばらくしたらということでずるずるずるずると現状延ばされているわけです
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よ。まあ確かに農業用排水の下水管の太さがどうのとか、いろいろなことおっしゃいます

けど、やれるところはやっているわけですね。ですから市民平等だとか何だとかっておっ

しゃられますけど、それでは全く平等になっていませんので、ひとつ、よくそこら辺を考

えてお願いしたいと思います。

副市長 副市長の寺田と申します。よろしくお願い致します。今のご要望、一度真剣に受

け止めまして検討させていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願い致します。

市民Ｄ お願いします。

司会 では、皆さま、こちらの市民対話集会の終了の予定時刻は 8 時でございますが、既

に 8時 10 分になろうとしております。皆さま、せっかくの機会でございますので、ここで

もうお一方、自由意見と致しまして、質疑応答を設けたいと思いますが、お手が今挙がり

まして、よろしいでしょうか。今のご質問でテーマについては、ひとつ市として考えます

ので、これからは自由意見ということで、一番右の列の前から 4人目の方でいらっしゃい

ますでしょうか。ではお願い致します。

市民Ｅ どうも恐縮です。まあ時間も迫っておりますので手短に要望をお願いしたいと思

いますけれども、私は生平学区の蓬生町地域内のものでございますけれども、今回につき

ましては子どもたちの通学路について一つお伺いをしたいと思います。私ども蓬生町は、

河合地区の東部に位置をしております。男川の支流、古部川沿いに点在する集落ではあり

ます。前後に山を背負っておりまして、典型的な谷地形にあります。町内を通る道路は川

沿いを走る市道の蓬生古部線 1本のみであります。隣接する古部町とともに、私どもの日

常の生活道路、唯一の生活道路であるというところをひとつ注目をしていただきたいと思

います。それでその道路の現状はと申しますと、歩車道一体の狭小道路であります。大型

車両が通れないほどの狭い道路でありまして、特に子どもたち、朝の集団登校時、この際

には車両が通るたびに立ち止まってやり過ごす、そんな風景が毎日見られております。そ

して一番奥の子どもたちは 4 キロにわたって学校まで行くわけですが、その 4 分の 3はそ

ういう状況の中で登校をしているというのが実態です。それから片側は川もう片側は山肌

という、そういうところで、急傾斜地の指定を受けて、土石流の危険地帯というようなこ

ともございまして、日常的にも危険をはらむ、落石を恐れる、そんな状況にある道路だと

思っております。大規模災害が懸念される中ですけれども、岡崎市におかれましてもいろ

いろ先ほどの要望のご提案の中にも対処されていると思いますけれども、ただ危険箇所の

指定ということだけで何年も過ぎてきております。それで今日お伺いしたいのは、具体的

にそういうものに対する対策といいますか、例えば歩車道分離型の道路にするだとか、落

石防止の措置をしていただけるだとか、そういうような具体的な対応をお考えであるかど
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うかをちょっとお伺いをしたいということです。先ほど市長さんは、人の動きが活発にな

るまちというようなことを言われました。そうなりますと、子どもが安心安全に歩ける道

路、これがまず第一に必要じゃないのかなというように思っております。点を反映させる

前に、網である道路、こちらの整備をまずお願いできないかなというように思っておりま

す。失礼します。

司会 ありがとうございます。市道の落石を防ぐための整備ということでお話をいただき

ました。市長、お願い致します。

市長 ご指摘の場所を私も県会議員のときちょっと見に来いと言われて、選挙の前に連れ

て行かれた覚えがございます。それで、当面岡崎市としては私が今回のこの会のために事

前に受けた話の中では、日常パトロールというものをやっていかなきゃいけない。もちろ

ん工事がすぐできればいいわけですけれども、今お話がありましたとおり、崖が道路にも

う本当に迫っておる場所でございますので、その場所で道路を広げるというのはやっぱり

かなり難しいと思いますので、現実的な対応策としては、やはり別ルートを 1 回考えない

かんじゃないか、こういったことを今話し合っとるところでございます。また別ルートを

作るということになると、地域の方にもご協力いただかなきゃならんことになると思いま

すけれども、今言ったことに対して一番効果的な対応策というのはそういうことだと思い

ますので。すぐできるとはちょっとお約束できませんけれども、できるだけ早くできるよ

うに努力致しますので、ご理解いただけたらと思っております。これは担当部局からあり

ますかね。

土木建設部長 この要望につきましては、以前から何度か地域の方からはおっしゃいます

ようにいろいろ聞いております。そのことにつきまして、用地の手当等が発生しますので、

また地域の方のご協力をいただきながら、今、市長申し上げましたとおり対応考えてまい

りたいと思っていますので、よろしくお願い致します。

司会 よろしいでしょうか。ありがとうございます。そして皆さまにもう少々お時間を頂

きまして、先ほど何人かの方お手を挙げてくださいましたので、もうお一方、では最前列

の右から 2番目の方にご発言をいただきたいと思います。

市民Ｆ すいません。ありがとうございます。貴重な時間、よろしくお願いします。今、

岡崎市で、この地域で大きな事業として取り組まれております水道事業について意見を出

させていただきます。乙川を水源として岡崎市の水道は、この水が市内の水道の半分を占

めているということで、先ほど代表意見として出されました内容というのは非常に重要な

内容でありまして、ぜひこれをまっとうしていただきたいと思います。そして当面、今回、
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8 月 15 日の市政だよりに出ておりましたけれども、岡崎市は水道通水 80 周年ということ

であります。誠にいい政治をやってきたなと、こういうふうに思います。それで、男川浄

水場が更新事業が今行われておりますけれども、大きなプロジェクトでありますけども、

この工事に関連します私ども大平辻中という町内でありますけども、ここについても大変

ご配慮いただきまして、工事用車両の新しい道路建設、御用橋から工事現場までの堤防道

路を使っての工事車両の導入路、これをやっていただくわけでありますけども、そこにつ

きまして、これが県と市の絡みがありまして、これは今後この大平川は洪水氾濫をします

ので、浸水地区でもありますし、堤防の強化は大変必要であります。住民にとって。この

道路をぜひ、また元どおりにするということを県のほうは言っておるようでありますけど

も、ぜひ堤防、いわゆる災害堤防というか治水堤防化していただくようにお願いしたいと

いうことと、この水道事業に関連しまして、この地区、国道から西側の地区に大平、辻中、

下町、東町があるわけでありますけれども、そこの人口もかなりありますが、ここに街区

公園がございません。児童公園もありません。そういった中で、これは先の話になります

けども、浄水場が 5年後に、男川浄水場が供用開始されますけども、この跡地利用につき

まして、ぜひ公園化として、財政が逼迫(ひっぱく)しているから売却したよというような

ことのないよう、跡地の利用につきましては公共用地としてぜひまた、今申し上げました

公園化するというようなことをつなげていっていただきたい。ぜひお願いしたい、このこ

とを要望として出しておきたいと思います。よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございます。男川浄水場の工事中の安全対策と跡地利用ということでお

話をいただきました。それでは市長、お願い致します。

市長 男川浄水場というのはこれからの岡崎にとりまして大変大事な事業でございまして、

この事業に当たりまして地元の皆さま方からさまざまな形でご協力をいただいております

ことを、まずもって感謝申し上げるものでございます。それで今ご指摘いただきましたこ

とは、地元の市会議員さんからも、これは大変今回のキーポイントの問題になるぞという

ことも言われておるわけでございまして、きょう来る前にも担当部局とも話し合ってきた

わけでございます。現時点でどうかということを言われますと、まだ跡地をどういうふう

にするかということは最終決定は決まっておりません。ですけれども、ご地元の皆さま方

から、公園をきちんと確保してくれということは大変強い要望としてあるということは十

分認識しておりますので、これからもちろんそうしたことも考慮に入れて今後の対応を考

えていきたいというふうに考えております。ただ、それじゃ今空いている土地を全部公園

にできるかというと、そうまではちょっといかないと思いますけれども、今代わりに使っ

ていただいておりますグラウンドと同じぐらいのスペースは確保したいなというのが、こ

れは私の希望でございますので、まあそんなふうにご理解いただけたらと思っております。

今後どういうふうにするかということは、部内でさまざまな部署とも協議しなければなり



20

ませんので、まだどういうふうということは現時点では答えれませんけれども、地域のそ

うした強い要望があることは今も申し上げましたとおりきちんと認識しておりますので、

ご理解いただけたらと思っております。

それから、安全確保につきまして、もし担当部局のほうでもうちょっと答えることがあ

りましたら、答えていただけたらと思います。

水道局長 水道局長の杉山でございます。男川浄水場の建設につきまして地元のご協力を

頂きまして着実に進んでおる状況でございますが、堤防敷の復旧の話でございますが、な

かなか愛知県との協議の中で大変難しそうな話でございますが、地域の皆さま方の要望が

あるということは、実際の河川管理、県の管理になりますので、要望を出していきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

司会 よろしいでしょうか。恐れ入ります、お時間を大幅に、皆さまにもご協力いただい

て。

市長 僕は後で残っております。ゆっくりします。

司会 恐れ入ります。皆さま本当にご協力いただきまして誠にありがとうございます。皆

さまからのご要望等、時間を延長させていただきましてご意見を述べていただきました。

ありがとうございます。そしてお時間の都合で、ご意見まだまだある方もいらっしゃるか

と思います。皆さまのご意見、ご発言等は、出口に本日ご用意をさせていただいておりま

す用紙をお使いいただきまして、そちらにご意見をしていただきたいと存じます。記入を

された後、市役所、各支所に目安箱が設置してございますので、こちらに投稿していただ

くか、または郵送、ファクスで送っていただきますよう、皆さまお願い致します。そして

回答を希望される皆さまは、どうぞお名前、そしてご連絡先、ご記入をしっかりとしてい

ただきますよう、こちらも併せてお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い致します。

それでは最後に、市長からごあいさつをさせていただきます。

市長 今日はこれから岡崎市が進む方向ということで貴重なお時間を頂きまして話をさせ

ていただきましたことを、まずもって感謝を申し上げます。それから、その後にもそれぞ

れの地域から、大変貴重な地元の、現在抱えている問題につきましてご指摘を頂きまして、

このことにつきましても感謝申し上げます。ご質問に対しましてすべてに的確に答えれた

とも思っておりませんし、また、ご要望の件に対しまして、私たちが努力すればすぐでき

ることもありますけれども、しばらく時間がかかること、お金が掛かること、または法律

的な問題をクリアしていかないとできないこと、多々あろうかと思いますけれども、きょ

うは皆さま方のお地元にこういった問題があるということを市の担当職員も含めまして、
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担当部局も含めまして、私もそういった問題があるということをきちんと認識させていた

だきましたので、今回のこの会というのはそのことが一番重要なことであるというふうに

思っておりますので、なるべく早く解決のための努力は致しますけれども、そういった私

たちの姿勢をひとつまずご理解いただけたらというふうに思っております。また今後でも

新しい問題が起きてまいりましたら、きょうは地元に大変頼りになる市会議員さんがお見

えになりますので、市会議員さんを通じてでも結構でございますし、総代さんを通じてで

も結構でございますので、また何なりと市のほうにお申し出いただきたいと思います。き

ょうは本当にありがとうございました。

司会 それでは、これを持ちまして市長と語る市民対話集会を終わります。皆さま、どう

ぞお気を付けてお帰りくださいませ。ありがとうございました。

(了)


