
平成２５年度市民対話集会会議録

日時：平成２５年８月７日（水）午後７時

場所：南部市民センター体育集会室
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2013/08/07 第 2 回市民対話集会

司会 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。

－－ こんばんは。

市長 岡崎市長の内田康宏でございます。今日はこの夏でもまた格別な暑い一日でござい

ましたけども、そのような中、こうして市民対話集会にご出席賜りましたこと、心から感

謝を申し上げる次第でございます。

日頃から皆さま方には、岡崎市政の運営に対しましても何かとご理解、ご協力を頂いて

いるわけでありまして、そのことも合わせてお礼を申し上げなければならない、このよう

に思っている次第でございます。

また、今日は大変お忙しい中、新海議長を始め、地元の市会議員の先生方もお揃いでお

いでいただいているわけでございまして、こちらにも感謝申し上げます。

私は、昨年の 10 月に市長に就任させていただいきましてから、これで早くも 9カ月が過

ぎたわけでございます。市長選挙のときの公約と致しまして、私学の助成だとか、ワクチ

ンの接種なども申し上げましたけども、こちらのほうは予算も確保ができれば、できるも

のでございましたので、今年度の予算にも盛り込むことができました。また、民間の力を

活用した岡崎活性化本部につきましても、この 4 月に発足をすることができまして、観光、

経済、文化などの分野で、民間ならではの知恵だとか経験、そして、その幅広い人脈や企

業とのつながりを生かして、アイデアに富んだ思い切った街おこしを行政と連携して、た

だ今推進していただいているところであります。

先日開催されました「岡崎城下家康公夏まつり」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」などを中心と致しまして、6 日間に規模を拡大して、市内外に観光産業都市の

岡崎への第 1 歩をアピールすることができたのではないか、こんなふうに思っている次第

でございます。私個人と致しましては、来年以降もできれば継続して、こうした形で開催

していけないだろうか、こんなふうに考えているところでございます。

そして 1月から「次の新しい岡崎」と題しまして、もう各種団体だとか学校などにおき

まして、約 30 回の講演会を行わせていただきました。この 7月からは地域に舞台を移しま

して、市民の生の声を行政に反映するために、公約の一つとして掲げました市民対話集会

をこうした形で開催させていただくこととなりました。今日はその第 2回目でございます。

さて、本日は皆さんご案内の通り、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 周年を間近に控える今日まで、岡崎市がこうして順調に発展してくること
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ができましたのも、先人たちのたゆまぬ努力のおかげだと思います。ただ今は、岡崎の今

日までの歩みにつきまして、映像でご覧いただいたわけでございます。100 周年の記念事

業につきましては、都市のブランド力を高め、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

事業を取り立ててまいりたいと考えております。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るところ

でございます。

今後市民の皆さまには、折に触れまして市のほうからお知らせをさせていただきますの

で、皆さんとともに素晴らしい 100 周年を盛り上げていきたい、このように考えておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

その 100 周年の記念事業の一つと致しまして、私が提案させていただいておりましたの

が、岡崎市の新しいシンボルとなるツインブリッジ計画であります。これは言うまでもな

く、岡崎というのは今まで物作りを基盤とした地域でございました。そして、この地域の

豊かさの源泉というのは、言うまでもなくこの物作りにあるわけでありまして、今後もこ

の物作りにはしっかりと力を注いでいきたいと思っておりますけれども、ただ、これだけ

地域間競争が厳しくなってきている中で、物作りだけではちょっと弱いのではないか。さ

らにもう一つ、岡崎の経済を支える新しい柱として、岡崎独自の歴史文化遺産を生かした、

岡崎市にしかできない観光産業、こうしたものを育てていきたいと、このように考えてい

るところであります。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、ジ

ャズだとか、岡崎まぜめんなど、新しい産業を加えていきたい、このように考えておりま

す。

その一つが、昨年から私が選挙のときからでございますが、表明してまいりました、ツ

インブリッジを中心とした水辺の空間の利用であります。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こと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イメージした「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」として整備したい、このよ

うに思っております。

今、皆さんにご覧いただいておりますのは、私がこういう話をずっとしてまいりました

が、どんなことをやろうとしているかよく分からん、こんな声を頂きましたので、私が描

き出したラフスケッチでございます。これはあくまで、皆さんがイメージを膨らませてい

ただくための、たたき台としての私案で発表したものでございます。

こちらは東岡崎駅前に架かります川上の明代橋の新しい姿でございますけども、緑の植

栽と小さな公園を持った橋にしたい、こんなふうに考えております。このイラストでは、

両岸にそれぞれ二つずつのフリースペースを持たせたことによりまして、全体の形が波形

になっておりますが、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

したいと、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、椅子に座ってゆっ



3

くりとくつろいでいただく、こんなこともできると思いますし、また市民の皆さま方のア

イデアによって、遊び心のある自由な空間としてさまざまな利用方法を考えていただきた

いと思っております。そして、橋の四隅には川へ降りるための階段も設置するわけですけ

れども、私の案ではたまたま橋が波形の形状をしておりまして、その流れで階段も半円形

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、きっと反響もいいんではないかと思っておりますけども、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んではないかというふうに考えてお

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

から誕生してくるものではないか、こんなふうに思っております。また、植栽にはイルミ

ネーションを付けますと、夜にも光り輝く美しい橋となるのではないかと、こんなふうに

思っております。

そしてもう一つの殿橋でございますが、こちらのほうは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というふ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、現在でも市内には名人と呼ばれる職人がたくさんお見

えになります。そうした方々の元気なうちに、その技の粋を生かした、例えばヨーロッパ

でいうとチェコのプラハにありますカレル橋のような、街の象徴と言えるような橋をこの

岡崎にぜひ造りたい、こんなふうに思っております。具体例と致しましては、名前が「殿

橋」というくらいですから、橋の四方には家康公を守ったように、岡崎の土地だとか市民

をこれから守っていただきたいという願いを込めまして、徳川四天王の石像を配置したい、

こんなふうに思っております。また、橋の欄干には、家康公の先祖の松平家から徳川幕府

成立までの物語をレリーフで表したい。そしてこの橋を、子どもたちが渡るたびに岡崎の

歴史に触れることができるような、そんなふうにしたいと思っております。よくお寺に行

っていただきますと、絵馬でお釈迦さんの生誕から入滅までが表してあることがございま

すけれども、あんなイメージのものができたらと思っておるところでございます。また、

この橋にもフリースペースを設けてあるわけですけども、こちらも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。

個人的な思いではありますが、先般、花火大会が行われましたけども、ああいったとき

には観覧のスペースとしてもご利用いただけるのではないかと思いまして、特にこのデザ

インでは花火なんかのほうをちょっと大きめのスペースにしてあるわけであります。また、

岡崎城と乙川とそして新しい橋が一体となった風景も、将来、今子どもたちが大きくなっ

たときに、岡崎に住んでいても、よその土地にいても、岡崎といえば川と橋とお城という

一つのイメージを心象風景のようにして、岡崎を思い出してもらえる、そんなふうにした

いというふうに思っております。

自らのふるさとを愛し、誇れるような気持ちがなくては、私は自然な愛国心の芽生えと

いうものもないのではないか、こんなふうに思っております。

さらに、橋を造っている工程そのものも、市民の皆さまや岡崎を訪れた皆さんに見て楽
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しんでもらえるような工夫ができないか、こんなことを考えております。

こうした二つの橋を整備することによりまして、この橋は最大幅が今の橋の倍ぐらいに

なるんではないかというふうには思ってますけども、そうなりますと、橋の下には屋根付

きの広場ができるわけでありますので、こちらもまた新たな利用方法が考えられるのでは

ないかと思っております。特にその広場は屋根があるわけですから、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、夜店だとか運動コートなどにも、皆さま方の

アイデアによってさまざまな使い方を考えていただけるのではないかというふうに思って

おります。

既にこの話をしましたところ、殿橋の下を屋台村にできないのかと、こんな提案も頂い

ているところであります。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

った特徴を持った橋ができることによりまして、東岡崎駅に到着されました観光客の皆さ

んが、それぞれの橋に足を運んでいただけるのではないか。そのことによって、岡崎城や

周辺の街への誘客が広がるのではないかというふうに期待しているわけでございます。

私たちが観光地に行ったときに、東岡崎から公園ぐらいまで歩いて戻るぐらいの距離と

いうのは、いつも歩かされておるわけでございますが、これはなぜ歩けるかというと、四

つのキーポイントがあるからであります。それは、おいしい食べ物、面白いお土産、興味

を引く施設、そしてその地域ならではのサービス、岡崎ならではのサービスの四つではな

いかというふうに思っておりますけれども、こうしたものを築き上げるために、地域の商

店街の皆さまを始め、市民一人一人の知恵と力の結集をお願い申し上げたいと考えておる

次第であります。

この計画は、これから歴史文化遺産を基軸として、新しい観光岡崎を創るためのあくま

で第 1歩であると思います。単に派手な橋を造って、それで観光名所にしようといった安

易なものではないことはご理解いただけたのではないかと思っております。そして、平成

27 年までに基本計画を策定し、できれば市制 100 周年を迎える 28 年度には事業着手をし

たいと思っておりますけれども、今実際にこれを手掛けてみまして、さまざまに超えてい

かなくてはならない課題がございます。法的な問題をクリアしていかなければならないも

のもございますので、少なくとも、それでも実施計画を 28年に皆さま方にお示しできるよ

うに、努力をしてまいりたいと考えております。

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。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

公園や運動コートなどの整備を検討したいと思っております。これは、国が推進しており

ます「かわまちづくり推進事業」というものにも、かなっておるわけでございます。これ

らは、お隣の西尾ではもう既に行われているものもあるわけでありまして、岡崎において

どんなものをやっていくべきかということは、これから市民の皆さまとともに考えていき

たいと考えております。

また、今年の夏祭りの初日に開催されましたカヌーの体験に私も参加させていただいた
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ところですが、伊賀川から乙川の頭首工までカヌーで回ってまいりましたけれども、とて

もこれだけの市街地の中心を流れる川沿いの風景とは思えない、緑の豊かな美しい景観が

広がっておったわけでありまして、今までこれが生かされていなかったことが信じられな

い思いが致しました。河川使用を全くの自由にするわけにもいかないと思いますけれども、

カヌーの練習ができたり、先ほどの映像にもございました私たちの子どものころは貸しボ

ート屋さんがあって、川というのはもっと身近な存在であったわけでございますけれども、

これからは、より市民の皆さまが楽しめる水辺空間づくり、こうしたものを目指していき

たいと考えております。

そして、もう一つの観光の鍵となりますのは、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のこと、3 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。

ところが、こういうことを意外と岡崎の市民の方々は知らないわけであります。また、松

平家、徳川家の菩提寺でもあります大樹寺には、国の重要文化財を始め、松平家の隆盛を

物語る八代の墓、歴代将軍の等身大の位牌が安置されている位牌堂など、見どころが多々

あるわけであります。他でも市内各地に史跡やお祭り、豊かな自然など、よその街ではな

いような素晴らしい観光資源が多くあるわけでありますが、どうも今までにこれがしっか

り PRされてこなかったために、宝の持ち腐れとなっているような気もするわけであります。

しかしこれからは、そうした岡崎にしかない独自の宝を手段として、これを強みとして、

これを生かした街づくりをしていきたいと、このように考えているわけであります。

そして、家康公に焦点が当たりますと、岡崎市政施行 100 周年の前年の平成 27 年には、

家康公没後 400 年の年を迎えるわけであります。これに対しまして、今、家康公ゆかりの

地でありますこの岡崎市と、静岡市、浜松市と連携致しまして、家康公薨去 400 年の記念

推進委員会というものを組織致しまして、3 市で連携しまして、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偉業を市民の皆さまと顧み、明治政府以降、

どちらかというと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、このように考えておるわけであります。

そこで今年度は、プレ事業と致しまして、第 1回家康公検定、今まで岡崎家康公検定と

いうことでやっておりましたけども、それを 9 月 22 日、3 市で同時に開催しまして、第 1

回家康公検定ということで再スタートしたい、このように思っております。

また、記念事業の一環と致しまして、家康公を主人公とした NHK の大河ドラマというの

は今から三十何年前の滝田栄さん以来、家康公が主人公となったというのはないわけであ

りまして、これにつきまして昨年から、ぜひやってほしいということで要望活動を行って

きたところでありますけれども、私もこの 7月末に NHK に出向きまして、栃木県知事、日

光、静岡、浜松の各市長、そして各商工会議所の代表の皆さま方とともに、NHK の会長を

始め、重役にしっかりと要望活動を行ってまいりました。反応も大変好意的なものであっ

たことをご報告申し上げたいと思います。
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家康公ゆかりの地というものは、日本全国にいくつかございますけれども、家康公の生

まれた地、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ございますので、

今後はこの点を強調して PR してまいりたいというふうに考えております。そこで今年度は

その手始めと致しまして、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、

ちょうど岡崎城の西側にございますけれども、今まで使ってはまいりませんでしたので、

水が使えないようになっておりますけれども、ぜひこの機能を回復して、水をくみ上げて

市民や観光客の皆さまにぜひ触れていただくことができないか、そんな調査を行っていき

たいというふうに考えております。

また、岡崎公園内の案内板だとか、手すりや柵に統一性がないということを識者からご

指摘を頂いておりますので、ぜひそれらにつきましても、今後の整備の際には統一性を持

たせた、落ち着いた岡崎らしい風味がある環境づくりに努めてまいりたいというふうに考

えております。

先ほど申し上げましたけれども、この他にも岡崎まぜめんだとか、駒立のぶどう狩り、

また六ツ美のいちごなど、食べる楽しみというものもこれに盛り込んでまいりたいと思っ

ておりますし、そしてまた、間もなく秋になりますけれども、全国に誇ることのできます

岡崎のジャズといった新しい文化資源の有効活用をし、今の映像にも出てまいりましたけ

ども、昨日、全国のご当地キャラ総選挙におきまして第 2位になりました「オカザえもん」

の力も借りたいというふうに考えておるところでございます。

ツインブリッジの見学のついでに岡崎城を観光し、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。そんなふうに相乗効果が期待で

きますし、春の桜や夏の花火だけではなくて、四季を通じてこの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のではないかと、このよう

に考えております。

そして、観光客で市内がにぎわうようになれば、かねてから望まれておりますシティー

ホテルの誘致にもつながるというふうに考えます。民間企業というのは大変シビアでござ

いますので、歴代市長も一生懸命努力をしてまいりましたけれども、もうかりそうもない

ことには手を出してくれないわけでございます。むしろ向こうから、ぜひ岡崎にホテルを

造りたいと思わせるような土台作りが必要であろうというふうに、このように考えており

ます。そしてそれが私のイメージする観光産業都市、岡崎の未来像であるわけであります。

また、市長選挙の争点の一つとなりました市民会館の今後についてでございますけれど

も、これまで計画されてまいりました新文化会館構想というのは多額の市費の投入が必要

となりますし、建設が予定されておりました康生地区は国道 1 号線などの周辺道路への渋

滞誘発が懸念されますことから、今回一度立ち止まって、今ある市民会館の延命ができる

かどうかの検討を行ってまいりたいと考えております。その結果、20年以上も耐久性があ

るということが先般確認されまして、改修によって施設の長寿命化が可能であるというこ

とが分かったわけでございます。これは国と同様に、現在岡崎市の基本方針としましては、
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公共建築物の長寿命化に取り組んでいくことからも、新文化会館の建設を推進するのか、

それとも現在の施設を長寿命化して使っていくのか、これをもう一度考えたいというふう

に思っております。現在庁内では、岡崎市民会館整備方針検討会議というものがございま

して、そこで検討がされておるところでございます。しかし現在の市民会館には、空調機

の送風音が大きくて音楽の鑑賞には支障を来す、また客席の椅子の大きさだとか間隔が狭

くて座り心地が悪い、移動も困難である、舞台の奥行きだとか袖および楽屋を含めた舞台

周りの部分も狭い、さまざまな問題点も指摘されておるところでございますので、いずれ

の問題の改善にも根本的な改修が必要であるというふうに考えられます。

そこで、市民会館を長期延命する場合には、改善が望まれる数々の課題について、市役

所外部の各分野の専門家から意見を求めることを目的としまして、岡崎市民会館改修方針

検討委員会を設置し、舞台周りや楽屋、ホールやロビーの改善などにつきまして意見を伺

っておるところでございます。延命するに致しましても、新たな施設を建設するに致しま

しても、多額の費用が掛かることは間違いありませんので、これは市民の要望と現実的な

費用対効果というものを考える中で、さまざまな可能性を探りながら今後の方針を決定し

てまいりたい、このように考えております。

また、施設の延命期間の長短にかかわらず、現在でも必要な電気設備や、ホール棟の空

調設備等の改修を実施しなければなりません。このために、今年の 11月から来年の 3月ま

での約 5 カ月間を休館とさせていただくことになっております。市民の皆さまには大変ご

迷惑をお掛け致しますけれども、この点どうぞご理解いただくようにお願い申し上げたい

と思います。

そしてまた、先日こうした会館とかホールにつきまして、日本の建設の分野と、そして

また運営につきましてのわが国の第一人者であります名大の清水裕之先生にお話を伺った

わけでございますけれども、清水先生は平成 14 年から岡崎市の文化施設の懇話会の委員長

でありましたし、新文化会館の整備基本計画の策定有識者懇談会の座長でもあった方でご

ざいますけれども、これからどうしたらいいかということで、こちらの考えもご説明し、

お聞きしましたところ、岡崎において一番必要なことは、施設ではなくて活用方法、総合

マネジメントをきちんと確立することであるという、こういったご指摘を頂いたわけでご

ざいまして、今後はそちらの方面も能力を高めることにも努力してまいりたい、このよう

に思っておるところでございます。

そして、防災力の強化ということも今後の岡崎にとりまして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 8 月末豪雨におけ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した。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、いざ水害が起きた場合にどのような行

動を取るべきかをまとめました水害対応のガイドブックも作成致しまして、市民の皆さま

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。それによ
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りますと、市内の最大震度は 7で、死者は 500 名、全壊建物が 1万 6000 棟との衝撃的な数

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は、市民の皆さまの安全を

最優先に、新たな対策の検討とともに災害が起きた場合の被害の軽減だとか、迅速な復旧

を図るために、各種団体の皆さまとの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今結ばさせていただいて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、災害時におけます広域的な自治体間協定が大変重要

である、有効であるということを考えまして、ゆかりのまちであります神奈川県の茅ヶ崎

市、長野県の佐久市、岐阜県の関ケ原町との応援協定や、西三河 9 市 1 町によります応援

協定も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災害が起きな

いことが一番いいことでありますけれども、日頃からそうした形で情報交換やシミュレー

ションをきちんと行っておることによりまして、万が一の際にはこうした協定が有効に機

能するのではないかと、このように考えております。

最後に、この 2 月より発生しております連続不審火でございますけれども、一時的に小

康状態を見たものの、7 月に入りまして再び矢作地区におきまして連続して発生しておる

ところでございます。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、

消防と協力致して、連日職員によるパトロールや注意喚起のチラシの配布などを行ってき

ましたけれども、皆さま方におかれましても、物置だとか車庫の施錠をしっかり行ってい

ただきまして、また、家の周りに新聞紙や段ボール、家庭ごみなど、燃えやすい物を置か

ないように対策を進めていただきたいと、このようにあらためてお願い申し上げるもので

ございます。

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、岡崎が本当に変わったなと、こんなふうに実感い

ただければ幸いであります。この後の意見交換でも、多くの皆さま方からご意見を頂戴で

きるものと期待しておりますが、そういっ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、子どもたちが岡崎に生まれたことを誇りに思える、岡崎に

生まれて良かったなと思える、そんな次の新しい岡崎に向け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協力、ご理解をお願い申し上げまして、私の話を終えさ

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。

司会 それでは、市長のただ今の提案説明に対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、発言前にどうぞ学区名、そしてお名

前をお願い致します。いかがでしょうか。ただ今の市長の提案説明に対しましての質問は

ございませんでしょうか。

市民Ａ はい、いいですか。
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司会 はい。では、マイクをお持ち致しますので、学区名とお名前からお願い致します。

市民Ａ 市長の岡崎にかける熱い思い、聞かせていただきました。ありがとうございまし

た。そこで、新しい岡崎に見合うような・・・。

司会 恐れ入ります。では学区名とお名前を。申し訳ありません。

市民Ａ あ、はい。

司会 はい、よろしくお願い致します。

市民Ａ よろしくお願いします。私が、提案なんですけれども、まず東岡崎の駅名につい

てちょっと提案させていただきたいと思うんですけれども、私は生まれは四国なんですけ

れども、名古屋へしばらくいて、岡崎へ来ました。32年ぐらいなんですけれども、最初東

岡崎へ来たときに、東岡崎っていう駅名を見たときにすごいローカル色を感じました。本

当の岡崎駅があって、それで東岡崎っていうのはその近くにある小さな駅かなって、いわ

ば男川駅ぐらいな小さな駅を、まず名前から連想しました。ところが実際来てみますと、

一番立派な岡崎の玄関の駅なんですよね。こんな立派な駅なのに、なんで東岡崎っていう、

こんな変な名前が付いているんだろうっていうのが、私の、まず東岡崎との出会いでした。

いろいろお話ししても、地元の人はあまり考えてなかったみたいで、いろいろ話してみ

ると、他府県から来た人は「なんで東なんですか」とか「東岡崎、変ですね」とか、こん

なような話になるんですけども。だから、これからの新しい岡崎をつくられるために、こ

の変な、変なというか、今ある「東」というのは、とにかく取られたほうがいいんじゃな

いかな。

以前は「新」という名前が付いてますね。新岐阜、新一宮、新名古屋、新安城と来て、

岡崎へ行くとなぜか東岡崎と。

あ、すいません。はい。

市長 ごもっともなお話だと思います。ただ、それに付け加えさせていただくと、岡崎の

人間が誰もそれを考えてなかったわけじゃないんです。

僕らも子どものころから、なんで東岡崎なんなのかっていうことは何遍も言ったことがあ

ったんですけども、最近まで的確にお答えいただける方がなかったんですよ。

最近ようやく分かったことなんですけども、昔、岡崎は、今の岡崎公園駅だったですかね、

あれが西岡崎駅って呼ばれてた。それが西で、今の東岡崎が、もっと小っちゃな駅だった

んですよ。それこそ矢作の駅よりもちょっと小っちゃいぐらいの、僕らが子どものころは

そんな小っちゃな駅だったんです、東岡崎は。それで、それが東岡崎で、西岡崎というこ
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とが名前の由来でございます。ですけども、岡崎がこれだけ大きくなった中で、その岡崎

が、駅の顔である駅の名前がそれでいいかどうかっていうことは、これはもちろん考えな

きゃいかんことだと思いますけれども、何せ民間企業が統括している駅でございますので、

これも簡単には無理かなと思っています。

それから、たまたま鉄道のこと言われましたので、きょうの講演の中にも入ってません

でしたけども、私が今、頭の中で考えていることの中で、これはもう私だけじゃなくて、

市会議員の先輩の中にも今まで何人もこのことを研究された方があるんですけども、将来

岡崎が 50万都市というものに目指して進んでいく中では、いずれどなたが市長にそのとき

になるか分かりませんけれども、今の名鉄と愛環鉄道を一つの総合駅化できるようなもの

を造る必要ができてくるんじゃないでしょうかと思っております。これはちょうど金山駅

がそういう形になっているわけでございまして、そうすると、東岡崎があり、そんなすぐ

近くにまた駅をと言われますけれども、現実に名古屋駅と金山駅というのは並立して機能

しておりますので、そうした公共交通機関の縦軸と横軸がそこで一つこうなって、リンク

できるようなものを私は将来必要じゃないかと思っています。

そのときに、今言われました岡崎駅というのを「セントラル岡崎ステーション」という

のをそこの駅に名前付けたらどうだろうかということを、個人的には考えております。

司会 はい、よろしいでしょうか。

市民Ａ はい、参考になりました。

司会 はい、ありがとうございました。それでは、進行の都合上、次に進めさせていただ

きまして、申し訳ありません。また後ほどこの対話集会の最後に質疑応答のお時間を設け

させていただきますので、どうぞご了承くださいませ。

それでは次に、地域の要望などにつきまして、事前に頂戴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、続きまして市から回答を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。それでは始めに、羽根学区の代表の方にお願い致します。

市民Ｂ では着席で述べさせていただきます。今日はこのような機会を作っていただきま

してありがとうございます。よろしくお願いします。

羽根学区には JR岡崎駅がありますので、今回テーマを 1学区一つというお話でしたもん

ですから、私たちは JR 岡崎駅東口広場および 1 号公園を含む空き地の有効活用ということ

で、お願いをしたいと思います。

これ、市長とお話しする機会がなかなかありませんので、私が発言させていただきます

けど、あとは地区の皆さん、ぜひ積極的に発言をしていただきたいと思います。

近年 JR岡崎駅は、岡崎市を始め地元の関係者のご尽力により、土地の区画整理が行われ
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まして、街並みもだんだん整備されまして、非常にきれいな街になりつつあります。また

JR 岡崎駅は、今お話ありましたように名鉄の東岡崎と同じように岡崎の玄関ということに

なっております。岡崎の顔でもあります。そして最近は特に JRは便利になりましたもんで

すから、利用者も非常に多くなってきまして、東岡崎と一緒ぐらいかな、なんていう感じ

は、データは持っておりませんけど、思っております。

しかし、JR岡崎駅が非常に不便だ、利用しづらいというお話をよく聞きます。これ、具

体的に申し上げますと、公共交通機関の整備が十分でない周辺地域、これは羽根学区とは

限りません。南部地区全体のことでいえると思いますけど、JR 岡崎駅を利用する場合は、

だいたい自家用車で送迎ということが非常に多いです。問題は、利用者が多いんですけど

も、待機スペースといいますか、それが非常に不足しておりまして、また、一時待機の方

法が直列方式になっていますね。その辺で、前が空いていますけども、後ろのほうから見

えないということで、本当に渋滞が多いです。特に送迎のピーク時とか、雨の日、これは

東のターミナルロータリーは非常に混雑します。また、これは構造上の問題だと思うんで

すけど、通過車両がもっと多いわけです。で、二重駐車しておるところですと、まず通過

さえ、混雑の以上に通過もできなくなります。だから、本当に地元の人も、われわれ利用

者も不便ということで、なんとかならないかということをいろいろ話があります。

今回こうやって機会を頂きましたので、それをテーマにしようかなということで。今、

広場がありますので、われわれは JR岡崎駅東口広場および 1 号公園を含む空き地の整備に

当たっては、ぜひ利用者の利便性を優先した、今のところ送迎の自家用車の待機スペース

をぜひ確保していただきたいということです。利用者の不便をぜひ解消していただきたい

と。新しい設備を作るということでなくて、この地域の利用者が便利になるような、ぜひ

考えをしていただきたいなと思います。これは、他の地区の総代会長さんとお話しします

と、やっぱり同じような要望がありまして、非常にこれ、岡崎駅利用しづらいなというお

話がありましたので、羽根学区としてもこのテーマできょう発言をさせていただきました。

以上です。ありがとうございます。

司会 ありがとうございます。では、JR岡崎駅東口広場および 1号公園を含む空き地の有

効利用についての回答、市長、お願い致します。

市長 ご指摘の通り、JRの岡崎駅というのは岡崎の第 2のというか、今はこっちが中心に

なるかもしれないということは言われておるんですけれども、そうした表玄関として重要

度が今、上がってきておるわけでございます。皆さま方のご協力の中で、地域の区画整理

もうんと進んでまいりまして、それによってできた空間を、いかにこれからのこの地域の

発展のために生かしていくか、これは一番重要なテーマであろうと、思っておるわけでご

ざいます。

今ご指摘いただきました東口の駅前広場の空き地につきましては、区画整理事業により
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まして、必要な公園用地として確保した土地となっておるわけでございます。まだ未整備

ではありますけれども、現在この地域に不足しております、にぎわいを生み出すための必

要な調査検討を進めているところであるわけであります。誘導する商業業務機能、歩行者

の導線、施設の配置計画など、今後も地元の皆さま方のご意見を十分頂きながら進めてま

いりたい、こういうふうに岡崎市のほうとしては思っているわけであります。

ただ、この話、この間も担当部局と私、市長室で話し合いまして、ただ現実にそこの土

地がまだ公園化されてなくて空いてるわけでありますので、なんとか当座の機会、ずっと

そのまま使うわけではなくて、まだきちっとその導線が確立される前の段階で、混雑する

ときには使うことができないだろうか、こんなことを担当部局には投げかけておるところ

でございますけれども、いろいろと法律的な決め事がございまして、今簡単には進めるこ

とができますというふうにはご返事できないわけでありますけれども、内部では一応今そ

んなことを話し合っておりますので、皆さんどうぞご理解いただきたいと思っております。

それで、その地域の状況をどうするかということでございますけれども、現実に担当部

局も現場に行って状況を見ておりまして、大型道路標識の設置を行ったりして、道路の車

の運行がスムーズにいくように、そんな対策を今立てておるのでございますので、ご理解

いただきたいというふうに思っております。以上です。

司会 それでは、ただ今ご要望がございました羽根学区の代表の方からのご要望、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、学区名、お名

前をおっしゃっていただきまして、お願い致します。いかがでしょうか。

はい、では、おひとかた、手が挙がりました。お願い致します。

市民Ｃ 質問っていうよりも、今総代会長さんがおっしゃったのは、車中心の利便性を考

えてということだったんですが、自転車もぜひその中に入れていただきたいということで、

考えていただけないかなと思いました。

岡崎駅の西側は自転車が平地に置けるんですけれども、東側は 2 段に置かなければいけ

ないんです。私も 60になって、2 段の自転車置き場を 2 段目に自分の自転車を上げようと

思うと、すごい体力が要ります。

それから高校生の子たちも東側のほうが多いわけなんですけれども、土日祝日も高校に

行かない子たちの自転車がずっと置いてあって、満杯なんですね。そこへ、名古屋へ行く

ためや、浜松へ行くための人たちが自転車を置こうとすると、スペースが本当になくて、

結局 2段のところも上げざるを得ない。体力がなくてもやらなくてはいけない。

それから、本当は駐輪スペースじゃないところまで行かなければいけないというのが現

状なんです。岡崎駅の願いもしたのは最近だと思うんですけど、総代会長さんがおっしゃ

るように、どうしてロータリーをこんなに狭く作っちゃったんだろう、どうして車社会な

のにもう少し現場のことを考えてもらえなかったんだろう。
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これから老人が増えてくるのに、北側に降りる階段があるんですけど、南側に降りる階

段は、橋を渡ってコンビニのほうに行かないとないわけなんですね。非常時にも大変だと

思うんですけど、バス停側にすごく広い歩道があるのに対して、北側は狭いのにグルッと

回らないとまた駅に入れないという、そういうところをもう一度考えていただいて、それ

こそ今フリースペースになっているところを自転車置き場なり、ロータリーなどに変更で

きるのであれば、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。

司会 では、ただ今の JR岡崎駅周辺の、車だけでなく自転車利用者の利便性についての要

望について、市長、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。今の自転車の件でございます。確かに東口の自転車

スペースもいつもいっぱいになっているという状況でございまして、これが駐輪している

のが恒常化して、置きっ放しになっているのかもしれないですね。ちょっとその辺の実態

も一度調査させていただきまして、日頃のいわゆる利用者でいっぱいになっているのか、

もう事実上放置されている自転車がその中にあるのか、そういったことも一応調査させて

いただきまして、一度対応を考えさせていただきたいと思います。そういうことでご理解

をひとつ賜りたいと思います。

司会 よろしいでしょうか。では・・・。

市民Ｃ すみません。次に駐輪場を造るときには、ぜひ市の方が、図面とか机上のもので

はなくて、実際に自分たちが背広を着て、果たしてこれができるのか、赤ちゃんを抱いて

これができるのかというところも検討して器具も選んでいただきたいと思います。よろし

くお願いします。

寺田 今のご意見、十分踏まえて検討させていただきたいと思います。よろしくお願い致

します。

司会 ありがとうございました。

では続きまして、小豆坂学区の代表の方からのご要望の発表でございます。お願い致し

ます。

市民Ｄ よろしくお願い致します。小豆坂学区からは、自動車中心から自転車共存への交

通体系移行についてということで、質問させていただきます。

地球環境問題に伴う CO2 排出量削減ですとか、エコ通勤または健康志向などから、自転

車を利用する方が多くなっています。しかし、こうした背景から逆に自転車に関連した交
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通事故件数も少なくありません。

本来自転車は車道を走るルールになっております。車道を走る場合には、逆に自転車に

乗っている人にとっては自動車が非常に怖く感じます。現在名古屋市において整備の進ん

でいる自転車道や自転車専用レーンが岡崎においても整備されることで、安心して走行で

きるのではないかと考えております。

また、自転車関連事故の多くは自転車側に違反が多く、自転車の交通法規を認識してい

ない面もあります。自転車運転マナー、ルール順守の教育の機会確保を進めていただけれ

ばと思います。

次に駅周辺における放置禁止区域内の駐輪対策についてお伺いします。先ほどご質問の

ありました JR岡崎付近につきましては、一応区画整理事業により整備していただいておる

ようですが、東岡崎周辺においては、まだ進んでおりません。具体的に東岡崎周辺の駐輪

場はどのように計画されているのでしょうか。教えていただければと思います。

いずれにしても、自転車と自動車が共存でき、歩行者にも優しい、安全で安心な岡崎市

を目指すためにも、ご検討いただければと思います。よろしくお願い致します。

司会 ありがとうございます。では、自転車と自動車が共存できて、歩行者にも優しい、

安全で安心な街づくりを検討してほしいという要望につきまして、市長、回答をお願い致

します。

市長 健康志向の流れもあって、自転車というものが市内の移動手段として、本当に多く

の方が使われておることは十分知っております。

ただ、自転車が車道を走れということを言うようになったのは、まだここ、私は 5年ぐ

らいの間のことだろうと思っております。というのは、皆さん街を歩いていただければ分

かると思いますけれども、現実に、じゃあ、そういう形に道路の整備が進んできておるか

というと、康生の街を歩いていただいてもまだ分かると思いますけれども、自転車が通る

ようにラインが引いて、自転車のマークが入っている歩道がございます。しかもそれだけ

のスペースが取ってあります。横断歩道はと見れば、人間が渡るところと別に黄色い線で

書いてある、そこに自転車のマークが付いている、そういうふうになっておるわけであり

ます。

そういった状況の中で、自転車が歩道を走るという今までの慣例がまだきちんと変わっ

てない段階で、多分私これ、ヨーロッパ辺りから帰ってきた警察官僚が、思いつきで言っ

たと言えばちょっと失礼なんですけども、日本の地方の事情というものを十分分かってな

い段階で、その自転車は道路を走るべきだという考えを法律的にきちんと確認させるのを、

ちょっと先走ったんじゃないかというふうに思っています。当時私は県会議員でありまし

て、担当の県警の警察官 5 人ぐらい来ましたけども、そこのことをしっかり抗議をしたわ

けであります。
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現実に今言ったような状況の中で、日本の道路というのは自転車が併存して走るような

道路状況にはまだなってないわけです。だけど、だからそれでいいかということではござ

いません。これからの新しい私たちの生活をつくるために、やっぱり自転車を使える街づ

くりというのはしていかなきゃいけないと思いますので、考えていきたいと思っておりま

すけども、まずそれは順番があると思います。特に、今自転車をお使いになる方、通勤の

方だとか通学の方が多いわけですので、まず基本的に、駅に向けての道路の中で、どこか

そのモデルのケースをつくって、今言っていただいたような、自動車と自転車が並列して、

しかも区分して走れるような道路がどこかにできないだろうかな、こんなことも考えて、

具体的に決まったわけじゃございませんけども、やはり考えていきたいと思っております。

それから駐輪場の件につきましては、担当のほうから答えていただいてもいいかな。お

願いします。

副市長 先ほど東岡崎周辺の駐輪場の件でございますですね。現在もご承知のように、東

岡崎駅の北側に一体の駐輪場がございます。それと、乙川の堤防沿いにいわゆる駐輪場が

ございまして、公共の市が管理しているのはその 2 カ所。それから、民間の自転車を預か

っていただけるところは 1 カ所ございます。

東岡崎駅の周辺整備に合わせまして、今ございます東改札口に隣接した場所に、駐輪場

を設けると、今こんなように計画をしておるところでございます。そうしますと、自転車

の利用者の利便性も高まって、今ですと、今設置しております駐輪場から駅まで 150 メー

ターぐらいあるわけですけれども、本当に駅に隣接したところに設けようという計画をし

ておりますので、利便性は高まってくる、このように考えております。以上でございます。

市長 言い忘れてしまったんですけども、先ほど申し上げたウオーターフロント計画の中

に、河川敷の河川堤防を使って、遊歩道と同時に、サイクリングロードを造りたいという

のは、選挙のときに私申し上げたことがありますけれど、実際に現場を歩いてみたところ、

乙川はまだまだこれから護岸工事を進めていかないと、例えば川上のほうまで自転車でず

っと行けるということはちょっと難しいようでございますけれども、将来的にはそのプラ

ンを持ってます。

矢作川のほうはもう先行して前の市長さんの代からやっていた部分がございまして、今

も途中が途切れていますけども、あれがつながると、結構長い部分が自転車の専用道路と

して使えるところができますので、徐々にですけれども、そういった方向に向けて自転車

で楽しんでいただける、健康増進にも使えていただけるような、そんな施策もつくってい

きたいと思っております。

司会 それではただ今のご要望と、市からの回答につきまして、ご質問のある方は手を挙

げていただきたいと思います。
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はい。ではマイクをお持ちしますので、学区名とお名前をおっしゃっていただいてから

ご質問をお願い致します。

市民Ｅ 私も 3.11 を娘が被災をしたということもありまして、エネルギーを下げるという

形で、2台あった車を 1 台にしました。1 台を電動自転車を購入しました。もう 2 年ぐらい

になるんですけども、岡崎市内であれば、電動であればほぼ十分、私はリタイアしてます

から、フルタイムじゃないものですから、十分動ける。健康にも良い。

市役所へ行く機会が、総代になったものですから、あるんですけども、先ほど自転車は

やっぱり、車中心社会ですから、そういう体系にできてないんですね。

名古屋の記事が新聞に載ってたんですけども、「ツーキニスト」というふうな記事がある

んですけども、それを見ると、名古屋市においては、市の職員が自転車通勤をするときに、

通勤手当を倍にするというような記事が載ってました。私も岡崎市役所へ行って駐輪場を

見ると、非常に、東側っていうんですか、少なくて、そこからすぐ東口へ入ろうと思って

も入れなくて、グルッと回らなきゃ行けない。まあ、そういうものなんだなあ。

私はやっぱりエネルギーコストを下げるっていうのが大前提で、3.11 後も話題にしてい

ると起こるのかなと思ったんですが、なかなかやっぱり起こらない。やっぱりそれは今ま

での習慣に慣れ親しんでしまって、近くのコンビニに行くのにも車を使ってしまう。だか

らそこら辺の意識を、市としては、交通体系をどうするかということもあるんですけども、

電動自転車という新しいアイテムが出て来たものですから、それをどう活用するか。その

辺のところをもう一度、普通の自転車と全然違いますから、アシスト自転車。もしよけれ

ば市長も、乗られたことはあるかと思うんですけれども、全然違いますから。これをやは

りひとつ取り入れてみるのも一つの方法かなと。実際私も乗ってまして快適ですから。も

う 1 年乗ったら全然問題ない。この間も中総で伊賀川ブロックの大会があったんですけれ

ども、あの坂も全然問題ない。

そんなようなことを考えまして、交通体系をどうするか。これはエネルギーのことも考

えれば、やはり岡崎市も当然考えていかなきゃいけない。やはり車社会は自動車中心の社

会ですから、それから交通体系を変えるのも、ものすごい時間かかると思うんですけれど

も、やはり一つの軸として、大きな問題がそこには隠されているんだと。そんなことを思

っています。以上です。

司会 では市長、交通体系をどうするかということで頂きましたが、お願い致します。

市長 大変いいご指摘を頂きました。ありがとうございました。

私も自転車は好きで、今は犬が年を取っちゃったんで、今は歩いて散歩してますけれど

も、犬が若かったころは自転車でいつもグルッと何キロか走っておったのであります。ま

だその自転車、うちにありますし。
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それで今、名古屋との比較でお話を頂いたわけですけども、名古屋と岡崎を比較しちゃ

うと、ちょっと私、無理なところがあるんじゃないかなと。というのは、名古屋っていう

のはご案内の通り、戦前から「100 メートル道路」といって、道路が広い街だったんです。

岡崎っていうのはご案内の通り、丘陵地があって坂道が多くて、道路が割と狭くて、空襲

で受けたところは割と広い道になってますけれども、そうじゃないところはまだまだ狭あ

い道路が多いわけであります。この地域、皆さんのご協力のおかげで区画整理ができまし

たので、大変立派な街と生まれ変わってきたわけでございますけども。

ですから、今後の課題としてそういった街づくりを心掛けていくということは大変大事

なことだと思いますし、心に留めておきたいと思いますけれども、今すぐ市民に自転車を

全員奨励して、例えば市の職員が 3分の 1 ぐらい自転車で来るようになったときに、かえ

って違う危険が私は起きないかなという心配を思うわけであります。現実に、先ほどご指

摘いただいた通り、道路の形態など、車社会を前提にできているのが今現状ですので、で

すからこれから先の課題として、これから自転車が併存できるような、並立できるような、

そういった街づくりをこれから徐々にやっていくということならば、お約束できるんじゃ

ないかなというふうに思います。

それから、今回お話を頂いたときに、私は小豆坂学区というところで、小豆坂というの

は特にまた起伏の多い地域でありますので、自転車がいいという方ももちろんおありにな

ると思いますけど、なかなかご年配の方で、今言われた電動自転車をお使いになっても、

この起伏の多いところを自転車で移動するというのは大変なんじゃないかなということが

ふと思ったわけでありますけれども、もちろん地域の方がそれでもそれがいいということ

であれば、そういった方向でまたモデル地域をつくりながら、つくっていくのも一つの変

え方だということを今、ご意見を伺って思いました。

司会 よろしいでしょうか。では、この後に、皆さまには予定終了時刻をただ今過ぎてお

りますが、せっかくの機会ですので、またあらためてご意見、ご質問等頂く時間を設けさ

せていただきたいと思いますので。

市民Ｅ 今の市長の話で一つだけですね。小豆坂は坂が多いんですけども、市長今曰く、

老人にはちょっと大変じゃないかという意見があったんですけども、市長、電動自転車に

乗られた経験はありますか。

市長 あります。あるというのは、僕は必要ないです、今は。

市民Ｅ いや、そうじゃなくて、電動自転車を使って移動されたこと、要するに坂を上っ

たり、そういうことをされたことがありますか。

市長 はい。
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市民Ｅ それじゃ記憶があると思いますが、今の電動自転車は素晴らしくて、やはりアシ

ストがあるものですから、全然問題ないんですね、年齢に関して。これは私も驚きでした。

最初買うときにちょっと高いんですけども、半信半疑だったんですね。だけども、実際に

使ってみると、非常に軽やかです。やっぱり老人の乗り物としては、非常に負荷が掛から

ない。私、ホームドクターに「電動自転車買ったんだ」と言ったら「そんなの健康になら

ないんじゃないか」と言われたんですけども、しかし、動かすことは動かすものですから、

脚を。

市長 分かりました。

市民Ｅ だからそういうことを感じます。もしよろしかったら私、市長に電動自転車 1台

プレゼントします。で、市長がそれを使って市役所まで通勤すると。そうすると一気に市

民の意見が変わるんじゃないかなというわけです。その辺が感覚も持ってるんですけども、

もしよろしかったら私がプレゼントさせたいと思います。いかがでしょうか。

司会 ありがとうございます。ではここで、少々お時間延長するということを皆さまにご

了解を頂きまして、よろしいでしょうか。

ここで先ほど羽根学区からご質問を頂きました、JR 岡崎駅の整備計画について、担当部

長より補足説明をさせていただきます。

都市整備部長 整備部長の大竹でございます。先ほど JRの南側の階段がないということで、

ご質問を頂きましたけれども、今年度、南側に上下のエスカレーターと階段ということで、

工事を予定しておりまして、今、入札の準備を進めておりまして、今年度末には完成予定

でございますので、よろしくお願い致します。以上でございます。

市長 すいません。僕が話すの忘れました。

司会 よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは市政全般に関しまして、皆

さまからご意見、ご質問を頂戴する時間を設けたいと思いますので、はい。手が挙がりま

した。では、おひとかたお手が挙がりましたので、お願い致します。

市民Ｆ 時間過ぎて恐縮ですけども、市長のお考えを聞きまして、私がこの席に来たのは、

JR 周辺の再開発が非常に遅いというか、遅々としているものですから、それのみの焦点で

参ったわけですけども、38 万都市ということで、私は富山に単身赴任でずっと勤務が長か

ったんですけども、同じ人口レベルの都市で JR の周辺がこんなに違うのかというぐらい違
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うんですよね。JRそのものも違いますし、降りて、お弁当屋さん一つもない。こういう駅

っていうのはいったい何っていうのが。

JRっていうのは全国版の駅ですので、今、市長のお話を聞いて、東岡崎周辺のお考えし

かないということが分かったので、ガッカリしておるんですけども、NHK に行かれるのも

いいですし、徳川四天王もいいんですけども、JRの周辺を一大商業地域にして、というお

考えがないのかどうなのか。ぜひそういう方向にちょっと目を向けてもらいたいというの

が私の希望なんです。

司会 それでは、はい、お願いします。

市長 いつ岡崎に戻っておいでになったか、ちょっと分かりませんけれども、岡崎は、特

に JRの岡崎駅前というのは、今ようやくここまでできたんですよ。少し前は本当に狭あい

な道路がいっぱいの、家屋が密集した地域で、ここを区画整理するというのは、いつにな

ったらできるんだろうかというのは、僕ら県会議員として見ておったときからもそうだっ

たんです。それがここに来て、地域の皆さま方のご理解を頂き、ようやくここまで今進ん

だところなんですよ。今ようやく、はっきり言ってスタート台に立ったところなんです。

それが「遅い」と言われれば、確かに私たちも反省しなければいけないと思いますけれど

も、特に商業地域にしたいといっても、出て来てくれるかどうかはやっぱり民間企業の意

思なわけですから、今の景気の中でいっぺんにそれを、もちろん、導入するための工夫は

私たちがいくつかしなければいけないと思います。税的な優遇にするのか、それとも私た

ちが計画を立てて、それに乗ってきてもらえるのか。もちろんそれは、今までもやってき

ておるわけですけども、これからまたしっかりやるのも、今のご意見を私たちに対する叱

咤だ、激励だと思って、これからまた考えさせていただきますので、よろしくお願い致し

ます。

市民Ｆ よろしくお願いします。

市長 それからちょっともう一つだけ言わせてください。さっきの話の中で言ったんです

けども、観光岡崎をつくるための第 1 歩が先ほど言ったツインブリッジだとかもろもろの

計画であって、この話をすると、必ずよその地域の人から、また中心市街地かと。お前た

ちはそこのことしか考えておらんじゃないかと言われちゃいますけど、決してそれじゃな

いです。まず、一番顔のところからいじくっていかなくては、次に進めないわけですね。

どの国を見ても、どの都市を見ても、中心になるところがへこんでおっては世界の歴史の

中にはございません。しかも、だからといってよそを他の地域が忘れているわけじゃあり

ませんので、これはちょっと長い目で見ていただきたいと思います。お願い致します。
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司会 よろしいでしょうか。では、お時間がございます。もうひとかた、今お手が挙がっ

ております。お願い致します。

市民Ｇ 小豆坂学区には、小豆坂古戦場という石碑があります。これは戦国時代に、今川

と織田が戦った跡ですけれども、今、地元の中ではその史跡の保存会があって、そこそこ

活動をしておりまして、史跡もかなりたくさんありまして、割合広範囲にあります。これ

をやっぱり私としては、せっかく観光都市岡崎ということを目指されておるわけですから、

ここも地元の史跡保存会だけじゃなくて、岡崎市としても、ぜひバックアップをしていた

だいて、この小豆坂古戦場をクローズアップをさせてほしいと思います。ぜひお願いしま

す。

司会 では、小豆坂古戦場、観光資源として促進をということを頂きまして、市長、お願

い致します。

市長 小豆坂古戦場ということだけでお客さまを集めるというのは、1 回こっきり見に来

るということはあると思いますけども、継続してお客さんに来てもらうようにするという

のは、なかなか厳しいんじゃないかと思いますけれども、岡崎全体の中での観光ルートの

流れの中で、ここが小豆坂の古戦場ですよということを PRしていくものの一つとして、当

然考えております。先ほどたまたま徳川に関係することだけ僕はしゃべっちゃいましたけ

ども、時間の都合でそういうことになっちゃいましたけども、徳川に限らずこの地域でも

大変歴史の古い地域でございますから、かつて南北朝の時代の、南軍北軍、最初に戦った

のは矢作川を対峙して戦ったわけでございます。その頃からの歴史がございますので、浄

瑠璃姫の話だとか、そうしたさまざまなものを全部総体的に、これからの観光岡崎の、客

寄せといってはちょっと言い方があれですけども、PR の材料に取り上げてまいりたいとい

うふうに考えております。

司会 よろしいでしょうか。ありがとうございました。皆さまから本当にたくさんのご意

見等頂きまして、心より感謝を申し上げます。ありがとうございます。

そして、お時間の都合で発言ができなかったという方がいらっしゃいましたら、どうぞ

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、ご意見を頂きたいと思います。

ご記入を頂きまして、市役所、そして各支所に設置してございます目安箱、こちら、シビ

ックセンターの岡崎支所にもございます目安箱に投稿または郵送、FAX にてお願いを申し

上げたいと思います。なお、岡崎市のホームページからも投稿ができますので、こちらも

どうぞご利用くださいませ。回答を希望される場合には、皆さまのお名前、そして連絡先、

こちら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、回答ができないことが

ありますので、どうぞ皆さま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
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つがございます。

市長 今日は遅くまで暑い中、本当にわざわざお運びいただきましてありがとうございま

した。改めて感謝を申し上げる次第でございます。

今日、皆さま方から頂いたご意見は、しっかり私たち、心に留めておきたいと思います

し、今日皆さま方の質問に対して、全て的確に答えれたとは思っておりませんけれども、

一番大事なことは、各地域を私たちが回らせていただきまして、それぞれの地域がこうい

ったことをもっとお見えになる方があるということを私たちがちゃんと認識しておくこと、

これが一番大事なことだと思っております。今すぐお答えすることができるものもありま

すし、しばらく時間をかけなければならないものもありますし、頑張ってもすぐにはちょ

っとこれは難しいということもありますけれども、きょう皆さまから頂いたことはしっか

り覚えておきますので、どうぞこれからも、また岡崎市に対しまして、皆さま方からの的

確なご指導、ご指摘を頂きたいと思います。きょうは本当にありがとうございました。

司会 これをもちまして、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。交通安全でお帰りくださいますよう、お願い致します。本日は

誠にありがとうございました。

(了)


