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平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年７月８日（火）午後７時

場所：岡崎商工会議所
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司会－ それでは市政に関する内田市長の提案をご説明致します。

市長－ 皆さま、こんばんは。市長の内田康宏でございます。本日は台風の接近する中に

も関わらず、こうして大勢の地元の皆さまがたに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。また日頃は本市の市政運営に対しまして、格別のご理解とご

協力をいただいておりますことに対しまして、あらためて御礼を申し上げたいと思ってい

ます。

さて一昨年の市長就任以来、皆さまにお約束致しました公約につきましては、私なりに

優先順位を考えまして、まずは私学助成の拡充やワクチン接種に対する補助など、準備の

整ったものから順番に手掛けてまいったわけであります。そして、昨年の 4 月には岡崎活

性化本部を立ち上げることもできまして、民間ならではのアイデアを生かした思い切った

街おこしというものを、行政と連携して推進していただけるところであります。また市民

対話集会につきましては昨年度の 7 月からスタート致しまして、今年中には市内全ての学

区を回りまして、市民の皆さまがたの声を直接お聞かせいただく予定でありまして、本日

は、今年度の第 1 回目となります。皆さまから多くの意見を頂きまして、実り多い会にし

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さらに市民対話集会だけでは

なく、各種団体や中学校などへ出向いての講演会も、これまで 40 回以上行いまして、私の

目指します市の将来像についてのお話をさせていただいたところであります。今後もご要

望があれば応じてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

そして、市長選挙の争点の一つでありました市民会館につきましては、調査の結果、耐

震強度は問題なく、懸念されておりました音響の悪さ、座席の狭さも改修によりましてか

なり解消できるということが分かりましたので、現在の施設を長寿命化することに致しま

した。平成 28 年 10 月には、市民の皆さまがたに十分ご満足いただけるだけのレベルの施

設に、生まれ変わった市民会館をご覧いただける予定でございます。今、ご覧いただいて

おりますのが、リニューアルオープンしたときの市民会館の想像図でありますけども、椅

子も現在よりもうんと広くなっていますし、舞台も広くなっております。今までよりもゆ

ったりといい環境で楽しんでいただける、お使いいただけると思っております。

また、もう一つの選挙のときの争点の一つでありました岡崎市の南部地域への総合病院

の建設につきましては、学校法人藤田学園が岡崎駅南の土地区画整理の区域内に、平成 32

年の 4 月の開院を目指して大学病院を建設することが、先般、正式に決定致したところで

あります。このことによりまして、岡崎市内の医療の地域格差も大きく是正することにな

ります。このように公約の一つ一つを着実に進めてまいりましたが、選挙の際に特に強く

訴えてまいりました岡崎の歴史的な文化遺産と乙川や矢作川の河川空間を生かした「観光

産業都市岡崎」としての街づくりにつきましては、これからがいよいよ正念場である、こ

のように考えております。幸いにしまして、平成 27年には家康公没後 400 年、さらに来る

平成 28 年には本市の市制施行 100 周年と、本市の歴史的な大きな節目を迎えるわけであり
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まして、岡崎市と致しましてはこれを絶好の機会としてとらえまして「観光産業都市岡崎」

を今後ますます PR をしてまいりたいというふうに考えております。

記念事業の内容につきましては決定次第、また皆さまがたにお知らせを致しますけれど

も、今年も昨年に引き続きまして家康公顕彰 400年のプレ事業と致しまして、浜松市、静

岡市と連携しての家康公検定を 9 月 21日に実施致します。受験の申し込みは 7月 25 日ま

でとなっておりますので、皆さまもぜひ奮ってご応募いただきますようよろしくお願い申

し上げます。また、100 周年記念事業のロゴマークを選ぶ市民投票につきましても、7 月

31 日まで実施をしておりますので、こちらにつきましても奮ってご応募いただきますよう

お願い申し上げます。

さて「観光産業都市岡崎」の第一歩であります乙川の水辺空間を活用したリバーフロン

ト計画というのは、決してこれは私の個人的な思い付きではなく、ここ 40～50 年にわたっ

て歴代の市長はじめ議会関係者、商工会議所の皆さん、各地の商店街のかたがた、あるい

は市内各所で市民の話題となってきた岡崎市政における重要課題の一つであると考えます。

私もこれまでカヌーに乗って伊賀川から乙川頭首工のほうまで回ったり、隣接する矢作川

の河川敷から飛び立つグライダーに乗って現地視察を行ってまいりましたけれども、河川

周辺にはまだまだ素晴らしい自然環境が広がっておりまして、それが今まで放っておかれ

ていたことが信じられない思いでありました。私たちが子どものころは、乙川っていうの

はもっと楽しめる川であったわけであります。ぜひそれを再現したいと思っているわけで

あります。

そこで、今回のリバーフロント計画では、これまでのプランを踏まえた上での検討を、

岡崎市活性化本部にお願いするとともに、私自身も先に述べました市民対話集会や各種講

演会などを通じまして、多くの市民の皆さまがたと率直な意見交換を行ってきたところで

あります。特に乙川リバーフロント・アイデアコンクールにおきましては、子どもさんか

ら大人まで約 2500 人のかたがたから、イラストや作文等による河川空間を生かしたさまざ

まな街づくりのアイデアを頂くことができました。そうしたさまざまな機会で頂いた意見

を集約しまして、今年の 2 月には岡崎活性化本部からの提言書が岡崎市に提出されたわけ

です。その提言を受けまして 3月 28 日には岡崎市として、乙川リバーフロント地区整備基

本方針を策定致しまして公表したところであります。

そして 4 月からは、重点施策やテーマごとの専門チームを市役所内に設けまして、それ

らを統括する組織として、私を会長とした乙川リバーフロント推進会議を設置致しました。

これは各部局を超越した形での現場ごとのプロジェクトチームでありまして、これからは

基本方針に基づきまして、一つ一つ具体的な施策をスピード感を持って実現してまいりた

いというふうに考えております。特にこの地域の皆さまがたにとりましては影響の大きい

事業でありますので、ご理解とご協力をいただくために、さる 5月 19 日には地元説明会を

開催させていただいたところではありましたけれども、その際にご出席いただけなかった

かたがたも今日はお見えと思いますので、改めまして乙川リバーフロント地区の整備基本
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方針の内容について説明させていただきます。

初めに殿橋・明代橋についてです。殿橋につきましては、昭和 2 年の建設以来 80 年以上

がたっておりまして、だいぶ老朽化が進んでおりまして損傷も見られますが、これが日本

土木学会の近代土木遺産に指定されておりまして、活性化本部からは「昭和の意匠を後世

に残す意義も大きいことから建設当初の形を再現しつつ、できるだけ速やかに長寿命化対

策を講じていくことが望まれる」このように指摘されておるところであります。このため

橋梁の管理者であります愛知県と共同で、来年度まで目標に近代土木遺産としての意義を

生かした補修・修繕工事を行っていく計画であります。

今、皆さんから見ていただいています、向かって左側の上は、昭和 2 年のものです。殿

橋の渡り初めの写真でございます。よくこんなもの出てきたなと思いますけれども、驚き

ますことに雅楽で行進をしております。見ていて子どもたちはみんな和服ですね。昭和 2

年の映像でございます。そして皆さんから見て右側のほうは、今でも近く行って見て肉眼

で分かる亀裂ございます。私は車で走っていて気が付いたので、この写真を撮ってもらっ

たわけなんですけども、こうした橋を何とかきちんと直していきたいと思っておるわけで

ございます。また明代橋についても老朽化の進行状況および安全性というものを、速やか

に調査・分析していただきますとともに、殿橋に引き続いて必要な対策を講じていただく

よう、愛知県に今後も引き続き要望していきたいと思っています。

それから新しい人道橋についてでありますけれども、「籠田公園の南の中央緑道の延長線

上にあたる乙川に、新しい人道橋の建設を行うことが望ましい」こういった提言を活性化

本部から受けておりますけれども、殿橋と明代橋の間に新橋を架ける計画は以前にもあっ

たものでありまして、それを今回人道橋という形で提案されたことに大きな意味があると

いうふうに考えております。この人道橋によりまして、東岡崎駅から伝馬通、康生地区に

新たな人の流れを作り、それを岡崎公園までつなげる導線のきっかけにすることができま

す。さらに人道橋の架設と併せて、中央緑道を再整備することによりまして、人道橋から

中央緑道を経て籠田公園までが南北を結ぶ一つにまとまったイベントゾーンとして利用す

ることが可能となります。他にも、例えば橋の外観を木調としますことによりまして、額

田の木材を積極的に使用して、また木部の取り換えを伊勢神宮のようにイベント化するこ

ともできるであろうというふうに考えております。

さらに、せっかく橋を造るわけですから、南海トラフの巨大地震の時などには緊急車両

が通行できるぐらいの強度はちゃんと確保しておきたいというふうに考えております。こ

のように多くの可能性に富んだ新しい人道橋は中心市街地活性化のためにも、ぜひ実現し

たいと考えております。岡崎市では今までもいろいろな市の活性化策が行われたわけでご

ざいますけれども、駅前から河川空間そして中心市街地、お城、岡崎公園こういったエリ

アを一つにくくって考えていくという施策は今回初めてだというふうになっております。

とはいいましても、このように話してまいりますと、当初私が言っておりました「ツイン・

ブリッジ計画というのはもう断念か？」こういったことも言われるわけでございますけれ
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ども、そもそもツイン・ブリッジ構想というのは、先ほどから申しております殿橋等の老

朽化対策として架け替えなどの根本的な改修を行う際に、十分なフリースペースを持った

岡崎の顔としてふさわしい橋として整備をするべきということで、私が考えたものでござ

います。

しかしこれを当初言いだしました時に、具体的に「何をやろうとしているのか分からな

い」こういう声を頂きましたので、一つのイメージとして私案としてラフスケッチを描い

て公表したのでありまして、これらはあくまでも岡崎にふさわしい橋としてのモデルプラ

ンとして提示したものであります。その後、殿橋を管理する愛知県によりまして平成 27

年度までの予定で、橋の長寿命化対策の修復工事を行っていただけるということが分かり

ました。また活性化本部からも「昭和の意匠を後世に残す意義も大きい」と提言されてお

りますので、当面、殿橋の架け替えの緊急性は薄れたというふうに考えております。

その上で、東岡崎駅から市の中心市街地に人びとが回遊する導線の整備や、乙川の景観

をゆっくり楽しめるフリースペースの確保、通勤・通学時における殿橋・明代橋の混雑の

緩和といった残された課題を解消するために、活性化本部から提言をいただきました新し

い人道橋の建設を行っていきたいというふうに考えております。殿橋・明代橋の架け替え

と新しい人道橋の建設というのは、一見異なる施策に見えるかもしれませんけれども、目

指すところは同じでありますのでご理解いただきたいと思っています。またいずれ県によ

りまして二つの橋の架け替えが行われると思いますので、そのときには当初のプランをぜ

ひ盛り込んでいきたいとこのようにも考えております。

次に、徳川四天王の石像についてですけれども、「岡崎の石材と石工の伝統技術を生かし

た徳川四天王像を設置することが望ましい」という提言を頂きましたので、数あるリバー

フロント整備計画の中で、私のオリジナルのアイデアとして当初から出しておったもので

ございまして、これをご理解をいただいたということは大変うれしく思っているところで

あります。そして、この四天王像が岡崎の歴史と伝統技術への理解を深めるとともに、岡

崎に生まれた子どもたちに郷土の英雄物語と三河武士の心を伝え、故郷に対する愛着と誇

りを育むための新しい岡崎の精神的シンボルとなるように、岡崎の石工の技術の粋と誇り

をかけた立派な四天王像を作り上げたいというふうに考えております。

しかし、当初考えておりました殿橋の四隅への設置というアイデアは、現地を調べまし

たところ橋のたもとが狭く、地下には電気・ガス・水道・さらには NTT の配線など、さま

ざまな埋設物があることが分かりました。しかも県による橋の架け替えが先送りになると

いうことが先ほどのご説明申し上げたように決まりましたので、当初の設置場所としては

新人道橋や中央緑道なども検討する必要があると思いますけども。立派な石造を作るため

にはそれだけの技術を持った石工さんが元気なうちにやらなければなりませんので、なる

べく早いうちに制作に取り掛かりたい、このように考えています。

また岡崎と同じく徳川家康公を誇りとしております静岡市や浜松市には、ともに駅前に

立派な家康像があるわけですけども、「岡崎は生誕の地と言ってえばっておるけれども何も
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ないじゃないか」こんな声を私も何回も言われたことがありますし、皆さまがたも一度は

言われたことがあろうかと思います。そこで名鉄東岡崎駅前に降り立った観光客に、岡崎

が徳川家康公生誕の地であることを強く印象付けるべく、家康公の若いころの姿を模した

像を、ぜひとも駅前のしかるべき場所に設置したいと考えております。家康公は幼少期を

除きますと、19 歳で桶狭間の戦に負けて戻ってきてから 29 歳までの青年期を岡崎で過ご

したわけでありますので、躍進する岡崎のイメージと重ねまして、若々しく躍動感のある

家康像を、そしてまた四天王像を誕生させたい、このように考えております。また家康像

は岡崎の玄関口を飾るものでありますので、向こう 100 年間岡崎の看板となるように制作

にあたっては、市内のライオンズクラブやロータリークラブなど各種団体の皆さまにもご

協力を呼び掛けてまいりたい、このように考えております。

そして、河川空間のライトアップについてのご指摘は全ての計画の中で最も重要なもの

だと考えますし、また最も早く実現できる可能性のある事業であるというふうに考えてい

ます。照明の設置にあたりましては、単純な照明の連続ではなくて専門家の知恵を借りま

して、堤防上や河川敷、橋など場所による明るさや色のメリハリを利かせるとともに、近

くの建物や植物に対する影響も考慮する必要があります。また照明機器についても、通常

の街路灯の他に小型で丈の低いものや、路面に埋め込みされる型で耐水性のあるものなど

も加えまして、お祭りやイベントのときには、例年のぼんぼりの照明や植え込み式のソー

ラーライトなども活用したいというふうに思っています。夜間の乙川の河川空間が明るく

なるだけで、岡崎の雰囲気やイメージというのはガラっと変わるというふうに確信してお

ります。

ちょうどパリのセーヌ川は大変観光地として有名ですけれども、昼間見ると川は大変汚

い川なんです。しかし夜行きますと、照明と周辺の歴史的な建物とのコントラストで本当

に素晴らしい景観を保っております。それと並べるのもおかしいわけですけども、岡崎も

負けないようなものにしたいと思っています。また河川空間については、ドッグラン、遊

歩道、ランニング・コース、サイクリング・ロードに加えまして、親水公園として子ども

が安全に水遊びをできるようなスペースも設けるなど、河川敷および水面を利活用するた

めの施設整備を進めてまいりますというふうに思っています。本年、実験的に行いました

遊覧船、手こぎボートにつきましても、水域と使用期間の住み分けを考慮しながら実用化

する方針であります。また今年度内にカヌーやドッグランなどにつきましても、再度に実

証実験を行う予定であります。

そして、リバーフロント地区の整備におきましては、東岡崎駅前から中心市街地、河川

堤防プロムナードや乙川河川敷、さらには岡崎公園というエリアをひとくくりにして再整

備していくことが重要であります。その動線の一つとして、東岡崎駅と乙川河川敷を安全

に行き来できる橋上通路、ペデストリアンデッキへの可能性ということも考えておるとこ

ろであります。過去に、東岡崎駅から多方面への橋上通路につきましては、地元の皆さま

がたからもご意見を頂き現在の計画を見直した経緯があります。しかし、東岡崎駅周辺整
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備を進める中で、現在完成しております駅の東改札口から駅の北東に位置する市所有地の

民間活用を進める予定の北東街区や乙川河川空間方面への動線というものを新しく確保す

るために、岡崎の正面玄関であります東岡崎駅とリバーフロント地区の一体化と、魅力向

上につながることや来訪者や市民の利便性向上、安全性向上も図られることから現在、橋

上通路の設置につきまして部内で検討を進めておりますので、よろしくご理解のほどをお

願い申し上げる次第でございます。

そして、このエリアのメインスポットであります岡崎城は近年の調査によりまして、日

本で 4 番目の城郭を誇る大きな城であることが判明したわけであります。日本の名城百選

の一つでもあります。また家康公生誕の城ということで、周辺には家康公の誕生にまつわ

る数々の史跡も残っております。その代表といえるのが、家康公誕生の際の産湯がくまれ

たとされます、東照公産湯の井戸であります。産湯の井戸につきましては、これまで外観

を見ていただくだけのものでありましたけれども、現在、井戸としての機能を回復して水

をくみ上げ、観光客の皆さんに触れていただけるように整備を進めているところでござい

ます。水は飲んでも大丈夫でありますけれども、鉄分とマンガンが多くておいしい水とは

いえないようであります。しかし昔は、これを飲んでいたわけであります。

また、天守閣は戦後に再建されたものではありますけれども、日本の城郭研究の第一人

者であります広島大学の三浦教授、この方はおじいさんの代まで岡崎に住んでおみえにな

ったそうでありますけれども、三浦教授によりますと、堀や石垣は戦国期当時のものであ

りまして、歴史的な価値が非常に高いものであるとのことでありました。この写真は岡崎

城の天守の北側のお堀でありますが、城の防御を考えて、これだけ湾曲したお堀っていう

のは大変珍しくて、さらにそれが石垣で造られたお堀としては現在、日本で唯一岡崎にだ

けしかないそうであります。

さらに、天守台の石垣は逆反りになっております。忍び返しのような形になっていなく

て逆反りでございますけれども、これは当初、私は手入れが甘くて、剥がれてきていると

思っていたんですけども、決してそうではなくてこれは防御のために、このような形状に

なっているわけだそうであります。これも戦国期の特徴の一つでありまして、現在、この

逆勾配が見られますのは、岡崎城、岡山城、そして延岡城という偶然にも岡の字の付く三

つの城と、それから彦根城の一部にも残っているそうであります。これからはこうした歴

史的な由来というものをしっかりと掘り起こして、私たち岡崎市民がそのことをしっかり

と理解して、外に向かって明確で統一性のある案内表示も作りたいというように考えてい

ます。

こうした計画を発表しますと、すぐまた郊外の方から「中心市街地ばっかりやるのか」

といった声を聞くわけですけれども、歴史上、中心地に元気のない国や地域が栄えた前例

というのはありません。これらの施策を推進することで、まず中心市街地を活気付けまし

て、さらにその活気を市内の全域に広げていきたいと、このように考えているところであ

ります。岡崎には家康公ゆかりの大樹寺や六所神社をはじめとした、国の重要文化財に指
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定された建造物が名古屋よりも多い 13もあるわけですけれども、意外とそのことを岡崎市

民は知りません。さらには京都よりも多い神社仏閣があると言われています。これからは、

こうした市内各地に点在する歴史・文化遺産をはじめとした観光地を線で結ぶための仕掛

けや、四季を通じて岡崎に観光にお越しいただき快適な時間を過ごしていただくための環

境づくりというものが必要となると思います。また、春の桜まつりや家康行列、夏の花火

大会やホタル、そして秋には神戸・横浜に並んで三大ジャズストリートと称されます「岡

崎ジャズストリート」。それに加えまして、冬のイベントとして家康公生誕祭の開催や、見

ても楽しいショーアップした消防の出初め式など、岡崎が誇る季節ごとのイベントやお祭

りも活用することも重要だというふうに考えています。

家康公生誕祭のときにちょうちん行列が行われるわけでありますけれども、私はできた

らそれを、その行く行程において先ほど申し述べました駅前の家康像には、ぜひ厭離穢土

欣求浄土の旗を持っていただきまして、年に 1 回家康公の生誕祭のときにはこの家康公の

持っている竹ざおと厭離穢土欣求浄土の旗、1 年外に置いときますとだいぶ汚くなります

ので、それを生誕祭のときに新しくするという、それも一つのイベントにできないかとい

うふうに個人的に考えているところであります。そして今申し上げました課題につきまし

ては、ジャズや岡崎まぜめんといった音楽や食べ物、そしてこの 6 月からメインキャラク

ターの家康公役を青年期のイメージの役者に変更致しまして、新たな活動体制を整えたと

ころであります。葵武将隊のことであります。

昨年度、42 億 5000 万の経済波及効果をもたらしてくれました、オカザえもんや、さら

に来年 4 月には、最新の学説に基づきましたリアルサイズの恐竜のモニュメントが東公園

に出現するわけであります。最終的には 4 体、トリケラトプスともう一つ増えそうですの

で 5 体の恐竜が岡崎に来ることになっています。本来、これは森の自然計画の中に配置し

て雰囲気を楽しんでいただきたいというふうに思っていたわけでございますが、篤志家の

寄付によりまして思ったよりも早く実現することになりまして、まだ準備ができていませ

んので、当面は東公園の動物園の前にあります時計台の横に置きたいというふうに思いま

す。近い将来は今、申し上げましたように森林の中にジオラマ風に物語を持たせた形でこ

の恐竜を展示していく、家族全員で東公園の動物園とともに十二分に楽しんでいただける

ものにしたい、このように考えているところであります。そうしたさまざまな要素を活用

致しまして、アイデアに富んだおもてなしを市内全体で盛り上げていきたい、このように

考えていますので、皆さまがたのご協力もお願い申し上げる次第であります。

さらに、これらの観光資源を生かすためにはしっかりとした観光 PR が必要となります。

そこで岡崎市では、テーマや季節に応じたミニ観光ガイドマップの作成やスマートフォン

向けの観光アプリ、岡サポの開発等による積極的な観光案内や、私自身もトップセールス

と致しまして、自ら先頭に立って市外へ出向き観光 PR を行うなど、さまざまな手段を活用

して岡崎の魅力を市の内外に発信してまいる心積もりであります。しかし、このようなお

話をすると、これから岡崎は観光だけを推進していくのかと思われてしまうことがありま
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すけれども、決してそうではなくて今後も岡崎の豊かさの根底は、モノづくりであること

に変わりはございません。モノづくりに関しましては、今後もしっかりと力を注いでいく

わけでありますけれども、岡崎市がさらなる発展を続けるためには観光産業というものを

これからの岡崎の経済を支えるもう一つの柱として育て上げたい、このように考えている

わけであります。

そして、モノづくりにつきましても、企業の視察などを通じまして岡崎にお越しいただ

けるきっかけとして活用してまいりたいというふうに考えております。いわゆる産業観光

であります。この冬に私自身、三菱自動車の岡崎工場を視察させていただく機会がありま

したけれども、人間とロボットの技術の融合によりまして規則正しく車が作られていく様

子というものは、大人が見ていても決して飽きない興味深いものでありました。さらに 5

月には、私の高校時代の友人で現在アメリカの大学で教鞭を執っているものがおりますが、

彼がビジネススクールの学生たちを連れて日本にも訪問致しまして、トヨタ自動車の工場

見学とともに故郷岡崎を訪れたわけでありますけれども、本市の産業についてそのときに

も説明をさせていただくことができたわけであります。こういったさまざまな機会を通じ

て岡崎市を PR することによりまして、さらに観光岡崎を盛り上げる。そのためには岡崎市

内の企業関係者の皆さまや商工会議所の皆さまにさらなるご協力をお願い申したいと思っ

ている次第であります。

このようなさまざまな施策に加えて、魅力ある水辺空間の整備が誘客のきっかけとなり、

四季を通じ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いますシティホ

テルの誘致にもつながるというふうに考えています。シティホテルにつきましては前市政

からの施策を継承致しまして、太陽の城跡地への誘致を目指していますけれども、民間企

業はなかなかそろばん勘定がシビアでありまして、そのため、次善の策として民間施設と

併せて、観光交流スペースや産直コーナーを含むいわゆる川の駅、またホールや会議室な

どのコンベンション施設、そして観光船や手こぎボートなどの艇庫としてのリバーベース

などを想定した公共施設の整備についても併せて検討しているところであります。なお、

事業の全体像が決定するまでの間は、この場所はリバーベースとしての暫定利用や、また

リバーフロントの整備時に必要な工事ヤードとしての使用も考えているところであります。

逆にシティホテルのほうから「岡崎にぜひ出店したい」、そういうふうに言わせるような、

思わせるような土台づくり、環境づくりというものが今の岡崎には必要ではないかという

ふうに思っています。それが、私のイメージしております「観光産業都市岡崎」の姿であ

ります。

以上、本日は私が目指します岡崎の将来像につきましてご説明申し上げましたけれども、

これから 10 年、20 年経過したときに「そう言えば、あのころから岡崎は変わったんだよ

ね」そう言って、市民の皆さんがたから喜びをもって振り返っていただける、そんな始ま

りの 1 年にしたいと思っております。今後も市民の皆さまがたの声を積極的にお聞きし、

その声を市政に反映させながら、子どもたちが岡崎に生まれたことを誇りに思える、そん
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な夢ある次の新しい岡崎に向けて、今後も市政運営に取り組んでまいりますので、皆さま

がたの一層のご協力をお願い申し上げまして、私の話を終了させていただきます。ご静聴

ありがとうございました。

司会－ それではただいまの提案説明に対してご質問のある方がいらっしゃいましたら、

挙手をお願い致します。じゃあ、手前の方。すいません、その前に学区名とお名前をお願

い致します。

市民Ａ― 今、市長の事業案で活性化必要であるということでいろんなものを取り上げま

したけど、ちょっと残念に思うのは市長が 24 年度に就任されたときにも「岡崎の洪水の緊

急対策事業、これを解消するために積極的に取り組みます」と言われました。しかし残念

ながら、今の内容を聞いていてもそういう取り組み方をするような話は出ていなかったよ

うです。それでいろいろ考えますと、こういう事業の経過それはもう優先順位を決めても

らって、逐次やってもらっていくのがいいのではないかと思います。それでまず今、六名

学区の市民の方は毎年もう恐怖を感じているわけです。洪水で。12 年度には 96 世帯が床

上浸水、それからこの 20 年には 363 件の床上浸水被害が起きております。それでいまだに

六名学区の体育館の所のポンプ、それの設置事業が取り組んでいません。これはなぜでし

ょうかと思って不思議に思うのですけど、市長さんのいろんな活性化事業で構築したいと

いうよりも、市民の方が困っている非常に危険性を感じているそういうのを取り除くのが

市長さんの力添えだと思います。だから、ちょっと考え方を変えてもらって、積極的にこ

の洪水対策事業を進めていただきたいと思います。

市長― 六名学区の皆さまがたの切実な問題をご指摘いただきまして、ありがとうござい

ました。今日は工事説明会ではありませんでしたので、その問題を入れなかったのであり

ます。今日は未来の岡崎に向けてどういう施策を推進していくかということをご説明する

会でありましたので、今日のようなお話し合いをしたわけでございますけれども、決して、

そのことを忘れているわけではございません。つい先だっての矢作古川の調整施設ができ

ましたし、いろいろと岡崎の排水につきましては全体像を見ながら進めているところでご

ざいます。

今、ご指摘いただきました問題につきましては、まずこの地域は浸水対策と致しまして、

六名学区の雨水につきまして河川の流域というものがありまして、基本的にこれは占部川

に排水することとなっております。現在、占部川の改修事業というものを進めているとこ

でありますけれども、久後崎町においても雨水をためることのできる管を整備しておりま

す。こちらも今年度事業によりまして完了の予定でありまして、特に長年の念願でありま

した河川改修事業を完成することは六名学区の浸水対策としては大きな効果を発揮するの

ではないかというふうに考えております。ところで河川整備事業や雨水ポンプ場建設事業
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につきましては、これは完成するまでに長い年月と多額の費用が必要とするわけでありま

すけれども、六名雨水ポンプ場をはじめと致します全市の浸水対策事業につきましては、

今年度より策定致します総合雨水対策計画の中で河川改修等の効果を評価・検証した上で、

効率的計画的に進めるべきというふうに考えております。

ご質問の六名雨水ポンプ場の建設につきましては事業を先送りしたわけではなくて、現

在乙川へ放流した場合の他の施設への影響につきまして関係機関と協議を行っているとこ

でありまして、この点を解決し最終的な河川放流許可を頂ければ事業実施に向けて大きく

前進するものというふうに考えております。岡崎市が単独で事業を進めることができるの

ならばやれるわけでございますけども、今の行政システムというのは国・県その中で市と

いうのがあるわけでありまして、どうしてもそういう手順を踏まなければならないわけで

あります。

ここでポンプ場の建設に至る今までの経緯をご説明申し上げますと、六名地区の浸水軽

減のため平成 21 年度に、占部川の改修区間を当初途中まで 3.4キロから全区間の 5 キロに

延伸することを国と県に認めていただくことができました。平成 22 年度には、毎秒 8 トン

を乙川へポンプ放流することについて県の同意を得たことから、都市計画決定、下水道事

業計画認可の法的手続きを行いまして施設の基本設計へと進み、平成 25 年度には実施設計

に入ったわけであります。このような段階を踏みながら事業を進めているところでありま

す。次に今後の事業の進め方についてですけれども、建設についての総合的財政的な判断

を経て、事業に必要となる放流管の用地として乙川の中にある畑の一部を用地買収させて

いただきます。また、岡崎市体育館の南側駐車場にポンプ場を建設するために、六名公園

に代替えの駐車場を整備する予定であります。これらの準備ができますと、管渠とポンプ

場本体工事に着手となりますけれども、本体工事着手後全ての施設を建設するのにおおむ

ね 6 年の期間が必要となります。

ステップを踏みながら進めてまいりますので、今後も事業についてのご理解、ご協力を

よろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。

司会－ それでは進行の都合上、対話集会の最後にまた質疑の時間を設けたいと思います

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いておりま

すので、六名学区の代表の方に要望内容を発表していただきます。よろしくお願い致しま

す。

六名学区代表－ よろしくお願いします。私が質問しようと要望しようとしたものは、う

ちの学区の委員が先に質問したのでおおむねご回答いただいたようなんですが、いろいろ

あったんですけど、その中でまだふに落ちない点が一つありまして、元下水の部長さんと

も私、何回もこの件についていろいろ話進めてきて、おおむね遅れながらでも順調にきて

いると思っていたんですけど、特に今回、今年度はほとんどその事業というものがない。
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今までは何だかの形で予算計上させてやっていたんですけど、今回何にも音沙汰ないとい

うことで、皆さん、これは途中で頓挫したじゃないか、あるいはうんと先送りされている

んじゃないかという不安がものすごくあるわけです。

聞くところによると、総合的に検証するという話なんですが、実は私ずっと前の平成 22

年の 2 月のときの議会の討論でお話しされたときも、占部川の最上流っていいますか外へ

出ているという JR の線路のとこまで 1.5 キロですかね、やることによって、当初考えてい

たポンプ場の規模がもっと縮小されて、要するに放出と、よって今、実施設計されたら問

題なんですね。当時、そのときにそういうことをずっとやるっていうことで検証していた

のです。だから、この件についてポンプ場については、効果については検証済みだってわ

れわれは考えている。だから今回なぜ延びたか、今年に入られてから新聞報道なんかで議

会が始まる前に、総合的な検討をするということが新聞にも出ていましたし、市長さんか

らもそういうお話しいただきましたし、地元のうちの議員さんからもそういう話は聞いて

おります。

そのときに、これは 22 年の段階で占部川についての効果はもう出ているんじゃないかと、

だから当然それを踏まえてこの 26 年度は予定どおり本体着工じゃなしに、代替駐車場の建

設あるいは用地買収をするという、これ 5 月の時点で私は部長さんから内々に聞いていた

んですよ。こういう方向でいきますよ。それで 5 月の 10 日に、ポンプ場の詳細を見せてい

ただきました。「今、これ設計をしています」と、ところが持ち帰ってもらっちゃ困ると、

まだ議会の承認得てないということが分かりましたのでイメージ図だけもらったんです。

そのイメージ図がこれです。内容何にも書いてありません。これを頂いて、こんなふうで

今、設計をしているんだなというふうに思っていた。

それで 10月の 31日、10 月議会が終わった後です。もう議会に発表したから私、下水道

に出向きまして、この前ちょっと見せてくれた資料頂けませんかという話をして、具体的

に今後の計画についてお話を聞きました。「この件については発表してもいいですね」って

いうことで、新しい詳細をポンプ場の規模とか機能の付いたこれを頂きました。「これは発

表していいですね」と言ったら、「これは議会でもう話しているから大丈夫です」というこ

とで、これが 10 月の 31 日です。議会が終わった後、去年の、それに基づいて私は、11 月

16 日の総代会に私なりのこれを含めた資料を作って、「六名学区でこういう事業で今、こ

ういう計画で進みますよ」ということを皆、発表したんです。

ところが、このとき 11 月の 5 日に私、道路維持課から「実は 26 年度について道路の整

備計画ちょっと総代会長さんとご相談したい」というお話がありまして、そのときにちょ

っと大体のこと伺いました。そのときに六名体育館の北側の道路の歩道を整備したいとい

う話があった。私「ちょっと待ってください」と、そのとき次の予定があったものですか

ら聞いただけで、次の翌日 11月の 6 日に下水道局に赴きまして、「実は道路維持課から整

備の話が計画されているだろう。駐車場の建設をしたらダブって仕事にならないじゃない

か、調整したんですか」と言ったら、「いや、何も調整してない」って言うんですけど。「今
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すぐやってくださいよ」ってその日に私、すぐ下の道路維持課に居ましたら、下水道から

職員が下りてきて話をしている。私は細かい立ち入った話は聞かない方がいいと思いまし

たから、私はその席を立ちましたけど、そこでどんな話し合いが行われたかは知りません。

当然私が言って、「調整する必要があるんじゃないですか」って話したものですから、その

ことをずっと踏まえてあると駐車場の建設はやるもんだと私たち考えています。

ところが、今年度になったら一切何もない。これ、何だろうかと。はっきりした返事を

くれないんです。ですから皆さんがたは、うちの総代会でも非常にモヤモヤしています。

今年の 4 月 5 日に、「下水道局から来てくれ、総代会にきちんと説明してくれ」とお願いし

たんです。そこでも今、こういう認可を取らないかん、ああだ、こうだと。他の者から出

たんですよ。億という金を掛けて実施設計やっとるのに、それ以後にまたさらに、そんな

後から許可取らなくては取れないのか並行してやられるんじゃないか。基本設計やって数

千万の費用出して基本設計出して、数億の金を出して実施設計している。実施設計、数億

の金使いながら、これで許可得なければもし延びたらどうするんですか、なくなったら、

「そんなふうな許可を取るものって一体なんですか」と聞いても答えてくれないんです。

「いや、いろいろありますよ」。だから、うちも住民なんて特に総代は「どうなっとんじゃ、

これは」と。そういう問題が絡んでくるわけです。

ですから、市長さんがいらっしゃるということで、もうぜひこれをはっきり今後の計画

はどうなっているのか、はっきりと皆さんに。それは、もうさっき市長さんがおっしゃっ

たように時間と費用が掛かるんですよ。私も去年は偶然かどうか下水道経営委員会の委員

に 1 年間なりましたので、そのような経緯があるから今後について、もうちょっと細部の

計画をしっかりと聞きたい。

市長－ 前からの計画との兼ね合いがありますので、私の存じ上げないこともありますの

で、ちょっと担当部長のほうから回答させますので、よろしくお願いします。

上下水道局技術担当局長－ 上下水道局技術担当局長の川澄でございます。よろしくお願

い致します。まずご質問は今年度何をする予定なのかっていうことでございますけれども、

先ほど総代会長さんのお話のありましたとおり基本的な河川への放流事前協議は済んでお

ります。平成 25 年度より詳細設計が完了致しましたので、今年度は河川法の許可の申請を

行います。河川法の許可の申請には詳細な実施設計が必要なため前年度それが完成しまし

たので、今年度許可の申請をしてまいります。以上でございます。

司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

六名学区代表－ 基本的な許可を取るっていうのはあれですけれど、当然もらえると思っ

てやっているんですよね。この許可は前々から下工事をしてやっていると思うんです。そ
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れがほとんど可能性がないことだったら、これだけの高いお金掛けて設計するってことは

ないと思うので、ある程度、内諾的なものを受けてやっているんですね。少ないことでも

いいですから、その次のステップの工事にかかるとか、とにかく何だかの形で継続してい

るというのが目に見えてこないというのが、一番の不安になっていると思うんです。

司会－ 担当部長よろしくお願いします。

上下水道局技術担当局長－ 担当局長の川澄でございます。今のご質問は、県との協議に

ついて許可が取れることを前提にやっているかっていうことでございますけれども、もう

事前協議が済んでおりますので許可は取得します。それと許可を取得するためには、先ほ

ど言いましたとおり詳細な設計が必要でありますので、これを今、済みましたから申請を

してまいります。それから今後は何をやってくかっていうことでございますけれども、ポ

ンプ場は六名地区六名体育館のところに予定しておりますけれども、放流先の河川は乙川

でございます。乙川に放流するためには、乙川の河川区域内に民有地がございますので、

今後はそちらの用地買収をまず手始めにやらさせていただきたいと考えております。以上

でございます。

六名学区代表－ 用地買収は何年度ですか、今年度ですか。

上下水道局技術担当局長－ 技術担当局長ですけども、それにつきましては総合雨水対策

計画、これを策定致しまして優先順位および財源等も考慮致しまして、そちらの判断を含

めて考えてまいりたいと考えています。以上でございます。

司会－ その他の質問、ちょっと後でまた取らせていただきますので申し訳ありません。

少しお待ちくださいませ。それでは他もございますので、続きまして三島学区の代表の方

にお願い致します。

三島学区代表－ 皆さん、こんばんは。時間も来ておりますので、私はなるべくてっとり

早くお話ししたいと思いますから、市長さんも後でなるべくてっとり早くで結構でござい

ますので、ご回答をいただければありがたいと思っております。また市長さんおよび、市

長さんには本日は竜海学区にお出掛けいただき、誠にありがとうございました。

われわれの要望事項と致しまして題にもありますように、岡崎環状線整備の早期着工に

ついてということであります。三島学区と致しましては、先日 7月 5 日土曜日ですが、対

岸の朝日町こちら側の東名北の一部の住民を対象に橋梁着工についての説明会が実施され

たということを聞いておりました。これは都市計画マスタープランにも記載されている岡

崎環状線整備についての早期着工を続行するものであります。つきましては現在、橋梁に
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ついては着工していただけるということで、われわれとしては当初はその橋梁も含めて竜

美 2 丁目の信号まで道路を上げていただく要望でおりましたけども。橋梁ができる話を要

望してもしょうがないもんですから、それらを省きましてわれわれは現在、吹矢町東名東

明大寺信号から名鉄踏切までの距離が短いため、毎日慢性的な渋滞が恒常化致しておりま

す。

竜美 2 丁目の信号までの道路整備をしていただくことにより、消防車だとか救急車両お

よび緊急車両が竜美丘方面、南部方面への緊急対応に貢献し、これがまさしく安全安心な

街づくり、また市民の連携の向上にもつながるかと思います。橋梁着工につきましては、

三島学区側は現在 85パーセントの用地の立ち退きが済んでおると聞いております。まず第

1 段階として橋梁から整備をしていただき、国道 1 号線から竜美丘会館前の道路、岡崎一

色線につなげていただきたいと思います。かなうことなら、国道 1 号線を高架式で通して

いただくと誠に救急車その他、ノンストップで竜美北まで上がってきますので災害安心安

全な街づくりには本当にいいんじゃないかと思っております。

以上、要望致しますが、行政としましては家康公 400 年祭、市政 100 年記念行事、乙川

リバーフロント事業等問題山積みの中、一段落したところで何に差し置いてもこれは息の

長い話でありますので、岡崎環状道路の整備に前向きにとらえてほしい旨、切望致します。

今後の整備計画について、市長さんのお考えをお聞かせいただきたいと思います。以上で

す。

司会－ ありがとうございました。それでは、市長よろしくお願い致します。

市長－ 岡崎環状線について、お答え申し上げます。岡崎環状線は明大寺町の主要地方道

岡崎刈谷線を起点に市内中心部をほぼ環状に結び、梅園町の県道東大見岡崎線に至る都市

計画道路であります。この計画は私の父が市長をやっとったときからあったわけでござい

まして、この話は学生のころから聞いております。いまだにできていないことをとにかく

申し訳なく思っています。未整備区間であります国道 1 号の朝日町 3 丁目交差点から自然

科学機構南の竜美北 2 丁目交差点までの延長 1060メートルうち先行して、国道 1号から岡

崎一色線との交差点まで延長 440 メートルの整備を進めてまいります。この区間の整備は、

名鉄東岡崎駅へのアクセスなど利便性の向上が図られまして、隣接する吹矢橋の渋滞緩和

に大きな効果があると、このように考えております。

事業の進捗状況は、平成 18年度より測量設計を進めておりまして、平成 21 年より用地

買収に着手致しまして、平成 25 年度末現在の買収率は 84 パーセントということになって

おります。今年度も引き続き用地買収を進めるとともに、事業認可を取得し工事着手に向

けた準備を進めてまいりたいというふうに考えております。用地買収が順調に進めば、速

やかに乙川の橋梁部の工事に着手する予定でありまして、今回の要望区間であります国道

1 号から岡崎一色線までの早期供用開始を目指しております。今後とも沿線住民に皆さま
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がたにはしっかりとした事業説明会を開催致しまして、地元の理解を得ながら事業を進め

る予定であるため、用地買収や工事への協力につきまして、よろしくお願い申し上げます。

なお、岡崎一色線から南進の整備につきましては、今回の区間が完成後の交通状況の変化

や他の道路整備状況などを総合的に勘案しながら進めてまいる予定でおりますので、よろ

しくお願い申し上げます。

司会－ よろしかったでしょうか。

三島学区代表－ 私の生きているうちに。

司会－ ありがとうございました。それでは最後に竜美丘学区の代表の方にお願い致しま

す。

竜美丘学区代表－ よろしくお願い致します。竜美丘学区としましては、学区内の住民が

1 万 4000 人ほどで市内でも大きな学区であります。ということで、学区のこどもの家を大

変利用されておりまして、年間 340 日以上利用されている施設です。ですが、3 年ほど前

から近くに引っ越しされた方から強硬な「こどもの家から出る音がうるさい」という苦情

が来ましたので、現在利用の仕方をこんなふうにしております。例えばバスケットボール、

床を弾む音これもうるさいと。ですから、音の出ないやわらかいボールに変えて子どもた

ちが遊んでいると。それから体育館シューズで床をこする音、これもうるさいというよう

な非常に強硬な騒音問題として苦情を受けております。そういったことで、こどもの家で

きた当初はまだそんな近くに住宅なかったわけですけども、これは竜美丘学区に限らず多

くの学区のこどもの家が近隣に住宅が押し寄せているという状況にはあると思いますが、

特に竜美丘学区としましてはそういうふうに強硬に騒音のことで苦情を言っていることも

出てきましたので、こどもの家のそういう防音設備、それから閉め切って行うためには冷

暖房設備が必要だと思いますので、早急にそういう施行をしていただくことをお願いした

いと思います。以上です。

司会－ ありがとうございます。それでは、市長お願い致します。

市長― 竜美丘学区こどもの家につきましては、何度も説明を私も受けております。この

こどもの家は平成元年 4 月に開館致しまして、現在まで学区の子どもの安全な居場所・遊

び場として、学区住民の健康づくりの場としても利用されてきた所であります。竜美丘学

区こどもの家は県条例に規定する『相当程度の騒音または振動を発生する施設』に該当致

しまして、県条例で定める基準を順守しなければならないことから、利用者の皆さまがた

には窓を閉めることや、なるべく音を出さないように利用するなどのご協力をいただいて

いるところでございます。施設の防音対策としましては、これまでにレクリエーション室
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内に遮音カーテンを取り付け音漏れを低減させるための隙間材を埋め込む等してまいりま

した。一定の効果はありましたけれども、まだ基準値以下とはならない状況であります。

また暑さ対策としまして、壁掛け扇風機を 8 台とスポットクーラー2 台を設置しておりま

すが、これらは近隣住民の生活環境に配慮した利用をお願いしている竜美丘学区こどもの

家だけに設置しているものでございます。

今後もレクリエーション施設内部の床や壁の防音吸音効果について研究を進めてまいり

たいと思っていますけれども、400 平米の広さがありますレクリエーション施設に冷暖房

設備を設置するということになりますと、設置費用もさることながら室外機から発生する

音や振動というものがまた新たな騒音問題を引き起こす恐れがありまして、抜本的な対策

につきましては今後の課題であるというふうに思っております。学区こどもの家は、額田

地域を除きます岡崎市内の全学区に 42館ありまして、その立地環境はさまざまであります。

いずれの学区におきましても、指定管理者であります各こどもの家運営委員会のご協力を

いただきまして、地域住民のかたがたが相互理解を深められ、現有の施設を地域の実情に

あった利用をしていただくようにしていただきたいなと、このように思っているところで

ございます。

司会－ それではただいまの回答よろしかったでしょうか。

竜美丘学区代表－ とにかくこどもの家で、子どもたちが下校後に親が迎えに来るまでと

いう学童保育的なものもあり、そういうとこで我慢をしながら子どもたちが生活をしてる

ことについて、本当に私たち大人も親も心を痛めておりますので。今後の対策、よろしく

お願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございました。

市長－ そのことですけども、いろいろと苦情も頂いておるんですけども、子どもさんの

利用する時間については割と最近ご理解をいただいているように聞いております。ただス

ポーツをやるときで言うと、大人の方で夜遅くまでやられる方もあるようですけど、それ

に対してものすごい頑強な・・・。

竜美丘学区代表－ そうです。

司会－ ありがとうございました。それでは続きまして、先ほどの学区の要望も含め、市

政全般に関するご意見を頂戴するお時間を設けたいと存じます。発言前に学区名とお名前

をお願い致します。また多くの方からご意見を伺いたいと思いますので、ご意見ご質問は

お一人一つずつでお願い致します。それではご意見のある方、挙手をお願い致します。そ
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れでは前の席の方。

市民Ｂ－ その他というわけではなくて、さっきいろいろお話しされたことに関連してで

あります。きょう、下水道局長もお見えだそうですので、確認をさせてください。本年度

中に総合雨水対策が策定される予定、その場合の対策の時間雨量を何ミリに想定をされて

いるか、50 ミリか。かつて建設省がそういうのを出していたと思うんですが、それは現在

でも生きていますか。それでもって対策の全てが行われているかを聞きたいと思います。

司会－ ありがとうございます。では、担当部長お願い致します。

土木建設部長－ すいません、土木建設部長の清水です。よろしくお願い致します。総合

雨水対策は通常河川ですと 45ミリの整備とかこれは 5 年 1、下水のほうも 5 年 1か 10 年 1

の整備でやっていることと思います。それは国の補助金を頂くのに、5 年 1 から 10 年 1 の

間の整備でという話があります。これは 5 年 1、10 年 1 の雨量に対して 45 ミリ、55 ミリ

とその雨量に対してすごくスムーズにドライな状態で水が流れてきます。総合雨水対策は

それに対しまして、床上浸水は駄目だけど床下浸水までは許容した状態でどのような雨に

まで耐えられるか、それを見極めたいと思っています。

それは岡崎市内ではいろいろな所で浸水があります。例えば矢作地区、また伊賀川では

2 名の方もお亡くなりになり、また福岡のほうでも井田南のほうでも浸水をします。六名

地区については、最大戸数の浸水が確認されています。それ非常にわれわれも重く受けと

めております。ただ川のほうは、川で処理できる水が決まっております。水位が決まって

います。その水位よりも下にある宅地、これがどれだけあるかっていうことでポンプの規

模が決まってくる。今回、占部川の延長を最上流まで持ってきました。これが 26 年度工事

で完了します。

実は占部川の改修はかなり能力がある川に生まれ変わっております。5 年 1 を超える、

45 ミリのほうを超える川に生まれ変わっております。そこで今、岡崎市内にどこの所が浸

水するのか、これをあらためてどのぐらい掛かるのか、ざっとの概算で 200 億円から 300

億円というような費用が掛かります。そこの中でどこを最初に手を入れたほうが岡崎市内

の市全体の安全になるのかということを、今年と来年で何とか見ていきたいっていうのが

総合雨水対策です。今の説明で全体的な説明になると思うんですけども、基本は何年 1 の

降雨ではない。床上浸水にならない降雨とはどういう状態なのか、またそれをどういうふ

うにしたらならないようにできるのか、そういう対策を練っていきたいとそういうことで

ございます。以上です。

司会－ 続きまして、その他ご質問のある方は。じゃあ、どうぞ。
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市民Ｃ－ 思いのたけを朗読という形で 7 分間ぐらい述べさせていただきます。ちょっと

着席しますのでよろしくお願い致します。

司会－ 申し訳ありませんが、ちょっとお待ちのお客さま居ますので手短にお願いします。

市民Ｃ－ まず岡崎、マレットゴルフ場ってのがないんですよね。それを設置していただ

きたいなという思いがありまして、いろいろ提案を致しております。東公園は総合公園で

整備されましてきれいな公園になっていますが、竜美丘公園、地区公園なんですが地区公

園としてはちょっと見劣りをしているということで。私たちマレットゴルフを岡崎に広め

たいっていうことで連絡会を設けまして活動しておるわけですが。その中で実は前総代会

長さんにもお話ししたんですが、野鳥の森と称しておりますが木は大きくなりまして木を

切ってほしいというようなことで、マレットゴルフ場にそこはできないかということで連

絡会の会員で話をしましたら、36 ホールのマレットゴルフ場もできるという話も頂いてお

ります。そういうことでありますので、できればそういう地区の合意が今のところないん

ですけども、逐次そういう方向で持っていっていただきたいなというふうに思います。

マレットゴルフというのは、ちょっといいですかね、こういうスティックで球を打つと

いうことでございます。ゴルフと同じルールでございます。それで今、野鳥の森のこと言

いましたけども、豊田市は盛んでありまして豊田市の矢作川に架かっております平戸橋、

その近くに豊田市の民芸館があるんですが。そこの駐車場から下がマレットゴルフ場にな

っております。それは山の中ではありますがきれいに整備されまして、これは町内会が豊

田市の補助を受けて整備をされているところであります。そういうことでございますし、

またあるいは六名学区にあります史跡の真宮遺跡そこの公園についても、私がマレットに

関わりましたらチョイチョイ見るんですけども人はおりません。サツキと、サツキが古墳

跡にあるんですけども、そういう所でも 18 ホールのマレットゴルフ場ができます。岡崎公

園と同じように特殊公園でございますので、岡崎城とかお堀とか石垣ということで特殊公

園と岡崎公園はなっておるんですけども。この真宮遺跡の所も史跡公園でございますけど

も、そういうものを残しながらゴルフ場のようなポールを設けたような形で整備すれば人

が寄ってくるのではないかなというふうにも思ったりしております。

そういうことでいろいろと言いたいことありますけども、時間がありませんのでとにか

く公園緑地の方は豊田市を視察していただいて、豊田市は 70 カ所あるんです。36 ホール

が 3 カ所、70カ所あるんです。ですから、地区で要望して、それで整備をするとかそうい

うことでございますので、ぜひ岡崎市も検討していただきたい。要望します。

司会－ ありがとうございました。それでは、市長お願いします。

市長－ ご要望の内容でありますけれども、以前もこの話聞いたことございますけれども、
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二つの視点からお答えしたいと思います。まず公園としての活用でありますけれども、市

内の公園にはそれぞれ成り立ちの目的がありまして、その公園の根幹となるところは目的

以外の整備ができない、こういうふうな法律で決まっております。また公園内の広場など

の空間につきましては、一つの目的で人が集まってくるのではなくて、散歩やウオーキン

グ、休憩や憩いの場として期待する所でもありますので、一つのレクリエーションスポー

ツのためにその場を限定するということはなかなか難しいのではないかというふうに思っ

ています。

それから、もう一つレクリエーションスポーツの視点から回答させていただきます。マ

レットゴルフにつきましては、高齢者用のレクリエーションスポーツとしてゲートボール

に代わりグラウンドゴルフともども急速に人気が高まってるニュースポーツであるという

ふうに聞いております。本市にありましても、高齢化の進展の中介護費用の負担や医療費

用の増大が懸念されておりまして、高齢者の皆さまに健康づくりの面からも高齢者向けス

ポーツの樹立は生涯スポーツの振興施設の中でも、大きな柱として考えていかなければな

らない課題だと思っております。先月の 6 月議会でグラウンドゴルフ用の専用グラウンド

作るつもりはないかという質問がございましたが、現在岡崎のグラウンドゴルフ協会が

1000 人を超える会員がおります。そしてまた市内各地にはそれぞれ地元のグラウンドゴル

フ会もあるわけでありますが、専用の施設をすぐ建設っていうのはなかなか難しいという

答弁が担当部長からなされたわけでありますが。

これから高齢者スポーツの動向も見据えてニーズの集約をしながら、どういう形でこれ

ができるかということはしっかりと検討し、研究してまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。豊田市との比較ということで今、あ

りましたけれども、豊田市は豊田市の中でのやっぱり愛好家の数というのが岡崎とは違う

と思いますし、一つの施策としてどういう観点から始まったか分かりませんけれども、始

まっているようなわけでありますが、岡崎は今現在はそういう状況にはないわけでありま

すけれども、今後そういう状況が来ればまた考えさせていただきたいとは思っております。

司会－ ありがとうございました。それでは他の方。

市民Ｄ－ 先ほどリバーフロント計画ですか、そこともちょっと関係あるんですけど、乙

川の上流になります私どもの学区の中で、浄水場のある所、ちょうど川の流れが直角にき

て、そこで曲がって殿橋まで流れてくるのですけれども、あそこの浸食がすごく激しくて、

最近は大木が倒れたり、それから反対側の県の事業でやられたと思うんですが、一部低く

して流水の形にされた。それも途中でまた足らない、また後で工事やられたとか。もっと

総合的にその辺を、川の流れというものをよく防いで、というのはそこの直角のある所は

多分川底は相当浸食していると思うんです。上のほうも、岩が出ている所はいいんです。

その上は大体住宅の土地だったのが、もう岩だけになっちゃったんですね。相当あそこは
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危険な流れになっていると思って、それがやっぱり下流の殿橋の辺にも影響出てくると思

いますので、そこの辺まで推進委員のほうでちょっとお考えいただいたほうがいいんじゃ

ないかと思います。

司会－ ありがとうございます。土木部長のほうでよろしくお願いします。

土木建設部長－ 土木部長の清水です。今、お話ししました乙川の河川敷は、県の管理河

川ですので、ちょっと私の思っている場所もあそこかなというのは思うんですけれども、

後ほどちょっと場所を教えていただいて、県にまたそういう今、お話を伝えまして、私の

ほうもまた確認しまして、また後日ご報告するという形でお答えさせていただきたいです

が。よろしいでしょうか。

司会－ それでは他に、そちらのかた。

市民Ｅ－ うちの町内のことではないんですが、六名の体育館でエレベーターがないので、

あそこにエレベーター、会議室に行くのに足の不自由な人は行けないという状況なので。

そういった設備、バリアフリーといいますか、そういったことに配慮できないのかなとい

うことと。あと体育館も避難場所になっていると思うんで、そういう意味で言うと六名の

体育館に避難するのにそういう人たちが入るのに、どういうふうに避難したらいいのかと

か。そういう点もちょっと聞きたいなというふうに思います。

司会－ ありがとうございます。

副市長－ 副市長の寺田と申します。今のご質問ですが、六名体育館のほうでございます

が、昭和 51 年に確か建設ということですね。だいぶ日にちがたっておるわけでございます。

当時としては、最新の施設整備をさせていただいているわけでございますが、今の時代に

ご指摘のように合うかどうかっていうのは、見直しをしなければいけない部分もあるかも

しれない。ただ、今ここでエレベーターをというのは、ご要望として承らせていただいて

検討させていただくということで、ご了解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。他にご質問がございましたら、挙手のほうをお願い致

します。

市民Ｆ－ 先ほどと同じ内容ですけれど、平成 25年度に六名学区の雨水ポンプの実施設計

と専用事前協議というものに 25 年度は上がっていました。しかし、26 年度から 28 年度の
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第 6 次市総合計画には一切六名学区の雨水ポンプの設置については載っておりません。だ

からなんかうやむやに取り組み方が明確ではないので、だらだらいっちゃうような感じで

すので、六名学区の雨水ポンプの設置の計画を作ってもらって、それでその進捗状況とか

内情を六名学区の町民の方たちにも見てもらって検討を進めていきたいと思いますけど、

そういう計画表みたいなものは出せませんか。

今、内容見ますと 26 年度の第 6 次計画で、もうほとんどの対策が行われております。例

えば雨水幹線、これは市に関係ある六つの川ですけど、占部川とか上地新川、広田川とか

伊賀川とかずっと六つの川、これも河川の修復は完了ですね。それからポンプのほうにつ

きましては、中島、針崎、福岡、大樹寺、これ雨水ポンプ設置完了。それから今年度は乙

川水源の改修ということで、大西大平乙川水源とポンプの新設ということで上げています

けど、六名の雨水ポンプは上がっていません。だから、それを計画に入れてもらって、推

進状況のチェックをしなければこれは進まないんじゃないかなと思って。もう 6 年もたち

まして、まだいまだに用地買収ができないような設計ができていないような、そんな内容

では今後危ぶまれるんだと。もう本当に、命に関わるような内容ですよ。皆さん、非常に

困ってるんだ。だから、そこら辺をきちっと進めていきたいと思います。以上です。

司会－ ありがとうございます。

上下水道局技術担当局長－ 技術担当局長でございます。先ほどから市長および土木建設

部長が答弁させていただきましたけれども、ともかく時間がかかっておる理由というのは、

六名地区の排水作業は本来は占部なんです。そこを流域を変更して矢作川のほうへ出そう、

これは非常に難しい問題でございました。だからそこを国交省および愛知県に協議をさせ

ていただきまして、やっと許可を得てきたという状況でございます。今年度は先ほど言い

ましたとおり、河川法に対する正式な許可の申請をする予定でございます。それから今後

の予定がどうかっていうことでございますけれども、これにつきましては先ほどまた同じ

ことになりますけれども、総合雨水対策計画を今年度来年度でもって策定致します。その

中でその位置付けを決めて、順位等も決めてまいりますので、その策定後またお知らせし

たいと思っております。以上でございます。

司会－ まだご意見も尽きないようでございますが、お時間が参りましたので、これをも

ちまして市民対話集会を終了させていただきます。最後に、市長のほうからよろしくお願

い致します。

市長－ きょうは夜遅くまで、皆さまがた本当にありがとうございました。実際にこうい

う場を設けまして、皆さまがたのお声を直に聞くことで得たもの、そうしたものを行政に

生かしていく、こういったことが重要であろうと思って昨年から始めさせていただいたわ
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けでございますけれども、それぞれの地域で、今まで私たちが思いもよらなかったことや、

また見落としていたこと、そうしたご指摘を全学区の市民の皆さまがたから頂きまして、

大変ありがたく思っている次第でございます。すぐ取り掛かれる問題、また法律的な問題

をクリアしていかないとなかなか手が付けられない問題、そして予算的にしばらく時間が

かかる問題あるわけでありますけれども、今日この機会にそういった問題を担当部局含め

まして、私たちが認識したということ、そのことが一番今日のこの会の意義のあることで

あろうと思っておりますので、どうぞ今後とも皆さまがた、お気付きの点につきまして市

のほうにご連絡いただきたいと思います。きょうは本当に夜遅くまでありがとうございま

した。


