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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３１日（木）午後７時３０分

場所：常磐学区こどもの家
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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。きょうは大変な暑さでございましたけれども、今も暑いん

ですけれども、こうして夜分にもかかわらずお越しいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。きょうの市民対話集会は第 14 回目となるわけであります。また、日ごろは本

市の市政運営に対して格別のご理解とご協力を賜っておりまして、あらためて感謝を申し

上げる次第でございます。本日のテーマは、一言で言いまして、これからの岡崎をどのよ

うにリードしていくかということでございます。これから映像もございますので、座って、

失礼致します。

さて、一昨年の市長就任以来、皆さまにお約束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、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ところであります。そして、昨年の 4 月には岡崎活性化本部

を立ち上げることができまして、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

を行政と連携して推進していただいているところであります。また、昨年の 7 月からスタ

ートしたこの市民対話集会につきましては、今年中には市内すべての学区を回りまして、

皆さま方のお声を直接聞かせていただく予定であります。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こちらから出向いて講演会を行ってきたわけでございます

けれども、それも今までに 40回以上行っておりまして、私の目指す本市の将来像について

のお話をさせていただいているところであります。今後も、もし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致します。

そして、選挙の一大争点でもあった市民会館につきましては、調査の結果、耐震強度に

ついての問題はなく、懸念されておりました音響の悪さ、座席の狭さというものも改修に

よってかなり解消され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

を決定した次第であります。そして、これは国や県と同様の対応であります。平成 28 年の

10 月には、この写真が完成予想図でございますけれども、市民の皆さまにも十分ご満足い

ただけるレベルの施設として、生まれ変わった市民会館をご披露できる予定となっており

ます。

また、もう一つの選挙の争点でございました岡崎市南部地域への総合病院の建設につき

ましては、選挙当時には、財政的な裏付けもないんですけれども、もう一つ市民病院を造

るといった無責任なプランがありましたけれども、おかげさまで学校法人藤田学園が岡崎

駅南土地区画整備の区域内に、これから 6 年先でございますけれども、平成 32 年 4 月の開

業を目指して大学病院を開設することが先般正式に決定したわけであります。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されることになりますし、さらに重

要なことは、市民病院の負担が軽減されることによりまして、市民病院の本来の機能が十

二分に発揮できるようになるという相乗効果があることです。

さらに、公約以外にも、それぞれの地域から頂きました要望や、国や県との調整が必要
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な事業につきましても、ただ今順次対応しているところであります。この地域におきまし

ては、以前から要望のありました箱柳岩中線の道路整備業務を現在進めているところであ

ります。また、近隣の県営グラウンドにつきましては、ただ今県から移管条件などにつき

まして最終的な検討を進めているところであります。本日の対話集会におきましても、よ

り多くの皆さま方からのご意見をちょうだい致しまして、今後の市政運営の参考とさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

このように、選挙公約をはじめとするさまざまな問題につきまして、現在一つ一つ着実

に進めてまいったところでありますけれども、選挙の際に特に市民の皆さまに強く訴えて

まいりました岡崎の歴史文化遺産と乙川・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と考えております。

そ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いますのは、決

してこれは私の個人的な思い付きではなくて、ここ 40～50 年にわたりまして、歴代の市長、

または議会関係者、商工会議所、各地域の商店街の皆さま方、あるいは市内各所において

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もあります。もしそのことを

知らないと言われる方がいるとすれば、本当に岡崎市民ですかと聞いてみたくなるほどポ

ピュラーな話題でもあります。私は昨年からこれまで、カヌーに乗って伊賀川から乙川頭

首工までを回ったり、また、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

地視察を行ったりしてまいりましたけれども、河川周辺には素晴らしい自然景観が広がっ

ておりまして、それが今まで放っておかれたものだとは、信じられない思いでございます。

私たちが子どもの頃の乙川や矢作川というのは、もっと親水性のある楽しい所であった記

憶がございます。そこで、今回のリバーフロント計画におきましては、これまでのプラン

を踏まえた上での検討を岡崎活性化本部にお願いしますとともに、先ほど申し述べました

市民対話集会や各種講演会などを通じまして、私自身も多くの市民の皆さま方と率直な意

見交換を行ってきたところであります。殊に昨年の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、2500 人のかたがたからイラストや作文に

よるさまざまなアイデアを頂くことができました。そういっ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提言書が岡崎市に提出されたわけ

です。岡崎と致しましては、その提言を受けて、乙川リバーフロント地区整備基本方針と

いうものを策定して公表するとともに、それを実現していくために、私を会長とした岡崎

市乙川リバーフロント推進会議というものを庁内に設置致しまして、重点施策などについ

て組織を横断しての検討を進めているところであります。今後は官民の緊密な連携を基に、

この基本方針に基づいて一つ一つ具体的な施策をスピード感を持って実施していきたいと

いうふうに考えております。

それでは、本年度に入ってより具体的になってまいりました乙川リバーフロント地区の

整備基本方針の内容について説明させていただきます。まず、橋の整備についてでありま

す。私が当初言っていたツインブリッジ計画というのは、昭和 2 年の建設以来、80 年以上
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が経過して老朽化が進んでおります殿橋と、東岡崎駅の正面に架かっております明代橋の

二つを、架け替え工事ということを前提として、県が工事を行う際に十分なフリースペー

スを持った岡崎にふさわしい新しい橋として整備していきたいというものでありました。

しかし、その後、殿橋の管理者であります愛知県との協議によりまして、昭和 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になりまして、さら

には、活性化本部から、殿橋は日本土木学会の近代土木遺産に指定されており、昭和の形

というものを後世に残す意義は大きい。こういった提言も頂きました。そして同時に、籠

田公園の南の中央緑道の延長線上に当たります乙川に新しく人道橋を建設することが望ま

しい。こういった提言も頂きましたので、そういったものを考慮致しまして、現在殿橋に

つきましては、来年度までを目標に、橋梁の管理者であります愛知県と共同で近代土木遺

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。また、明代橋に

つきましても、今後改修に向けて同様な調査が行われる予定となっております。今皆さん

に見ていただきまして、向かって左側の上が、これは昭和 2 年の殿橋が開通するときの記

念式典ですけれども、ブラスバンドではなくて、神主さんたちが雅楽で先頭を歩いている

わけです。時代の流れかと思います。それから、向かって右側のほうは、皆さんの席から

見ても、橋の橋脚に大きなひびが入っていることが見えると思いますけれども、こういっ

たものをこれから補修していただくということになっております。

次に、人道橋の整備につきましては、東岡崎駅から伝馬通・康生地区への新たな人の流

れというものを作って、それを岡崎公園までつなげていく導線の始まりとすることができ

ます。また、人道橋の架設と併せて中央緑道も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を、南北を結ぶ一つのまとまったイベントゾーンとして利活

用することが可能となります。他にも、通勤・通学時間の殿橋・明代橋の混雑解消にもつ

ながりますし、橋の外観を木調で造れば、額田の木材を積極的に使用して、また、この木

部の取り換えを行うときに、伊勢神宮のようにこれをイベント化することもできる。この

ようにも考えております。さらに、せっかく橋を造るわけですから、いざというときに車

両が通行できるような強度も確保しまして、南海トラフ巨大地震などの災害時には緊急輸

送車両が十分通れるような橋にしたいというふうに考えております。このように、多くの

可能性に富んだこの新しい人道橋は、中心市街地の活性化のためにもぜひ実現したいもの

だと考えております。

次に、数あるリバーフロント計画の中で、私のオリジナルのアイデアであります徳川四

天王の石像の設置につきましては、岡崎の歴史と石工業の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というものを伝え、ふ

るさとに対する愛着と誇りをはぐくむための新たな岡崎の精神的なシンボルとなるように、

立派な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、橋のたもとが狭く、県による橋の架け替えそのもの

が先送りになることから、新人道橋や中央緑道などの設置場所として検討する必要がある
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わけでありますが、四天王像そのものは早いうちに制作に取り掛かりたいというふうに考

えております。また、岡崎と同じく、徳川家康公を誇りとしている静岡市や浜松市には駅

前に立派な家康像があるわけですけれども、生誕の地と言っている岡崎にはそれがないわ

けであります。こんなことを皆さまも一度は耳にしたことがあろうかと思います。そこで、

岡崎が徳川家康公の生誕地であるということを強く印象付けるべく、名鉄東岡崎駅のしか

るべき場所に家康公の若い頃の姿を模した像を設置したいと考えております。家康公は、

幼少期を除けば桶狭間の戦で敗れて戻ってきた 19歳から 29 歳までの青年期を岡崎で過ご

したわけですし、その時代に名前を徳川、そして家康というふうに変えたわけであります

ので、躍進する岡崎のイメージをそれに重ね合わせまして、若々しく躍動感のある家康の

像と四天王像を誕生させたいと考えています。また、この家康の像は岡崎の玄関口を長く

飾るものとなりますので、制作にあたりましては、私たちだけが単独で行ってしまうので

はなくて、市内のライオンズクラブやロータリークラブなどの各種団体の皆さまをはじめ、

広く市民全体にもご協力を呼び掛けたいというふうに思っております。これは決して強制

的に行うものではなくて、子どもさんが「あの像を作るために僕のお小遣いも使ったんだ

よ」、そういった心を大切にしたいと思うからであります。

そして、河川空間のライトアップについての指摘は、すべての計画の中で最も重要なも

のでありまして、最も早く実現できる可能性のある事業であると考えております。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、専門家の知恵をお借りしまして、

堤防上や河川敷、橋などの場所による明るさ、色のめりはりも考えまして、さまざまな照

明器具を使って、近くの建物や、また動植物に対する影響も考えて進めてまいりたいと思

っております。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

うものはガラッと様変わりする。このように確信しております。河川空間につきましては、

大変市民の皆さま方の要望の高い犬を遊ばせることもできるドッグラン、遊歩道、ランニ

ングコース、そして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さんたちが

安全に水遊びのできるスペースというものを設けるなど、河川敷および水面を多面的に使

えるような施設整備を進めてまいります。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、水域と使用期間のすみ分けを考えながら実用化していきたいというふう

に考えております。また、本年度内にカヌーやドッグランなどにつきましてもさらに実証

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いては、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。これまでも個別の活性化対策は

ありましたけれども、このように総合的な対応を考え実行しこうというのは今回が初めて

のことであります。

そして、この地域の一番重要なものは岡崎城であるわけでして、この岡崎城が近年の調

査によって大変な宝の山であることが分かったわけです。日本で 4 番目の城郭の規模を誇

る大きなお城であります。日本 100 名城の一つでもあります。また、この城は徳川家康公
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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。

その代表が家康公誕生の際の産湯がくまれたとされる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、これまでは外側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、水をくみ上げて、観光客や市民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あります。水質検査の結果、水は飲んでも大丈夫

ですけれども、鉄分とマンガンが多く、決しておいしくはないそうです。しかしながら、

この水が家康公と三河武士を育てたのです。また、天守閣は戦後に再建されたものであり

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いう

ことでした。こういったことを意外と岡崎の市民は知らないわけです。私も今回調べるま

では知りませんでした。この写真は岡崎城の天守閣の北側にある堀でありまして、城の防

御を考えて、これだけ湾曲した堀は大変珍しく、さらに、石垣で造られている堀としては

現在日本でここだけにしかないものだそうです。さらに、天守台の石垣につきましては、

これは見て左側のものでございますけれども、逆反りになっているわけですけれども、こ

れは決して手入れ不足ではらんでいるのではなくて、防御のためにこのような形状になっ

ているわけでありまして、これも戦国期の野面積みという名前の特徴の一つであります。

現在この逆勾配が見られますのは全国でも岡崎城と岡山城、それから延岡城という偶然に

も岡の字が付く三つのお城と、彦根城の一部に見られるということでありました。これか

らはこういった歴史的な由来というものをしっかりと掘り起こして、明確で統一性のある

案内掲示にしていきたいというふうに考えております。今回、この岡崎城の調査で分かっ

たもう一つの驚くべきことは、この岡崎城を現在の姿にした田中吉政という人は、加藤清

正とともに豊臣の大阪城を築いた人でありますので、この岡崎城には、徳川の本拠地であ

りながら豊臣の大阪城の形状が幾つも見られるということでございましたので、しっかり

とそういったものを PR していきたいと思っております。そしてまた、こういった計画を発

表致しますと、すぐに「また中心市街地か」といった声を聞くわけですけれども、決して

中心街のことばかりを考えているわけではなくて、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ないわけでありますので、これらの施策を推進することでまず中

心市街地を活気づけ、特にお城があるわけですから、さらにその活気を市内の全域に広げ

ていきたいというふうに考えております。岡崎には家康公ゆかりの大樹寺や、ご当地滝山

東照宮をはじめとした国の重要文化財に指定された建造物が、名古屋よりも多い 13もある

わけです。このことも意外と岡崎市民の皆さんは知らないわけでありますけれども、さら

には、全市には京都よりも多い神社仏閣があるといわれております。これからは、こうい

った市内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いでいただきました皆さま方に快適な時間を過ごしていただくた

めの環境づくりが必要であると考えます。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、秋には神戸や横浜と並んで日本三大ジャズストリートと称されます岡
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崎のジャズストリート。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出初め式。さらに、地元滝山寺の鬼まつりなど、岡崎

の誇る季節ごとのイベントやお祭りを十二分に活用していくことも必要であると思います。

そして、外からお見えのお客さまに満足感を抱いてお帰りいただくための鍵となりますの

が、まずはおいしい食べ物、そして興味を引く催しや施設、魅力的なお土産、そして岡崎

ならではのサービスの四つであります。これらの課題をクリアするためには、市民の皆さ

まや商店街のかたがたのお力添えが必要となるわけであります。そして、これらの課題に

つきましては、岡崎まぜめんや、きょうからブドウ狩りが始まりましたけれども、子ども

たちのブドウ狩りや地元のジネンジョといった食べ物に加えまして、プロのジャズマンや

愛好家に岡ジャズといった愛称で親しまれております岡崎のジャズ。そして、この 6 月か

ら家康公役を青年のイメージの役者に変更して、新たな活動態勢を整えました葵武将隊や、

先日登場しましたワルザえもんとオカザえもんといったさまざまな要素を活用して、アイ

デアに富んだおもてなしを市内全体で展開してまいりたいと考えておりますので、皆さま

方の一層のご協力をお願い申し上げます。

さらに、来年の 3 月には最新の学説に基づいたリアルサイズの恐竜のモニュメントが東

公園に出現致します。間もなく市役所の東庁舎とりぶらにおいて小型のモデルの展示をさ

れますけれども、本物のほうは取りあえず子ども動物園の時計塔の北川の広場前に設置致

しますが、将来的には家族全員で、動物園ともども十二分に楽しんでいただけますよう、

森の中に物語性のあるジオラマ風の展示として見ていただくようにしようと考えておりま

す。そういった多様な岡崎独自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

要となってまいります。そこで、岡崎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、スマートホ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して、自ら先頭に立って市街へ出向いて観光 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つもりであります。幸いし

まして、明年の平成 27 年は家康公没後 400 年、さらに、翌年の平成 28年には本市の市政

施行 100 周年と歴史的に大変大きな節目の年が続きますので、これを絶好の機会として捉

え、観光産業都市岡崎を PRしてまいりたいというふうに考えております。しかし、このよ

うにお話を致しますと、あたかもこれからの岡崎は観光だけで進んでいくのかと思われる

方が見えますけれども、決してそうではございません。今後も岡崎の豊かさの基盤という

ものはモノづくりであるということにいささかも変わりはありません。そのモノづくりに

対しましても、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、岡崎がこれか

らさらなる発展を続けていくためには、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というふうに思っているわけであります。よく外か

ら言われますけれども、岡崎にはよそから見ると本当によだれが出そうなうらやましいも

のがいっぱいあるんだと。私たちは今までそれを十分に生かしてこなかったわけでござい

まして、これからはしっかり活かしたいというふうに思っております。そして、モノづく
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りについて見ましても、企業視察などを通じて、岡崎にお越しいただくための企画として

活用してまいりたいと考えております。いわゆる産業観光であります。私自身、この冬に

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

の技術の融合によって規則正しく車が作られてくる様子は、大人が見ていても大変興味深

いものがありました。私は今まで知らなかったんですけれど、同じラインで同じ車が、単

一の車が作られていると思ったんですけれども、種類の違う車が次から次に、車両ロボッ

トに載せられて部品が来まして、それによって種類の違う車が同じラインで作られている

のを見て本当に驚きました。さらに 5 月には、私の高校時代の友人が今アメリカの大学で

教えているわけですけれども、その友人が 5 月に日本に戻ってまいりまして、ビジネスス

クールの学生たちを連れてまいりましたので、まずトヨタ自動車の工場見学、それととも

にこの岡崎にも参りまして、そのときに本市の産業についての説明もさせていただくこと

ができました。こういったあらゆる機会を岡崎を PRするための絶好の機会として活かして

いくために、これから企業関係者の皆さまや商工会議所のかたがたにもさらなるご協力を

お願い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まして、魅力ある水辺空間の整備が誘客のきっかけと

なれば、四季を通じて観光客が岡崎におみえになるようになりますし、そうすれば、かね

てから望まれております岡崎への新しいシティーホテルの誘致にもつながるというふうに

考えております。このシティーホテルにつきましては、前市政の施策を継承致しまして、

太陽の城の跡地へ誘致したいというふうに考えておりますけれども、民間企業がそれぞれ、

なかなかそろばん勘定がシビアになりまして、そのため次善の策と致しまして、民間ホテ

ルと併せて、観光交流スペースや直販のコーナーを含む川の駅、ホール、会議所などのコ

ンベンション施設を造りまして、そしてまた、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とした公共施設の整備というものも考えております。もちろん、

ホテルが単独で出てきてくれるということになればそれが一番いいわけですけれども、次

善の策も考えてあります。なお、事業の全体像が決定するまでの間は、この土地はリバー

ベースとしての暫定利用や、リバーフロント整備時に必要となる工事ヤードとしての物品

を置く場所としての使用も考えております。さらに、シティーホテルがホテルのほうから

ぜひ岡崎に進出させてほしいと思わせる土台づくり、環境づくりというものが必要ではな

いかと思っているところであります。それが私が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、本日私が目指しております岡崎の将来像についてご説明しましたけれども、これ

から10年20年が経過したときに、「そういえば、あの頃から岡崎は変わってきたんだよね」、

こんなふうに市民の皆さんから言っていただいて、振り返っていただける、そんな始まり

の 1 年に今年はしたいというふうに考えております。今後も市民の皆さま方の声を積極的

にお聞き致しまして、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、そんな夢の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
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いりますので、皆さま方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、私の話を終了

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－ ご質問等につきましては、対話集会の最後に質疑応答のお時間を取らせていただ

きますので、次に進めさせていただきます。

それでは、地域の要望等について事前に頂いておりますので、常磐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。

常磐学区代表－ 本日は常磐地区において市民対話集会の開催、ありがとうございます。

内田市長の丁寧で分かりやすい説明により、シティープロモーション戦略が大変よく理解

できました。リバーフロント構想をはじめ、これからの事業の完遂に期待しております。

また、JR 岡崎駅南地区土地区画整理事業区内に藤田保健衛生大学病院の誘致は岡崎市の医

療環境の拡充であり、岡崎市民の望むところであります。内田市長の人徳と決断力による

ものと、敬意を表するものであります。ますますの岡崎市政のご健闘を期待しております。

さて、常磐学区におきましては、たくさんの文化財を抱え、滝山寺本堂、三門、鎌倉時

代の仏師運慶・湛慶作の聖観音菩薩三像をはじめ、多くの仏像彫刻や天下の奇祭、三河中

に春を告げる滝山寺鬼まつり、また、家光創建、日本三東照宮の滝山東照宮等、歴史的文

化価値の高い国・県・市指定文化財が数多くあります。常磐学区と致しましては、これら

を地域活性の中心に置き、広く世間に常磐をアピールして、自立する地域社会づくりをし

たいと思っております。

聞くところによりますと、東名高速道路の青木橋付近にスマートインターチェンジの設

置を岡崎市において要望されているということでありますが、国、高速道路会社との協議

を含め、設置計画の進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。さらに、常磐学区の思いは、

名称について滝山寺スマートインターチェンジを要望するものであります。これらは自立

できる地域をつくる効果のある起爆剤になると思っておりますので、ご回答をよろしくお

願い申し上げます。以上です。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答のほうをよろしくお願い致します。

市長－ ありがとうございました。この滝山寺というのは、私にとりましても子どもの頃

から大変親しんでいるお寺でございますし、また、1000 年以上の歴史があるお寺というこ

とで、これからの観光岡崎を作っていく中で大変重要なポイントとなる所であるというふ

うに考えております。これからもどうぞよろしくお願い申し上げたいと思っております。

さて、今ご指摘いただいたスマートインターチェンジの設置についてでございますけれ

ども、現在東名高速道路にアクセスできますのは岡崎インターチェンジの 1 カ所しかない

わけでありまして、アクセスが不十分な状態であって、このままでは利便性の向上や地域
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の活性化の効果が図れないことから、その対策と致しまして、本市におけるスマートイン

ターチェンジの必要性ということは、県会議員の方からも指摘されておりますけれども、

大変重要なものであるというふうに思っております。特に北部地域におきましては、これ

までも滝山寺をはじめ、歴史的・文化的な観光資源の豊富な地域として知られているわけ

でございますけれども、現在、阿知和地域に新たな産業拠点となる工業団地計画が進行し

ております。まさに、ご要望のようにこの地域にスマートインターチェンジができれば、

高速道路へのアクセスが向上し、その結果さらなる産業基盤、雇用促進、観光振興、観光

客の増加など、多大な効果をもたらすことは明らかであります。ご指摘のとおり、市内各

所の幹線道路で発生しております交通渋滞につきましても、市内から高速道路にアクセス

する交通が分散することも考えられますので、その副次的な効果というものも期待される

わけであります。新東名高速道路が平成 27 年末に開通致しまして、東名高速道路の慢性的

な渋滞が解消されて、高速道路を通過する交通量も大きく減少することが予想されますこ

とから、スマートインターの設置につきまして、昨年度末に国・県・警察・中日本高速道

路株式会社をメンバーとする勉強会を立ち上げまして、今具体的な検討を進めているとこ

ろでございます。スマートインターチェンジの設置に至るまではまだまだ解決しなければ

ならない課題が多くございまして、引き続き関係機関とも緊密に連携しながら、設置に向

けての調査・研究を進めてまいりたいと思っております。

それから、スマートインターならびにインターチェンジの名称でございますけれども、

これは地元の要望で、例えば新東名のほうでも、額田インターとかといろいろな名が挙が

ったわけでございますけれども、結局高速道路というものは機能の施設でございます。そ

の機能ということから考えますと、日本全国から来たかたがたがその名前を聞いて、今自

分がどの辺を走っているかということが瞬時に分かるような名前でないとこの機能という

のが果たせないわけでございまして、残念ながらインターチェンジとかスマートインター

の名前そのものは大体 NEXCO が主導で決めていくわけでございまして、その場合からいき

ますと、今度新しくできます新東名のインターチェンジも、岡崎東インターというような

名称になるわけでございます。これは決して岡崎だけのことではなくて、日本全国でそう

いった統一ルールの中で進められているわけでございます。しかし、そうかといって、私

たちも高速道路を造るために協力をしているわけですから、やはり地元をアピールしたい

わけでございまして、インターチェンジに付けられないとするならば、高速道路が通って

いるトンネルとか橋には地元由来の名前を付けてほしいということで、そのほうはだいぶ

協力いただけるように、ご理解いただけるようになっているというふうに思っております。

以上でございます。

司会－ ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

常磐学区代表－ よろしくお願いします。
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司会－ ありがとうございました。それでは、引き続き常磐東学区の代表の方、お願い致

します。

常磐東学区代表－ 少子化対策について提案・要望をさせていただきます。常磐地区にあ

る 3 校の小学校のうち、常磐東小学校は平成 26年度現在、全校児童数 51 名という小規模

校となっております。現在は辛うじて複式学級は免れていますが、この先は、今のままで

は児童数が増える見通しは全くありません。よって、遅かれ早かれ複式学級になる可能性

があります。さらに進めば、廃校という問題も生じてくるかもしれません。ここ 10 年間の

児童の数の推移は、平成 23 年度は 63 名。24 年度は 53 名。25 年度は 50 名。本年度は 51

名。27 年度から 31 年度は、あくまでも見込みの数になりますが、27 年度は 48 名。28 年

度は 46 名。29 年度は 44 名。30 年度は 42 名。31 年度は 40 名。このような現状を打破す

るために、今どんどん増えている空き家を有効活用できないかと考えます。岡崎市からの

補助により、空き家の持ち主には家を貸しやすくし、また、児童や幼児の居る家族や、こ

れから子どもを産もうという夫婦には優先的によい条件で借りやすくするというものです。

また、小規模な市営の集合住宅を何カ所かに造っていただき、そこに都市部から移り住ん

でいただくというような方法もよいかと思います。いずれにせよ、常磐東学区のような中

山間地にとっては、小学校の存在はその地域の文化の要というような意味合いを持ってい

ますので、小学校の活性化は何よりも欠かすことのできないことだと思います。今のよう

に過疎化が進み、若い人がどんどん居なくなれば、地域は荒れ、いったん災害が起きれば

取り返しのつかない規模の被害が出ることも予想されます。地域の保全という意味からも、

少子化・過疎化対策は早急に行っていく必要があると思います。どうかその点を考慮して

いただき、何か改善を図っていただきたいと切に願います。どうぞよろしくお願い致しま

す。以上です。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答のほうをよろしくお願い致します。

市長－ ありがとうございます。地域の将来のことを真剣に考えておられる様子がうかが

えたわけでございますけれども、この少子化対策につきましては、ご当地だけではなくて、

岡崎の郊外地域住んでおられる方からは一様にこの少子化対策のことについてご指摘を頂

いているわけでございます。現在、愛知県下におきましては、南知多町や美浜町におきま

して、この空き家の有効活用と定住促進によります地域活性化を図るための物件情報と、

登録と提携を行う空き家バンク制度というものがあるわけです。本市としましては、額田

地区における活性化対策・定住促進対策として、民間団体と自治体が協力して設立致しま

した愛知県交流居住センター、こういうものと連携して空き家の情報提供を行いまして、

短期滞在から本格的な移住まで、さまざまな田舎暮らしを交流・居住と位置付けまして、
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交流・居住を希望する都市側の住民を受け入れる山間地域とのマッチングを行っているわ

けでございます。先日 NHK のテレビを見ておりましたら、九州の竹田市のことでございま

したけれども、大都市で生活している若い人が農村地域に行って、今度からは農業をやっ

て生活をしていきたいという方がお見えになりまして、農業を全くやったことのない人で

すから、その人に対して、地元の農業に従事している方がご指導いただけるようなご協力

も頂いておるところでございますけれども、私たちも今言ったようなシステムを利用しま

して、こちらに来たいという方にはなるべく的確な情報を出したいというふうに思ってお

りますけれども、いざその方たちが見えたときには、地元でも何とか外から見えた方を温

かく迎え入れていただくような対応を取っていただきたいとお願い申し上げます。また、

今後につきましては、地元の協力によりまして、もし空き家情報を積極的に岡崎市のほう

に頂ければ、市としてもさらにこの情報を有効に活用して、住宅施設全体の中で研究して

まいりたいと考えております。

それから、もう一つは小規模な市営住宅の設営ということでございましたけれども、本

来市営住宅というものは、低所得者層の人たちを対象とした、困窮する世帯に対して公共

でそれを賄っていくといったものでございまして、中山間地域の人口促進にこれを使うと

いうのは、なかなかなじまないところがあるわけです。平成 24年度に平成 27 年度時点で

の市営住宅の必要戸数というものを算定しておりまして、その結果では必要戸数を充足し

ておりまして、現在はなかなか新たな市営住宅を造るということはできないという状況に

なっております。もっとも、だから何も要らないということではございませんので、もし

いい方法がございましたら、まだぜひ市役所のほうに教えていただきたいと思っておりま

す。

司会－ ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

常磐東学区代表－ 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、最後に常磐南学区の代表の方にお願い致し

ます。

常磐南学区代表－ 私の要望と致しましては、常磐南学区として常磐南小学校がございま

すが、去年までは生徒さんが 40 名ぐらいだったんです。それで、今年になっていきなり

56 名ということになってきています。この後 2 年先には恐らく 110 名、その 2 年先には 150

名というふうに膨らんできています。それで、常磐南学区のこどもの家の増築をお願いす

ることについて、低学年の生徒がかなり膨らんできますので、スペース的にちょっと狭い

かなと思っております。できたらそれを増築、スペース的にはありますので、もしくはプ

レハブ等で横に造っていただきたいと思っております。いろいろ法律があると思いますけ
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れど、それを何とか考慮して、努力していただきたいということでございまして、私たち

常磐南学区民の子どもを持つ親として、何分市役所のかたがたには、増築のほうをお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答のほうをよろしくお願い致します。

市長－ ただ今ご指摘のありました常磐南学区のこどもの家につきましては、これは平成

4 年の 4 月 1 日に開館致しまして、現在まで学区の子どもさんたちの安全な居場所、遊び

場所として、学区の住民の健康づくりの場としても活用されているわけでございます。市

内 42 学区のすべてにこういったものが設置されているわけでありますけれども、レクリエ

ーション室、造形図書室などがその中にはございまして、地域住民の人口や児童数に関係

なく、42館はすべてほぼ同じ広さというふうになっているわけでありますが、こどもの家

を利用する児童が多い地域、また、昼間に留守家族となる児童の居場所と致しまして、下

校時から利用する児童の多い常磐学区と根石学区は昨年度に造形図書室を広げる改修工事

を実施したところでありまして、本年度は井田学区と六ツ美西部学区で同様の工事を行う

予定であります。先ほど、40 が 60になって、100になって 150ということを申されたわけ

ですけれども、今の岡崎市の想定としては、増えることはもちろん考えていますけれど、

そこまでの増加ということは考えていないわけでございまして、現時点でどうかと言われ

ますと、今担当部局では、常磐南学区のこどもの家も拡張してという予定はないわけです。

なお、本市におきましては、放課後の児童の居場所確保の対策と致しまして、学区こども

の家で放課後子ども教室事業を進めておりまして、常磐地域においては常磐学区と常磐東

学区で実施しているところでございます。指導員を 2 名配置致しまして、地域のかたがた

の参画を得て勉強やスポーツ、地域住民との交流活動などを行うものでありまして、現在

15 館のこどもの家でこれを行っているところでございます。平成 31 年度までにすべての

学区でこういったものを実施してまいりたいと計画しておりますので、どうぞご理解いた

だきたいと思います。常磐南学区におきましては、近年児童数が急速に増加しているわけ

でありますけれども、市のほうとしては、今後このことも十分考えてまいりたいというふ

うに思っております。宿題をしたり、読書などでくつろげる図書室の畳のスペースを増や

したり、かばんを置くロッカーの不足につきましては、地域のご意見を頂きながらまた今

後対応してまいりたいと考えておりますので、取りあえず、これでご理解いただきたいと

思っております。

司会－ それでは、ただ今の質問につきましてはよろしかったでしょうか。

常磐南学区代表－ はい、ありがとうございます。これからよろしくお願いします。
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司会－ ありがとうございました。それでは続きまして、市政に関する市長提案も含め、

市政全体に関するご意見をちょうだい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でお願い致します。

それでは、ご質問のある方は挙手のほうをお願い致します。せっかくの機会ですので、

ご質問のある方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく挙手のほうをお願い致します。

はい、それでは奥の方。

市民Ａ－FM岡崎の件について少しお聞かせ願いたいと思いますけれども、今 FM 岡崎が 24

時間放送可能になっておりまして、この辺はどうやら FM 岡崎の電波が届かないらしくて、

だからこの常磐地区というのは、1 日 1時間聞き漏らすだけで年間 365 時間、24時間とも

なりますと、もう 8000 から 9000 時間、同じ市民でありながら情報不足になるのですけれ

ども、その辺のことをちょっとご説明していただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは回答を。

市長－ 担当部局のほうでお答え致します。

広報課長－ 広報課長の宮本と申します。いつもお世話になっております。

今ご質問のように、FM 岡崎というのは聞ける区域というのが岡崎市全域ということでは

なくて、どちらかというと南部方面のほうははっきり聞こえるんですが、こちらの北部方

面はちょっと聞き取りにくいというのが現状であります。ただ、これを補うために、一つ

の方法としましてはインターネットですね。例えば携帯電話とかスマートホン、そういっ

たものをお持ちの方は、インターネットでサイマルラジオとかリッスンラジオというのが

ございます。そういったものをダウンロードしていただきます。ダウンロードって難しい

言葉になるかもしれませんが、そういったものを携帯電話またはスマートホンで聞けるよ

うな操作をしていただくと FM岡崎を聞くことができるものですから、そういった方法も取

り入れていただくことによって、FM 岡崎を聞くことができます。携帯電話またはスマート

ホンをお持ちでないご年配の方はなかなか難しいこともあるかと思いますが、そういった

方法でお聞きいただければというふうに思っております。よろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。

はい、どうぞ。今マイクをお持ちしますので、少しお待ちくださいませ。

市民Ｂ－ 年に 2 回草刈りを、多分毎年どこの町内もやっていらっしゃると思うんですけ

れども、何せ山なんで、山刈りみたいな感じになっていますね。今週の頭に、ちょっとど
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うしてもひどいという形で、場所をどこが管理しているかというところを聞いて、市が管

理している道路ののり面とかっていう所があるんですけれど、そこを年に 2 回僕らがやっ

ているんですけれど、ちょっと危ないと。それで、生えている植物も、アカシアっていう

トゲトゲがすごく鋭いやつがいっぱいありまして、そこを何とか市のほうでもう少し、年

に何回か刈ってくれないかという相談をしたんですが、きょう連絡をたまたま頂まして、

そこまで、要は人が踏み入らないような所までは予算がないと言われまして、でも、もう

ちょっと何とかできないかっていうところですね。他のもうちょっと山を下った所とかは

地域の方が和気あいあいとできるような感じでしょうけれど、こっちだとクレームが多発

して、若い世代の人が多いんで、「なんで、俺らがここまで」っていう不満も最近出始めて

しまったんで、草を刈ってくれとまでは言わないんですけれど、除草剤など年に 1、2回ま

いてくださるだけでも違うのかなと思います。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。

副市長－ 今のご要望を一度検討させていただきますので、よろしくお願い致します。

司会－ 他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。まだ少しお時間がございま

すが、いかがでしょうか。

それでは、ご質問も尽きたようでございますので、最後に内田市長からごあいさつをお

願い致します。

市長－ きょうは夜遅くまで本当に熱心に、ご苦労さまでございました。きょうのこの機

会で皆さま方にご指摘いただいた件につきましては、また部内でしっかり議論させていた

だきますし、何よりも、きょうは各担当部局の責任者が直接こちらに参って皆さま方のご

意見をお聞きしたということ、その問題をわれわれが共通認識として捉えたということ、

このことが一番大事なことであろうと思っております。努力してお金の手当てさえすれば

すぐできますことと、そしてまた、法律的な問題があって、しばらく時間をかけないとな

かなかうまくいかないことがありますけれども、これからまた、しっかりそういったもの

も忘れずに対応していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。そ

れからまた、質問といっても、今は大勢の前でなかなか手を挙げて言えないと、大勢の前

で言うわけにはいけないという問題がございましたら、私どもはまだしばらく残っており

ますので、個別で皆さま方にご要望がございましたら、また私どものほうにお申し付けく

ださい。きょうは本当にどうもありがとうございました。


