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平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年８月６日（水）午後７時００分

場所：福岡学区市民ホーム
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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。

一同－ こんばんは。

市長－ 市長の内田康宏でございます。本日は大変厚さ厳しい中、夜分にもかかわりませ

ず、この第 15 回目となりました市民対話集会にご参加いだきまして、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、ご協力を賜っており

ますことに、あらためて感謝を申し上げたいと思います。本日のテーマは、一言で申しま

して『これからの岡崎市をどのようにリードしていくか』、こういうことでございます。

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、私学助成の拡充や、ワクチン接種に対する補助などにつきまして

は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ございます。そして昨年の 4 月

には、これもお約束でございましたけれども、民活の形として岡崎活性化本部を立ち上げ

ることができました。これは民間ならではのアイデアを生かした、思い切った町おこしを

ただ今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 月からスタート致しましたこの市民対話集会につきましては、

今年中には市内全ての学区を回りまして、市民の皆さまの声を直接お聞かせしていただく

予定となっております。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もこ

ちらから出向いて講演会も、これまでに 40 回以上行ってきたところであります。私の目指

します本市の将来像についてのお話をさせていただいてきました。こうした出張講演会は、

今後もご要望があれば応じてまいりますので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の存続についてでございますけど

も、調査をしました結果、耐震強度に問題がなく、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

長寿命化するということを決定させていただきました。こうした対応というのは、国や県

と同じ姿勢であります。平成 28 年の 10 月には、市民の皆さま方に十分、ご満足いただけ

るレベルの施設に生まれ変わった市民会館をご披露できる予定でございます。

ただ今見ていただいておりますのが、リニューアルオープン時の市民会館の予想図でご

ざいますけれども、舞台は少し広がっております。そしてまた、苦情の多かった冷暖房機

の騒音というものも、これは抑えるように手配しております。先ほど申しましたように、

座席の狭さ、クッションの悪さというものもリニューアルする予定でおります。色調もこ

うした大変落ち着いた様相になりますので、十分これはご満足いただけるのではないか、

このように思っているところであります。

また、もう一つ本市の争点でありました岡崎市南部地域への総合病院の建設につきまし
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ては、選挙当時にはもう一つ市民病院を造るといった、市の財政能力をあまり考えていな

い無責任なプランというものも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理の区域内に、平成 32年 4 月の開院を目指しまして大学病院を建設す

るということが、先日正式に決定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、大きく是正されることになります。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

うになるということであります。また、「失敗は常にみなしごであり、成功には複数の親が

名乗り出る」ということが言われますけれども、今回のこの件につきましても、昨今さま

ざまなデマ情報が出ておりますけれども、このたびの計画は市役所と藤田学園の間で極秘

裏に進めてきたところであります。この種の問題というものは、中途で外に情報が漏れま

すと妨害工作を受けることがありましたので、慎重の上にも慎重な対応をしてきょうまで

行ったわけでありますことを、どうぞご理解いただきたいと思います。

さらに公約以外のことにつきましても、それぞれの地域から頂きました個別の案件要望

や、国や県との調整が必要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、現在浸水対策と致しまして、占部川や砂川の改修をはじ

め、平成 30 年度の上地新川の供用開始を目指しまして、福岡雨水ポンプ場の整備を進めて

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からご意見を頂

戴致しまして、今後の市政運営の参考とさせていただきたいと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。

このように、選挙公約をはじめとするさまざまな課題について、一つ一つ着実に進めて

まいったつもりですが、選挙の際に特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』としての町づくりにつきまして

は、これからが本当の正念場であるというふうに考えております。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、決して私の個人的な

思い付きで言い出したことではなくて、ここ 40、50 年に亘って歴代市長をはじめ議会関係

者、商工会議所の皆さま、各地域商店街のかたがた、あるいは市内各所で市民の話題にな

ってきた岡崎市政における重要課題の一つであります。もしそれを知らないとすれば、本

当に岡崎市民なのかと問いたくなるほどポピュラーな話題であると思っております。

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の方まで回ったり、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、現地視察を行ったりしてまいった

わけですけれども、河川周辺には素晴らしい自然的景観が広っておりまして、こうしたも

のが今まで放っておかれていたことが信じられないような思いでありました。本当にもっ

たいないなという気がしたわけであります。

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

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

どを通じて、多くの市民の皆さまと率直な意見交換を行ってきたところであります。殊に



4

『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。そうしたさまざまな機会で頂いた意見を集約し、今年の 2 月には岡崎活性化本部か

らの提言書という形で岡崎市に意見書が出されたわけであります。岡崎市では、その提言

を受けまして、『乙川リバーフロント地区整備基本方針』というものを作成致しまして、こ

れを公表するとともに、それを実現するために私を会長と致しました『岡崎市乙川リバー

フロント推進会議』を庁内設置致しまして、重点施策などにつきましては、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、官民の緊密な連携のもとに、その基本

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現していきたいというふ

うに考えております。

それでは、今年度に入りましてより具体的にな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きまして説明させていだきます。まず、橋の整備についてであります。

私が当初言ってきました、選挙以来言ってまいりました『ツインブリッジ計画』というの

は、昭和 2年の建設以来 80年以上が経過し老朽化の進んでおります殿橋と、東岡崎駅前の

正面に架かる明代橋の架け替え工事というものを前提として、県が工事を行うときに十分

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新しく整備したい、こうい

うものでありました。しかしながらその後、殿橋の管理者であります愛知県との協議によ

りまして、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

いうことになりました。さらに活性化本部からは、殿橋は日本土木研究会の近代土木遺産

に指定されておりまして、『昭和の意匠を後世に残す意義も大きい』という提言とともに、

『籠田公園の南の中央緑道の延長線上にあたる乙川に、新しく人道橋の建設を行うことが

望ましい』、こういった新たな提言を頂きましたので、これらを考慮して、現在殿橋につい

ては来年度までを目標と致しまして、橋梁の管理者である愛知県と共同で、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の調査が行われる予定であります。

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

ものを作り、それを岡崎公園までつなげる導線の始まりとすることができます。また、人

道橋の架設に併せて、中央緑道を再整備しますが、この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つながる南北エリアが、南北を結ぶ一つのまとまったイベントゾ

ーンとして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

調にすれば、額田の木材を積極的に使用し、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と考えております。さらに、せっかく橋を造るわけですから車両が通

行できる強度を確保しまして、もし南海トラフ巨大地震などの災害が起きたときには、こ

の橋を緊急輸送用車両が通れるような橋として活用できるようにもしておきたいというふ

うに考えておるところであります。このように、多くの可能性に富んだこの新しい人道橋
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には、中心外市街地活性化のためにも、ぜひ実現したいというふうに考えておるわけであ

ります。

次に、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でもあります

徳川四天王の石像の設置につきましては、岡崎の歴史と岡崎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を伝え、よ

り深いふる里に対する愛着と誇りを育むための、新たな岡崎の精神的なシンボルとなる立

派な像を造りたいと、このように考えております。しかし、殿橋の四隅配置という当初の

アイデアは、橋のたもとを調べましたところ、たもとの空間というものが狭く、県による

橋の架け替え工事そのものが先送りになるということがありますので、新人道橋や中央緑

道などの空いている空間に置いてはどうか、こういう再検討をする必要があると思ってお

ります。しかしながら四天王像そのものについては、なるべく早いうちに制作に取り掛か

りたいと考えております。名人・名工というかたがたが健在なうちに、なんとかこれを彫

り上げておきたいというふうに思うからであります。

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共に駅前に立

派な家康像があるわけですけれども、「生誕の地と威張っている岡崎にはそうもいうものが

何もないじゃないか」、こういった声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、岡崎が徳川家康公生誕の地である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、家康公の若いころの姿を模した像を設置したいというふうに考えており

ます。家康公は幼少期を除きますと、桶狭間の合戦で敗れた 19 歳から 29 歳までの青年期

を岡崎で過ごしたわけですので、躍進する岡崎のイメージと重ねて、若々しく躍動感のあ

る家康像と四天王像を誕生させたいというふうに考えております。家康像は岡崎時代に元

康から家康に、松平が徳川へと改名しているわけでありますから、まさに本当の意味で徳

川家康は岡崎で誕生したと言えるわけであります。また、この家康像は岡崎の玄関口を長

く飾るものとなりますので、制作にあたっては市内の全てのライオンズクラブや全てのロ

ータリークラブなど、各種団体の皆さまを始めと致しまして広く市民全般にもご協力を呼

び掛けたいというふうに思っております。これは決して強制するというものではなく、た

とえ少額であったとしても「あの像のために僕のお小遣いも使ったんだよ」といった心を

大切にしたい、このように思うからであります。そうした真の意味で岡崎市民の象徴とし

たいわけであります。

そして河川空間のライトアップにつきましてのご指摘は全ての計画の中で最も重要であ

り、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。つい先だってもこの

実証実験をやってきたところでありますけれども、この照明の装置にあたりましては、た

だ単純な照明の連続ではなくて、専門家の知恵も借りまして堤防上や河川敷、橋などの場

所によります明るさとか色のメリハリを考え、さまざまな照明器具を用いるとともに、近

くの建物や動植物に対する影響というものも考慮していきたいというふうに考えておりま

す。夜間の乙川の河川空間が明るくなるというこのことだけで、岡崎の雰囲気、イメージ
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というものはガラッと様変わりする、このように確信致しております。

河川空間については、その他にも市民の要望の高い遊歩道だとかランニングコース、サ

イクリングロードに加えまして、先進国の大都市に行くと必ずあるドッグラン、そして親

水公園として子どもが水遊びのできるスペースを設けるなど、河川敷、および水面を利活

用できるための施設整備を進めて参りたいというふうに思っております。先ほどの動画で

見ていただきましたとおり、私たちが子どものころというのは、乙川というのはもっと親

水性のある楽しい場所であったわけでございます。なるべく早くあれを再現したいという

ふうに思っております。本年、実験的に行いました遊覧船や手こぎボート、カヌーについ

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おります。

また、今年度内にドッグランにつきましては、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つきましては、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一くくりにして再整備していくこ

とが重要であると考えます。これまでも個別の活性化策というものはあったわけでありま

すけども、このように総合的な対応は今回が初めてでありますし、そうでなくては私は効

果がないというふうに考えております。そして、この地域の一番重要な場所であります岡

崎城はできるだけでありますけれども、近年の調査によりまして、この岡崎城というのが

実に日本で 4 番目の城郭の規模を誇る大きなお城であるということが判明したわけであり

ます。また、このお城は日本 100 名城の一つでもあります。また、徳川家康公生誕の城と

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いるわけであります。

その代表が、家康公生誕の際の産湯がくまれたとされる、お城の西側にあります『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

のものであったわけですけれども、現在井戸としての機能を回復して、水をくみ上げるこ

とができるよう手当てをしておりまして、市民や観光客の皆さまに水に触れていただける

ようなものにするようにしたいというふうに思っております。

この間水質検査を致しましたら、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、決しておいしいものではないそうです。しかしながら、この水が家康公や三

河武士を育てたのです。また、天守閣につきまして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 NHK によく出ておみえの、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って、歴史的な価値が非常に高いも

のであるということでありました。ちなみに三浦先生は、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。この写真は、岡崎城の天守閣の北側の堀でありますけ

れども、城の防御を考えまして、このように馬てい形に湾曲した堀というものは大変珍し

く、さらに石垣で造られた堀としては、現在日本で残っているのはここだけだそうであり

ます。

ここの場所は、お堀には『青海堀』という名前が付いております。

さらに天守台の石垣でありますけども、左の写真見ていただいて分かりますとおり、忍
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び返しのようになっておりませんで、逆反りになっておるわけであります。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、これも戦国期の城の特徴の一つであるそうであります。現在この逆勾配、『野

面積み』と呼ばれますけれども、これが見られますのは岡崎城と岡山城、延岡城という偶

然にも『岡』の字の付く三つの城と、彦根城の一部で見られるということでありました。

こうしたことは岡崎市民も意外と知らないことでありますので、これからはしっかりとこ

うした歴史的な由来をしっかりと掘り起こして、明確で統一性のある案内表示をしておき

たいと思います。

それからもう一つ付け加えますと、これは私も三浦先生とお話しするまで知らなかった

わけでありますけども、徳川の本拠地である岡崎にありますこの岡崎城というのは、なん

と、豊臣秀吉が造った豊臣の大阪城を小型化したようなお城であると。こういうことも判

明しとるわけでありまして、大変皮肉ではありますけれども、なかなか面白いというふう

に思っております。このような計画を発表すると、「また中心市街地か」といった声をよく

聞くわけでありますけれども、歴史上中心地に元気のない国や、地域が栄えた前例はない

わけであります。これらの施策を推進することによりまして、まず中心市街地を活気・元

気づけて、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思っております。

しかし、最近私の住んでおります康生近辺では、逆に、「どうして最近南ばっかりよくす

るんですか」って、こういった質問をよく受けることがあるということも付け加えておき

たいと思っております。

岡崎には大樹寺や地元の上地八幡宮だとか、土呂天満宮をはじめとしました、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もあります。さらに全市には京都よりも

多いと言われる神社仏閣があるわけですけれども、けれどもこういった宝が今まで十二分

に活用されてはきていないわけであります。

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

ぶための仕掛けだとか、四季を通じて岡崎に観光にお越しいただける皆さまに快適な時間

を過ごしていただくための環境づくり、こういったものが必要となります。もちろん、市

民の皆さまにこれも楽しんでいただけるわけでございます。

また、春の桜まつりや家康行列、夏の花火大会や蛍、そして秋には神戸・横浜に並んで

日本三大ジャズストリートと言われます『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、12 月 26 日でございますけど、家康公生誕祭の開催。

また、見て楽しいショーアップした消防の出初め式など、岡崎の誇る季節ごとのイベント

やお祭りというものも活用していくことが重要だと考えます。

そして外からおみえのお客さまに対しては、満足してお帰りいただくためにまずおいし

い食べもの、それから興味を引く催しや施設、そして魅力的なお土産、岡崎ならではのサ

ービスのこういった四つの要素が必要であると考えます。そしてこれらの課題につきまし

ては、『岡崎まぜめん』や、これからシーズンを迎えます駒立のぶどう狩りといった食べも
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のに加えまして、今南部のほうではイチゴも今作っておみえになりますので、将来的には

このイチゴ狩りも加えたいというふうに考えております。それからプロジャズマンや、愛

好家たちに『岡ジャズ』といった愛称で親しまれております、先ほど申し上げました岡崎

のジャズ、そしてこの 6 月から家康公役を、青年期のイメージの役者に変更して、新たな

活動体制を作りました『葵武将隊』や、先日登場致しました『ワルザえもん』と『オカザ

えもん』といったさまざまな要素も活用致しまして、アイデアにとんだおもてなしを市内

全域で展開したいというふうに考えておりますので、皆さま方のより一層のご協力をお願

い申し上げたいと思っております。

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。これはある篤志家の寄付によるものでありますけれども、今回は

とりあえず子ども動物園の前の、時計塔の北側の広場前に設置致しますけれども、将来的

にはジオラマ風の展示を予定しておりますので、これは合成写真でありますけどもこんな

イメージで、東公園の東名高速道路の東側にあります今緑地帯があるんですけども、そこ

に遊歩道だけができてあるんですけども、現在あまり使用されてないですけども、その遊

歩道の両際に恐竜が自然に生息して負ったイメージを再現していまして物語性のあるジオ

ラマ風の展示で、子どもさんから大人まで楽しんでいただきたいというふうに考えており

ます。そのように多様な岡崎独自の観光資源を生かしていくためには、しっかりとした観

光 PR も必要となってくるというふうに考えております。

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』の作成だとかスマ

ートホン向けの観光アプリ『岡さぽ！』の開発なども行っております。そういうものを使

いまして積極的な観光案内を行ったり、また私自身もトップセールスと致しまして、自ら

先頭に立ちまして他の都市やお祭りの場所などに出掛けまして、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内外に発信しているところであります。幸いにしま

して、明年平成 27年には家康公没後 400 年。これは久能山東照宮が建立されまして、家康

公が神様になられてから 400年ということでございます。さらにあくる年の平成 28 年には

本市の 100 歳の誕生日、市制施行 100 周年と歴史的にも大変大きな節目の年を迎えますの

で、こうしたものを絶好の機会として、『観光産業都市岡崎』をというものを PR してまい

りたいというふうに考えております。

しかしこのようなお話をすると、これからの岡崎はあたかも観光だけを推進していくの

かと思われる方がおりますけれども、今後も岡崎の豊かさの根源というのはこれは『もの

づくり』であることに変わりはないわけであります。ですから今後もこのものづくりに対

しましては、しっかりと力を注いでいくわけですけれども、岡崎がさらなる発展を遂げる

ためには、岡崎の持っております宝を生かした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ていきたい、このように考えているわけであります。

そして、ものづくりにつきましても企業視察などを通じて岡崎にお越しいただくきっか

けとして活用してまいりたいというふうにも考えております。いわゆる『産業観光』であ
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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

が、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、これは大人が見ていても決して飽きることのない興味深いものでありました。さ

らに今年の 5 月には、アメリカの大学で現在教べんを執っております、私の高校時代の友

人がその大学のビジネススクールの学生たちを連れて日本を訪問致しまして、トヨタ自動

車の工場見学とともに本市にも訪れましたので、岡崎の産業につきましても説明を議会で

行わせていただきました。

こうしたあらゆる機会を活用しての岡崎の PR ということが今後必要になってくるわけで

ありますけども、こうしたものを推進していくためには企業関係の皆さま方や、商工会議

所の皆さま方にもさらなるご協力をお願い申し上げたいと思っております。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を行うことによりまして、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

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ております。シティーホテ

ルにつきましては前市政の政策を継承致しまして、太陽の城跡地への誘致を目指しており

ますが、民間企業のほうはなかなかそろばん勘定がシビアであります。そのため、次善の

策として民間のホテルと併せて、観光交流スペースや産直コーナーを含む川の駅など、ホ

ールだとか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検討してまいりたいというふ

うに思っております。もちろんそれは次善の策でございまして、どこかの大きなホテルが

出て来てくれるといえばそれが一番いいわけであります。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のときに

必要となります工事ヤードとしての使用も考えておるところであります。逆に、今申し上

げましたとおりシティーホテルのほうからぜひ出させてくださいと、言わせるように土台

づくり、環境づくりというものが今の岡崎には必要であると思っています。それが私のイ

メージする『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、あの頃から岡崎は変わったんだよね」、

こう言って市民の皆さんから喜びをもって振り返っていただけるような、そんな始まりの 1

年に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し

まして、その声を市政に反映させながら、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『夢ある次の新しい岡崎』に向けまして、これからも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－ ただ今の提案説明に対して、対話集会の最後にまとめて質疑応答の時間を取りま
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すので、その際にご発言をお願い致します。それでは先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、上地学区の代表の方に要

望内容を発表していただきます。

上地学区代表－ どうぞよろしくお願いを致します。まずは始めまして、このような市民

対話集会を企画いただきまして、直接市民の声をお聞きいただく機会を設けていただきま

したこと、大変ありがとうございます。上地学区を代表して、先ほど市長の提案説明にも

ありました岡崎市が誘致を致しました藤田保健衛生大学病院への交通網の整備についてお

伺いしたいと思います。岡崎市の南部に住むお年寄りは、岡崎市民病院への通院は交通の

便が悪いことからタクシーの利用となり、経済的に大きな負担となっております。岡崎市

が藤田保健衛生大学病院を岡崎小学校西に誘致をいただき、平成 32 年に開院の予定とのこ

とで、南部住民にとって大変明るいニュースとなりました。誠にありがとうございます。

しかし、誘致をした病院は東海道線より東部の住民にとって、直線距離では大変近い距離

ではありますが、交通は不便な地であります。この病院へ自家用車で行く場合、東部の住

む者が自家用車で行く場合、北回りですと国道 248 号線、県道岡崎刈谷線、市道福岡線を

通ることとなるわけです。南回りでいきますと、国道 248 号線、県道衣浦岡崎線、県道岡

崎碧南線と大変大回りとなります。東海道線より東部の利用者の利便向上のために、病院

開業時までに国道 248 号線から西にまっすぐに伸びます市道若松線が整備されますと大変

便利になります。ぜひ、県道岡崎幸田線から駅南土地区画整理事業での整備区間までを病

院が開業致します平成 32 年末までに整備をお願いしたいと思います。

この間は 623 メートルとわずかな距離であります。市道若松線の県道岡崎幸田線以西が

開通をするということは、県が現在施行をしております砂川の改修も JR線路下が完成する

ことになります。砂川上流域の住民は、大雨警報が発令されるたびに砂川が氾濫するので

はないかと不安な生活をしております。市道若松線の開通は、私たちが岡崎市を通じまし

て県に早期改修を要望をしております砂川の洪水問題の解消にもなります。岡崎市は砂川

の早期改修を図るためにも、JR 線路下の砂川改修は、市道若松占用地を仮架道として利用

するというふうに伺っておりますので、市道若松線の岡崎幸田線から西側の事業促進をぜ

ひお願いをしたいと思います。

次に、岡崎の南部地域にはバス路線も少なく、東西に走るバス路線はありません。藤田

保健衛生大学病院の開院に合わせ、南部地区の高齢者のために JR 岡崎駅、新設をされる病

院などを巡回するまちバス路線の新設などを併せてお願いをしたいと思います。以上でご

ざいます。よろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。それでは市長、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。まず、最初にさっき一つ、私言い忘れまして、今回の
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病院事業の決定につきまして地元の岡崎駅南都市区画組合整備事業の組合の皆さま方をは

じめとしまして多くの方のご協力を頂きまして、そのおかげでこの案件が実現にたどり着

けたわけでございまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。

今ご指摘を頂きましたとおり、市民病院に行かれる場合、地元の方が「片道タクシーで

2500 円から 2800 円、毎回掛かるんだよ」、こういう声をお聞きしたことが何度もあるわけ

でございまして、今度病院ができて、本当にそのことを良かったなと思い出すわけでござ

いますけれども、ただ、今ご指摘いただきましたとおり、地域によってはまだ直線距離で

は近くても、なかなか病院まで行き着くのに時間がかかるという方があるのは事実でござ

います。病院へのアクセス路線となります若松線につきましては、土地計画道路和田線を

起点に区画整理区域を横断して、主要地方道岡崎碧南線、さらに県道岡崎幸田線と接続し、

国道 248 号線を結ぶ、ここに延長約 2キロの都市計画道路があるわけであります。

この整備は今年度碧南線までを事業認可を取得致しまして、来年度以降工事に着手致し

まして平成 30 年度の供用開始を予定しておるところでございます。これ、画面上の赤い部

分でございますけれども、それから先の、岡崎碧南線から岡崎幸田線などにつきましても

砂川の河川改修と同調し整備を進める予定でありますけれども、県や JR との協議を行いま

して用地買収を平成 30 年度から進め、買収面積約がこれが 630平米もあるわけであります。

建物等の補償と神社とアパートを含めまして 18 軒が対象となりますので、これらのかたが

たにご了解を得て事業を進めますので、少し時間がかかるわけでございますのでご理解い

ただきたいと思っております。病院開院までには間に合いませんけれども、重要路線とし

ての認識はちゃんとしておりますのでこれからも引き続き努力をしたいというふうに思っ

ております。

そして、もう一つ県施行でございますけれども、砂川の改修でございますが、現在平成

20 年の 8 月末豪雨災害によります床上浸水対策特別緊急事業が、平成 28 年の 3月の完成を

目指して進められておるところであります。岡崎市と致しましても床上事業の完了後も引

き続き上流に向けて改修が継続されるように県へ要望してまいりたいというふうに考えて

おります。その結果、県からは引き続いて上流改修を行うというふうに聞いておりますの

で、現在そのために必要な設計業務などを進めていただいているところでございます。

そして最後ということでございますが、ご指摘のとおりバス路線についてですが、大学

病院は多くの市民の皆さま方のご利用が見込まれる施設でありまして、開院時にはなんと

か公共交通としてのバス運行を完成させたいというふうに思っております。しかしながら、

土地区画整理事業や道路整備の状況によりましては、なかなかタイミングでできるかどう

かっていうのがちょっと確約申し上げるところがあるわけでありますけれども、新たなバ

ス路線の開設の可能性などにつきましては、地域の皆さまのご意見を十分にお聞きしなが

らバス事業者と協議してまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞご理解いた

だきたいと思います。以上です。

司会－ ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。
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上地学区代表－ はい、どうもありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは、引き続き福岡学区の代表の方にお願い致し

ます。

福岡学区代表－ 福岡学区を代表して、要望を説明させていただきます。砂川・占部川遊

水池、およびその周辺の活用方法についてでありますが、砂川、いわゆる占部川の拡張工

事、および遊水池工事、これも順調に進んでおり安心しております。それと併せて今お話

がありました、岡崎市が誘致していただいた藤田保健衛生大学病院、これは南部住民が待

ちに待って本当にありがたいお話です。ここ福岡学区も早期の開院を望むものであります。

しかしながら、われわれは前から、かねてお願いしている砂川の堤防沿い、福岡郵便局か

ら広田川、これの遊歩道化と、砂川、および現在建設中であります占部川の遊水池、これ

を運動公園にぜひともお願いしたいなということであります。この遊水池が運動公園にな

れば、子どもから高齢者まで健康志向も高まり、そこの中で安心・安全で健康が図れると

いうことがありますので、重ねて要望致します。以上です。

司会－ ありがとうございます。それでは市長、よろしくお願い致します。

市長－ はい。ただいまご質問いただきました砂川・占部川の遊水池を活用して運動場と

して活用できないか、使えないかということでございますけれども、今日ジョギングや散

歩、さまざまなスポーツを楽しむために健康志向も年々高まりを見せておりまして、特に

身近で健康増進のできる環境整備につきましては、市内の各地域から強く要望いただいて

いるところであります。その中で岡崎市と致しましても、この砂川・占部川の遊水池は平

坦で広い空間を有する非常に魅力的な場所の一つであるというふうに考えております。先

日も庁内でこの問題を議論したわけでございますけれども、基本的には遊水池は遊水池と

して造った場所でございますので、特に最近のようにゲリラ豪雨が発生する状況を考えま

すと、そこでスポーツを楽しんでいただいたり、小さな子どもさんが遊んでおるときに集

中的な、局地的ゲリラ豪雨のために水が流れて来たときに危険ではないかと、こういう意

見もあったわけでありますけれども、それはまれなことでありまして通常は開いているわ

けでありますから、なんとかこれが使えるようにならないか、こういった意見を申し上げ

たところでございます。現在、砂川と占部川とともに河道拡幅工事を進めておりますけれ

ども、これが終わりますと流量もさらに多くなるわけでありまして、さらに遊水池へ流れ

込む回数も増えるということが予想されるわけでありますので、やはり担当部局としては

そんなことを心配するわけでございます。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、

今後遊水池へ流れ込む状況だとか、頻度、堆積土砂を調査した上で、広場としてこの場所
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がなんとか使えるようにならないかということは検討してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。以上です。

司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

福岡学区代表－ はい、どうもありがとうございます。ぜひ検討してください。

司会－ ありがとうございました。

寺田副市長－ 副市長の寺田と申します、よろしくお願い致します。砂川の堤防の遊歩道

化ということもご要望としていただいたかと思いますが、この遊歩道でございますが、幅

員 3 メートルほどでご整備をいただくわけでございますが、何ていうんですかね。今、玉

川の辺でしたかね、までを、あの周辺を整備していただいているわけでございますが、安

城幸田線から、北側の市街地の堤防については安全な歩行者空間が確保できるということ

で、前向きに検討させていただきたいと思うんですが、南につきましては今、犯罪とかそ

ういったことが多くて、遊歩道化となりますとやはり、明かりがどうしても必要じゃない

のかなと思うわけでございます。そういったこともありまして、南側の、県道から南側に

つきましては、家屋も少なく防犯灯を立てるということも、堤防でございますので、河川

管領の堤防でございますので難しいということで、県道から北側の遊歩道化ということで

検討させていただきたいとこのように思っている次第でございます。

寺田副市長－ これが安城幸田線でございまして、ここから北。これ、こちらから北にな

ります。北側を遊歩道化ということで検討させていただきたいと、このように思っている

次第でございます。ここから南のほうですね、こちらについてはちょっと防犯街路灯、そ

ういったものの設置が難しいということで、ちょっと今の段階では見合わせたい、このよ

うに考えている次第でございます。

－ 街路灯が。これ、点々が街路灯ですか。

－ はい。

－ 街路灯がない？

－ はい。

寺田副市長－ はい。点の所が今、街路灯を表示してるわけですが、ご承知のとおり遊水
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池の近辺については街路灯がないということで、防犯上もやはり適地ではないのかなとい

うことで、ちょっと見合わせたいと、このように考えておる次第でございます。

福岡学区代表－ 分かりました。ぜひ、上だけ国道ができて、それで、ああ、みんながい

いなと。また要望が下も欲しいよねっていう話があれば、またそのときにまた検討してい

ただければ、幸せかなと思います。よろしくお願いします。

寺田副市長－ はい、ご要望として承っております。

司会－ ありがとうございました。続きまして、市政に関する基調提案も含め、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。発言の前に学区と名お名前をお

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、ご意見のある方、挙手をお願い致します。どう

ぞ。

市民Ａ－ 大変忙しい中、市長にはありがとうございます。私は JR 岡崎駅西の環境整備に

ついてお伺いしたいと思います。それで、ちょっと先ほどの件で、藤田学園の件で一緒に

なる点があるかと思いますけれども、岡崎市南部地区は JR 線を挟んで 2次救急に対応した

救急病院がなかったが、5 月 29 日、先ほどの市長のあれにもあったように、藤田衛生大学

病院がこのたび岡崎小学校の西側に建設が決まり、南部住民や、また医療関係者からも歓

迎の声が上がっておったと思いますが、市長さんはじめ関係者の方が非常にご苦労なさっ

たとかなと思います。ただ、大学病院が来ることで JR 駅西、東側はきれいになっておるん

ですが、交通環境の整備がまだ十分ではないということで、現状は車の止める所が少ない

んですね。それで、ロータリーの部分といえば歩道橋がないことから、ロータリーの周辺

を横断する方が非常に多いんですわ。非常に私たちも何度かそういう面に遭遇して、危険

を感じているのが現状であります。また、大学病院が開業後はさらにバスや車、人が増え、

危険の増大が予想されますので、駅西の再開発、および整備を、今後の動向をぜひお聞か

せ願いたいなと思いますけど、よろしいでしょうか。

司会－ はい、お願い致します。

市長－ ありがとうございます。ご指摘のとおり JR 岡崎駅の西側は、大変広々としておる

わけでありますけれども、真ん中に大きなモニュメント、建造物がございまして、そのた

めに車からの乗り降りがぐるっと回りながら行かなければなりません。そのために、車が

それぞれ。これが調べてみましたら、1 台の車が大体送り迎えのときは 30 秒から 1 分ぐら

いですけれども、迎えのときには、随分長くなってしまうということでございます。また、
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真ん中にモニュメントがあるために、そういう混雑を避けるためにモニュメントの向こう

側で停車して、電車を利用される方を降ろして、その方が広い所を横断して行くわけでご

ざいますけれども、そのときに大変危険だという声を私も聞いてるわけでございます。こ

こに来る前に部内でいろいろと検討したわけでございます。せっかく造ったモニュメント

でございますから、これを取っちゃうというわけにはいきませんけれども、随分広く取っ

ておりますので、あの部分をもう少し活用しまして道路の部分を広げたりして、もう少し

皆さま方に利用のしやすい空間にできないかということを一つ考えております。それから

もう一つ、あの部分には明確な横断歩道の設置されておりませんので、公安委員会と相談

の上で、一番効果的で安全な場所にきちんとした横断歩道を設置できないだろうかと、こ

のようにも今検討しておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。

市民Ａ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。続きまして、はい。じゃあ、そちらの。

市民Ｂ－ 今、岡崎駅の話が出ましたので東口のほうの問題についてもちょっとお願いを

したいと思っております。東側のほうは岡崎駅の表玄関のような形にはなっておったんで

すけども、それが名鉄バスのターミナルがあるとか、そういうようなことで東側が旧市街

地につながっておったということで、整備が図られてきたわけですけども、ただ、この南

部地区というのは、やはりマイカーの保有率が高い所でありまして、さらに住宅が、新た

に移住して来た皆さん方の居住している場所っていうのが、駅から大体 2、3 キロ先と、そ

ういうような所の住宅地の方が割と多いわけです。その方たちはもっとも自動車でマイカ

ー通勤する人が多いんですけども、その家族の人が通学・通勤をするときにどうしてもマ

イカーで駅まで送迎すると、そういう状況があります。そのときに駅まで来ますと、ター

ミナルのエリアが狭いために車の停車する場所がマイカーの送迎する、待ってる場所が足

りなくて、いつもピーク時になりますと、もう皆さん困ってるわけです。二重停車になっ

たり、また、その中でも通過交通もあるんです。通過交通があそこを通るようにしたのが

大体間違いだと思うんですけども、そういうのもあります。ですから、それで、現在岡崎

駅の乗客数っていうのは、1日平均で片道 2 万 1000 人だそうです。2 万 1000 人、信じられ

んぐらいの数字で、これは東岡崎よりも上回ってしまったということを聞いてます。そう

いう状況の中で、乗り降りをしておるわけですけども、これは、これからもどんどんまだ

この地域の人口が増えておりますので、まだまだ乗用車で送迎する人たちが増えること間

違いないと思います。そのために、10 年、20年先というふうに先ほどもお話ししてました

けども、その先のほうを考えたときにこのターミナルエリアがどうなるかということを心

配するわけです。大体が今のターミナルエリアでは、とてもあと数年たったらもうパンク

状態。現在既に入り口から渋滞をしておると、そういう状況があります。
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ですから、このターミナルエリアをどうしても拡大、広げてもらう必要があると思うん

ですけど、場所としては今は私どもはずっと見てるもんですから、ここをするしかないだ

ろうというのが、今、小広場になっておる、前の自転車置き場の跡ですね、まずそこをや

はりターミナルエリアに取り込んでもらわないといけないだろうと思います。

それからさらに、その南側にもマスターブランでは交流拠点とかいうようなエリアがあ

りますけども、これもやはり岡崎駅という大きな 38 万中核市の玄関になるような場所です

から、これからの観光でお客さんを呼ぼうというようなときに、ここへ入って来た人が、

やはりこれでは岡崎市ってみすぼらしいとこかと、いうようなことを言われないようにす

るためにも、岡崎駅の整備はぜひすべきだと思います。それで、今の拠点広場、交流拠点

ですか、そのスペースの所はやはりパークアンドライドのための有料の立体駐車場をそこ

に造っていただいて、駅に隣接した場所はやはり駅に使うということが将来のためにも絶

対必要だというふうに私考えておりますので、ぜひ市長さんにはイニシアチブを取ってし

っかり地域の機関を説得していただいて、そういうふうに岡崎駅の発展を考えていただき

たいと思いますが、ご意見いかがでしょうか。

司会－ ありがとうございました。

市長－ 結論から申し上げますと、僕と意見が似てます。ただ、市役所の中には今までの

都市計画というものがございまして、それを全く無視して次に進むということがなかなか

容易ではないということがございますので、また今後はしばらく議論の余地があると思っ

ております。いずれに致しましても現在名古屋に行くにあたりまして、名鉄を使うよりも

JR を使ったほうが時間的距離は短いので、ますますこれからも JR の利用率は高くなると思

います。地元の皆さま方のご協力によりまして区画整理事業が進みまして、これから地域

の希望というのは大変大きくなってきているわけでございますけれども、ご指摘のとおり

あそこの車の乗り降りというのは本当にあそこのネックになっております。

私は子ども科学館というのがあったときに、それは結局やめたわけでございますけども、

これは地元で大変評判が悪いということを聞かされまして、今ですら大変な混雑してるの

に、そんなさらに渋滞する要因となる施設をどうするんだっていうことでやめたわけでご

ざいますけれども、その跡地は先ほどご指摘いただきましたとおり交流拠点ということで、

基本的には公営用地ということで今位置づけて準備をしとるわけであります。先日も部内

で話をしましたときに、何かイベントをやるときにこの場所は使えるようにぜひしたいと

いうことで言われましたので、私としては先ほどおっしゃられたとおり、ここはやはり駅

前の機能を充実させるためのものとして使って、もし仮に 1 年に何回かそこをイベントと

して使いたいというならば、そのときだけ特別に貼り紙をして場仕切りって、そういうふ

うに使ったらどうだということを今言っとるわけでございます。ただ、部内でいろいろと

議論は残っているわけでございますけれど、そういう検討を内部ではしとるということを
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ご理解いただきたいと思います。

それから当面の問題でありますけども、もう既に一応ロータリーが造られまして、車の

動線というのは決まってしまっておるわけですけれども、先ほどおっしゃられましたとお

り、送りで来る方は割と短時間で降ろしてスッと行かれるわけですけれども、お迎えにみ

えた方が 10分、15 分と待っていることがあるわけでありまして、それが渋滞の要因となる

わけですし、さらに加えて通過交通の車まであの中へ入っちゃってます。地元に住んでみ

える方はここに行くとまずいということはよく分かるのでそういうことはないんですけれ

ども、たまにあそこを通った人、特に夜間なんか来ちゃうと、それが分からなくて中に入

ってしまうっていうことが特に渋滞に輪をかけていると思うわけですけども、その点のこ

とがよく分かるような、この道を直進致しますと渋滞の可能性ありとか、そういう明確な

表示を当面行いまして、将来的にはもう 1 回ロータリーの形状というのは見直しせざるを

得ないだろうというふうに思っております。

そして、また部内でちょっと抵抗が多いですけども、できたら先ほどご指摘のとおり、

交通拠点用地にも、やっぱりこれ使わないと全部使うというわけにはいけないかもしれま

せんけど、ある程度使わないと、あそこを効果的な形にはできないんじゃないかなと、僕

は個人的に考えておりますので、これからまたしっかり部内で協議してなるべくいい方向

に持って行きたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは。はい、じゃあどうぞ。

市民Ｃ－ 生産緑地を行っております耕作してない農地に対しての草刈りについてお伺い

したいと思います。上地学区は土地区画整理事業により開発をされた住宅地として発展し

ております。しかし、以前の農地、山林が非常に多くあったことから、現在も住宅地の中

に農地は見受けられます。生産緑地として指定されている所が、上地学区の中に大小含め

27 カ所ございます。ところがこうした農地を数年にわたり、世代交代も含めまして耕作を

していない実績のない所が雑草園のように見受けられる所が多くあります。住みよい環境

づくりからかけ離れた空き地に雑草が生い茂っているのが現状です。お聞きするところに

よりますと、空き家、空き地の対策は全国自治体の共通の課題であり、国のほうでも法制

化を向けた動きがあるそうです。岡崎市におきまして、市の条例化を進め適切な指導をし

ていただき、住民の住みよい環境を守るためにも代執行を含めた敏速な行政の対応をお願

いしたいと思います。以上です。

司会－ ありがとうございました。それではお願い致します。

中安副市長－ はい、どうもありがとうございました。副市長の中安です。生産緑地です

けれども、先ほどご質問ありましたように、これはそもそも農地が持っております緑地の
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機能、これを計画的に保全をしていこうということでございますので、生産緑地法第 7 条

第 1 項で、使用または収益をする権利者に対して農業経営、これを義務付けているわけで

す。しかし、残念ながらこの法律は罰則規定はございません。ですから、先ほどおっしゃ

られたように草ぼうぼうにしていても罰則はないもんですから、そういうことをしている

ふらちな権利者の方がおられるんだと思います。これにつきましても法制化の動きもござ

いますけども、残念ながら今のところまだそういったことはでき上がっておりません。こ

れを市としてはどうしているかということですけれども、こういった管理が不十分な状態

になっている所、それはわれわれも非常に問題だと思っております。ですから地権者の方

に対して、適切に管理していだけるよう、耕作をしていただけるようそのつど指導してお

ります。残念ながら権利者がなかなか指導に応じていただけないケース、結果的に草ぼう

ぼうになっているケースというのもあるわけですけれども、私たち行政と致しましては地

方自治体責任を持っているわけですので、生産緑地において耕作放棄地が草ぼうぼうにな

らないように農業委員会と連携致しまして、農地として管理が適切に行われるように粘り

強く指導していきたい、こういうことを今私たちは行っていきたいと考えております。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他ご質問のある方いらっしゃいますで

しょうか。それでは、ご質問も尽きたようで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－ 本日は、本当に夜遅くまで暑い中ご苦労さまでございました。きょう皆さま方か

ら賜ったご意見の中で、色良い返事ができたものばかりじゃございませんけれども、きょ

うの一番意義というのは、皆さま方が抱えておみえになります問題を直接市の幹部を含め、

担当者がお聞かせいただいたということでございます。今すぐ対応できるもの、法的な問

題をクリアしないとできないもの、また、予算的措置をしなければできないものと多々あ

りますけれども、きょう皆さまからのご意見を直接聞かせていただきまして、私たちがそ

れを確かに認識したということ、このことが一番重要ではないかというふうに思っており

ます。これから、きょうの皆さま方のご意見をもとに致しまして、また、内部でしっかり

検討致しまして、できるだけ早く実現できるようにがんばりたいと思っておりますのでど

うぞよろしくお願い申し上げます。まだ、今この大人数の中で質問どうぞと言ってもたく

さん人がおる中ではなかなか言いにくい問題もあるかと思います。もし、そういう方がご

ざいましたら、私たちしばらく残っておりますので。また、担当の部局の者でも結構です

し、市長に一言だけどうしても言いたいことがあるという方は、ここにおりますのでまた

おいでいただけれどお聞かせいだきますのでどうぞよろしくお願い致します。きょうは本

当にどうもありがとうございました。


