
平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年８月２０日（水）午後７時

場所：東部地域交流センター（むらさきかん）
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司会－ 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、この夏の中でも格

別に暑さ厳しい中、第 16 回となりました市民対話集会にこうしてご参加をいただきまして、

誠にありがとうございます。また、日頃は、本市の市政運営に関しまして、格別のご理解

とご協力を賜っているわけでありまして、このことについても改めて御礼を申し上げます。

本日のテーマは、一言で言ったら、これからの岡崎をどのようにリードしていくか、こ

ういったことであります。

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

に優先順位というものを考えて、私学助成の拡充だとか、ワクチン接種に対する補助など

は、準備の整ったものから順番に手掛けてき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、市民の皆さま方の声を直接お聞かせいただく予定でおります。さ

らに、こうした市民対話集会だけではなくて、ご要望のあった各種団体や中学校などへは

こちらから出向きまして、講演会もこれまで 40回以上行ってきております。私の目指しま

す本市の将来像につきまして、そういった場で多くの方とお話をさせていただくことがで

きました。こうした出張講演会は、今後もご要請があれば、そのたびに応じてまいります

ので、どうぞよろしくお願い致します。

そして、市長選挙の一つの争点でありました、市民会館の存続につきましては、調査の

結果、耐震強度には全く問題がなく、懸念されておりました音響の悪さ、座席の狭さも、

改修によりまし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

化して使っていくことに決定致しました。そしてこれは、国や県の方針と同じであります。

平成 28 年 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として、新し

く生まれ変わった市民会館をご披露できる予定であります。今、皆さんが見ていただいて

いるのが完成予想図でありますけれども、舞台が少し広くなりまして、座席数は若干減り

ますけれども、一つひとつの椅子は、今よりもうんと立派で、ゆるやかに腰かけていただ

けるものになります。音響も、それから防音、外からの音が入ってくるという苦情もあり

ましたので、扉もしっかりしたものに致しますし、それから、空調の音が、クラシックを

やるときなどに大変苦になるということが言われておりましたので、空調関係も一新する

ことになっております。

また、もう一つの争点でもありました、岡崎市南部地域への総合病院の建設につきまし

ては、選挙当時には、もう一つ市民病院を作るといった、市の財政力をあまり考えていな

い無責任なプラン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 年の 4 月の開院を目指しまして、大学病院を建設すると
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いうことが、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というものも大きく是正されることになりますし、一番重要なことは、

市民病院の負担が軽減されることによりまして、市民病院が本来の高度医療に集中できる、

市民病院の機能が十二分に発揮できるようになるという効果があります。また、「失敗は常

に孤児であるけれども、成功には千の父がある」ということが言われますように、昨今、

この件に関しましてさまざまなデマが聞こえ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ことであります。この種の問題は、途中で外に

漏れますと、政治的な妨害工作を受けることもありますので、極力慎重な対応で進められ

てきたことでありますので、その点はご理解いただきたいと思います。

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

な事項につきましては、順次、ただ今対応しているところでございます。この地域におき

ましては、蓑川南部地区の区画整理事業による市街地整備や、藤川宿資料館を、今まで以

上に利用しやすい施設として改修を進めているところでもあります。

本日の対話集会でも、皆さま方から多くの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、選挙公約を始めとするさまざまな課題につきまして、一つひとつ着実に進

めているところでありますが、選挙の際に一番強く訴えてまいりました、岡崎の歴史文化

遺産と、乙川や矢作川の河川空間を生かした、観光産業都市としての岡崎、まちづくりに

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。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うのは、決して私の個

人的な思い付きで始めたことではありません。もう既にこの 40～50 年の間にわたりまして、

歴代の市長をはじめ、議会関係者、商工会議所、あるいは、各地域商店街の方々、また、

市内各地で市民の話題にもなってきた、岡崎市政における最重要課題の一つであるという

ふうに思っております。逆にそれを知らないという方があるとすれば、本当に岡崎市民な

のかな、こんなふうに思いたくなるほど、ポピュラーな話題でもあります。私は、昨年か

らこれまでに、カヌーに乗って、伊賀川から乙川の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、現地視察を行ったりしてまいりました

けれども、河川周辺には、今でも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ということが、逆に信じられない思いであります。もう本当にもった

いないことだなと思いました。河川空間というものを上手に利活用することによりまして、

岡崎はさらに魅力的な所になると信じております。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さらに検討を致しまして、岡崎活性化本

部にまた考えていただくということに致しました。私自身も、こう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と率直な意見交換を行ってきたところで

あります。殊に、乙川リバーフロントアイデアコンクールは、子どもたちから大人まで、

2500 名を超える方々から、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
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した。そうしたさまざまな機会に頂きまし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、公表致します

とともに、それを実現するために、私を会長と致しました、岡崎リバーフロント推進会議

を市役所内に設置致しまして、重点施策などにつきまして、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、官民の緊密な連携の下に、この基本方針に基づきまし

て、一つひと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、本年度に入りまし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ご説明させていただきます。まず、橋の整備について

でありますけれども、私は当初、ツインブリッジ計画というものを話しておりました。昭

和 2 年に建設されました、もう 80 年以上経過している老朽化した殿橋を、そして、また東

岡崎駅前に架かっております明代橋という、この二つの橋を、架け替えの工事があるとい

う前提の下で、県が工事を行うときに十分なフリースペースを持った、岡崎の顔にふさわ

しい橋として、新しく整備していきたい、こういう考えであったわけであります。今この

映っておりますのは、皆さまから見て左手の上のほうは、昭和 2年にこの橋ができたとき

の写真でございます。一番橋の前を歩いているのは鼓笛隊ではなくて、雅楽をやっている

人たちが歩いているというのが、時代を感じさせるわけでありますけれども、また、向か

って右手のほうは、この橋を架け替えるべきだという、一番私が根拠としております、橋

に、もう、はたから見ても分かるんですが、大きな亀裂がいくつも入っているわけであり

ます。そしてまた、皆さま方の左手の下のほうは、かつて岡崎の乙川がこんなふうに皆さ

まに親しまれる川であった、そういう写真でございます。今回、さらに活性化本部からは、

殿橋というものが、日本土木学会から近代土木遺産にも指定される、そういったことが言

われまして、昭和の意匠を後世に残すためにこの橋を維持していくべきだという提言も頂

きました。籠田公園の南の中央緑道という緑道がございますけれども、その延長線にこの

乙川があるわけですけれども、そこの位置に新しく人道橋を建設することが望ましい、こ

ういったアイデアも併せて頂いたわけであります。もともとその位置に橋を架けるという

計画が岡崎市にあったわけでありますけれども、今日まで棚上げになっていたという経緯

もあるわけでありますけれども、私どもはそうしたものを考慮致しまして、何とか新しい

人道橋も考えていきたいと思っております。

現在、殿橋につきましては、来年度を目標と致しまして、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活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とな

っております。人道橋の整備につきましては、東岡崎駅前から伝馬通り、康生地区への新

たな人の流れを作り、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まして、中央緑道の形状を再整備することによりまして、
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人道橋から中央緑道を経て、籠田公園までの南北を結ぶ区間が、一つのまとまったイベン

トゾーンとして活用できるようになります。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ることによりまして、額田の木材を積極的

に使用して、またこの木部を定期的に取り換えることによりまして、伊勢神宮のようにこ

れをイベント化することもできるのではないかと、こんなことを考えておるわけでありま

す。さらに、橋をせっかく作るわけですから、どうせならば、人道橋ではありますけれど

も、車両が通行できる程度の強度を確保しまして、南海トラフ巨大地震の災害時には、こ

の橋も緊急輸送車両が通れるような道路として活用できるようにしておきたい、このよう

にも考えております。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というふうに考えております。この橋は、皆さんの

ほうから見て、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、今の計画では大体 15～16

メートルある橋になります。しかも車が通らない橋でありますから、かなり広い橋であり

まして、この上を、踊りをやる方に集まっていただいて、踊りを踊っていただいたり、ま

たコンサートを開いていただいたり、またいろんな集会でお使いになったり、さまざまな

使い方ができるわけであります。

次に、数あるリバーフロントの整備計画の中で、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ご説明申し上げたいと思います。これは、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、三河武士の心を伝え、より深い古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を作りたい、こういった思いで発案したものであります。し

かし、殿橋の四隅への設置という当初のアイデアは、調査を致しましたところ、橋のたも

とが狭く、県による橋の架け替えというものが、先ほど申し上げましたように、当面ない

ということでありますから、設置場所につきましては、新人道橋や中央緑道などを設置の

候補地として再検討する必要があるというふうに考えておりますけれども、四天王像につ

きましては、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。現在は、ま

だ岡崎市内に、名人、名工といわれる方たちがお見えになるわけですけれども、そうした

方たちが健在なうちに、ぜひこれを彫り上げたい、このように考えているからであります。

また、岡崎と同じく、徳川家康公を郷土の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、生誕の地と言っているこの岡崎にはそう

いうものがないではないかと、こういった声を皆さんも一度は耳にしたことがあろうかと

思いますけれども、今回、東岡崎駅前の再開発を行うに合わせまして、それが一段落した

ときに、できたら、東岡崎駅前のしかるべき所に、徳川家康公生誕の地であることを印象

付ける、立派な、そして家康公の若い頃の姿を模した像を設置したい、このように考えて

いるところであります。家康公は、岡崎時代に元康から家康に、松平から徳川に改名をし

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、こういうふ

うに言えると思います。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



5

29 歳までの 10 年間の青年期を、この岡崎で過ごしたわけでありますので、躍進する岡崎

のイメージと重ねて、若々しく躍動感のある家康像と四天王の像を誕生させたいというふ

うに考えております。また、この家康像につきましては、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、できれば市内全てのライオンズクラブやロータリ

ークラブなど、各種団体の皆さまをはじめと致しまして、広く市民全体にも寄付のご協力

を呼び掛けたいというふうに考えております。これは、決して強制的なものではなくて、

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、

そんな小さな子どもさんの心も大切にしたい、このように考えるからであります。そうし

た、真の意味での岡崎市民の象徴の家康像にしたいと、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きましてのご指摘も頂いておるわけですけれども、

これは、全てのリバーフロント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

ある事業であるというふうに考えております。照明の設置にあたりましては、ただ単に照

明、橋を明るくして見せようというだけではなくて、これは専門家の知恵も借りまして、

堤防上や河川敷、橋などの場所による明るさだとか色のメリハリも考えまして、現在、さ

まざまな照明器具の活用というものを考えております。近くの建物だとか、また動植物に

対する影響というものも考慮して進めていかなくてはならないと思っております。この、

夜間の乙川というのは、現在、名鉄電車で帰ってくると、岡崎の中心部が真っ暗に見える

わけですけれども、その乙川の河川空間がですね、夜も明るくなるということだけで、私

はこの岡崎の持つ雰囲気、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

信致しております。河川空間につきましては、その他にも、市民の要望の高い遊歩道、ラ

ンニングコース、サイクリングロード、そして、欧米の大きな街に行けば必ずありますド

ッグラン、犬を遊ばせる場所でございますけれども、それに加えまして、親水公園として

子どもたちが安全に水遊びのできるスペースというものも設けるなど、河川敷、および、

水面を利活用するためのさまざまな施設整備も進めてまいります。

先ほど見ていただいた映像の中にもありましたけれども、私が子どもの頃の乙川という

ものは、もっと楽しく親水性がある川でありました。本当に私が小学校の頃、中学校の頃

までありましたけれども、貸しボート屋さんもあったわけでありますけれども、一日も早

くあのようなかっての輝きを取り戻したい、このように考えております。本年、実験的に

行いました、遊覧船やてこぎボート、カヌーにつきましても、水域と使用期間のすみ分け

を考慮しながらこれをぜひ実用化するという方針であります。また、本年度内に、先ほど

映像が出ておりましたけれども、ドッグランにつきましても、もう一度実証実験を行うと

いう予定でおります。

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。これまでも、個別の活性化策というものはあり

ましたけれども、このように総合的な対応というのは今回が初めてであります。また、こ
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うした事業は、そうしたトータルな見地に立って推進していかなくては、効果も期待でき

ないというふうに考えます。

そして、この地域の一番重要な場所となりますのは、言うまでもなく、岡崎城であるわ

けですけれども、この岡崎城は、日本の 100 名城の一つでもありますし、近年の調査によ

りまして、日本で 4 番目に大きな城郭を持つお城であるということが判明したわけであり

ます。また、徳川家康公の生誕の城ということでありまして、周辺には、家康公の誕生に

まつわるさまざまな史跡も残っているわけでありますけれども、その代表が、家康公誕生

の際の産湯がくまれたとされております、東照公産湯の井戸であります。これはお城の西

側にありますけれども、今までちょっと木の間に挟まれて見にくかったわけですけども、

先般、周辺をきれいに致しまして、これまでの井戸というのは本当に石の外観を見ていた

だくだけのものでありましたけれども、現在、井戸としての機能回復を致しまして、水を

くみ上げて、市民や観光客の皆さまに触れていただけるように準備を進めているところで

あります。水は飲んでいただいても大丈夫ですけれども、鉄分とマンガンがちょっと多く

て、飲んだ場合に決しておいしい水ではないそうであります。しかし、間違いなく、こう

した水で、家康公や三河武士は育ったわけであります。

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 によく出てお見えになります、広島大学の三浦教授によりますと、岡崎

城の堀や石垣は、戦国期当時のものでありまして、歴史的な価値というものが非常に高い

ということがありました。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、

この堀は清海堀と呼ばれておりまして、城の防御を考えまして、馬てい形に湾曲しておる

わけでありますが、これほどきれいに湾曲した堀は大変珍しく、さらに、石垣でそれが作

られている堀としては、現在日本で唯一ここに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いるわけでありますけれども、私も最初にですね、手入れが悪く

てこんなふうになってしまったかと思っていたんですけども、決してそういうことではな

くて、防御のためにこういった形状になっているわけでありまして、これは野面積みと呼

ばれまして、これも戦国期のお城の特徴の一つであるそうです。現在、この逆勾配の野面

積みの石垣が見られますのは、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、彦根城の一部のみであるということであります。また、岡崎城につきましては、

加藤清正と共に、豊臣の大阪城築城に関わっておりました田中吉政が、家康が江戸に移動

になった後の城主になったわけでありますけども、この人が、先ほど言った、日本で 4 番

目に大きな城郭というのを整備して、天守閣を今の形状にしたわけであります。大変皮肉

な話でありますけども、徳川の本拠地である岡崎城にそういう豊臣の重臣が来てお城を造

ったのも、しかも大阪城を造った後に来て造ったために、徳川の本拠地の岡崎城というも

のが、豊臣の大阪城の特徴が大変強く色濃く残っていると、こういった皮肉な事実も最近

判明したわけであります。こういったことは、私ども岡崎市民も知らなかったわけであり

ますけれども、これからこういった歴史的な由来というものもしっかりと掘り起こしまし
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て、明確で統一性のある案内展示をしていきたいというふうに考えております。こうした

計画を発表しますと、また中心街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、中心地域に元気のなかった国や地域が栄えた前例というものもありませんし、また逆

に、最近私の住んでおります、康生あたりでは、どうしてよその地域ばかり良くするんで

すか、ということを言われておるわけでございますけれども、そんなこともちょっとお伝

えしておきたいと思います。これは、施策を推進することによりまして、まず中心市街地

を元気づけまして、さらにその元気を市内の全域に広げていきたい、このように考えてお

ります。他にも、岡崎には、大樹寺や伊賀八幡宮をはじめとしまして、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 もあるわけであります。これも、お話しすると

市民の方は驚くわけでございますけども、さらに、全市には、京都よりも多い神社仏閣が

あるというふうにいわれております。ところが、こうしたものが今まで十二分に活用され

て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となるものを、線で結ぶための仕掛けだとか、四季を通じて岡崎に観

光客がお越しいただけるような、そして快適な時間を過ごしていただくための環境づくり

などをしていきたいというふうに考えております。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、日本の三大ジャズストリート

といわれております、岡崎のジャズストリート、それに加えまして、冬のイベントと致し

ましては、昨年から開催致しました、12 月 26 日の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など、岡崎の誇る季節ごとのイベントやお祭りを十分活用

していくことが必要であるというふうに思っております。

そして、外からお客さんがお見えになったときには、満足してお帰りいただくためには、

おいしい食べ物、興味をひく催しや施設、魅力的なお土産、岡崎ならではのサービスとい

った、四つの要素が必要であります。そうした課題をクリアしていくためには、これは私

たちだけが頑張っても駄目でありまして、市民や商店街の皆さまのお力添えが必要である

というふうに思っております。殊に、おいしい食べ物というのが一番重要ではないかとい

うふうに思っております。

そして、こうした課題につきましては、岡崎まぜめんや、駒立のぶどう狩り、さらには、

お地元のむらさき麦などを使った食べ物に加えまして、また、プロのジャズバンド愛好家

に岡ジャズといった愛称で親しまれている、先ほど申し上げた岡崎のジャズや、6 月から、

家康公役を青年期のイメージに変更して新たな活動体制を作りました葵武将隊、そして、

先日登場しました、悪ザエモンとオカザえもんという新コンビなど、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、隣接する道の駅藤川宿などを活用致しま

して、市内全域で展開してまいりたいというふうに考えておりますので、皆さまの一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げるものであります。

さらに、来年の 3 月でございますけども、最新の学説に基づきました、リアルサイズの

恐竜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
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ますけれども、今回はとりあえず、子ども動物園の手前の、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、東名高速道路の東側の森の中に、物語性のあるジオラマ風の展示を予定しており

ます。これは、ちょうど、今、東公園の、東名高速道路を超えた東側に 100 台ぐらい車が

止められる駐車場があります。そして、しかもその横に遊歩道が途中までできております

けども、遊歩道とは名前だけで誰もまだ歩いておりません。そこを何とか活用したいとい

う思いで、こういったことを考えておったわけでありますけども、たまたまそのお話をし

たところ、ある篤志家の方が 1億円を寄付していただけることになりまして、それで、私

は 10 年計画ぐらいでやろうと思ったんですけれども、今年の暮れには既にティラノサウル

ス実物大の高さ 5 メートル、長さ 12 メートルのティラノサウルスが岡崎に参ります。来年

の 3 月までには 5 体の実物大の恐竜が勢ぞろい致しますけど、これで終わりじゃないわけ

ですけれども、将来はこうした自然の中に恐竜が居る情景というのが見られるような東公

園ができますので、ぜひまたお孫さんと楽しんでいただきたいと思っております。

しかしながら、こうした多様な岡崎独自の観光資源というものを友好的に生かすために

は、しっかりとした観光の PR というものも必要となってくるわけであります。そこで、現

在、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だとか、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、自らが先頭に立って市外へ出向きまして、観光 PR を行うなど、さまざまな

手段を活用して、岡崎の魅力を市の内外に発信してまいる心づもりでおります。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て

400 年ということであります。そして、さらに、翌平成 28 年には、本市の 100 歳の誕生日

であります、市政施行 100 周年といった、歴史的に大変大きな節目の年が続くわけであり

ますので、私どもはこれを絶好の機会として、観光産業都市岡崎の PR をしてまいりたいと

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ように思われてしまいますけれども、現在の岡崎の豊さの根幹

というものは、あくまでモノづくりにあるわけですから、これからもこのモノづくりにし

っかりと力を注いでいくことには変わりがないわけであります。そのモノづくりに対しま

しては、岡崎がこれからさらに発展していくためには、モノづくりに加えて観光産業とい

うものを、これからの岡崎の経済を支えるもう一つの新しい柱として育てていきたい、こ

れが私ども真意であるわけです。そして、このモノづくりにつきましても、企業視察など

を通じまして、岡崎にお越しになるきっかけができるわけでありますので、こうしたもの

を活用したいというふうに考えております。いわゆる産業の観光、産業観光であります。

私も、市長就任後、三菱自動車や、昨日は東レの岡崎工場を見学させていただいてきたわ

けでありますけれども、モノづくりの現場を直接目にするということは、大変興味深いも

のでありまして、企業の PR はもちろんのこと、これを岡崎への誘客のきっかけとして十分

活用していきたいというふうに考えております。
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今年の 5 月でございますけれども、私の高校時代の友人が、今アメリカの大学で教鞭を

執っているわけですけれども、その彼の教え子のビジネススクールの学生たちを連れて、

今年の 5 月に日本を訪問したわけでありますけれども、そのときに、トヨタ自動車の工場

見学と共に、この岡崎に参りまして、岡崎の市議会の議場におきまして、本市の産業につ

きまして、こうして説明をさせていただいたわけであります。このように、あらゆる機会

を捉えて岡崎を PR していくことによりまして、この岡崎というものを多くの方にご理解い

ただけるのではないか、そしてそのためには、今よりもさらに企業関係の皆さま方や、商

工会議所のかたがたに、ご協力を賜りたい、このように願っているところであります。

このような施策に加えまして、先ほど申し述べました、魅力ある水辺空間の整備をする

ことによりまして、四季を通じて観光客で市内がにぎわうようになれば、それこそ兼ねて

から望まれておりました、シティホテルを岡崎に誘致するということにもつながるという

ふうに考えております。シティホテルにつきましては、前市政の政策というものを継承致

しまして、太陽の城の跡地へ誘致というものを目指しておりますけれども、民間企業は今

までもいろいろと話し合いをしましたけれども、なかなかソロバン勘定がシビアでありま

して、そのため、全てをホテル業種に依存するということはなかなか難しいわけでありま

す。要するに、今岡崎におきましても、四季を通じてお客さまにホテルを使っていただけ

る状況にありませんので、なかなか本格的なホテルというのが出てもらえないわけであり

ます。そこで、われわれの本心は、本格的なホテルにやっていただくのが本心であります

けれども、もし全部をやっていただけないとするならば、観光交流スペースの産直販売コ

ーナーを持つ川の駅だとか、ホール、会議室を併せ持ったコンベンション施設というもの

につきましては、岡崎市のほうでこれを建設して、ホテルに管理運営を任せる、こういっ

た方式も今後考えていかなければならないのではないか、このように今思っているところ

であります。なお、事業計画の全体像というものが決定するまでの間は、この太陽の城の

用地は、観光船や手漕ぎボートの艇庫として活用したり、また、リバーフロントの地区整

備におきます各種工事を行うための資機材を仮置きする場所としても活用していきたいと

いうふうに考えております。私たちは、一流のシティホテルの進出というものをあくまで

願っているものでありますけれども、逆に、ホテルのほうから岡崎にぜひ進出したい、こ

うやって言わせるような舞台づくり、環境づくりというのが、今は必要な時期ではないか

というふうに思っております。

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を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、そういえばあの頃から岡崎は変わったんだよ

ね、こう言って皆さま方から言っていただいて、喜びをもって振り返っていただける、そ

んな始まりの 1 年にしたいというふうに考えております。今後も、市民の皆さまの声に積

極的に耳を傾けまして、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、これからも市政運営に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、
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きょうの話し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－ ただ今の提案設備に対しましてご質問のある方は、対話集会の最後にまとめて質

疑応答の時間を取りますので、その際にご発言をお願い致します。

それでは、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、藤川学区の代表の方に、要望内容を発表していただきます。

藤川学区代表－ 今日はですね、市の福祉政策と、高齢者社会を迎えまして、買い物の困

難者の対応ということについて、市長さんに質問させていただきたいと思います。

私ども藤川学区では、昨年 11 月より、実際は 11月 13 日からスタートしたんですが、学

区福祉委員会を中心としまして、車のないといいますか、外出手段の限られている、生活

必需品等の買い物の困難者に対して、買い物のバスということを月 2 回実施致しておりま

す。詳細については、メディアで取り上げていただきまして、中日新聞とかテレビでも若

干放映されましたので、ご覧になられた方もあるかと思いますので、ここでは詳細は省か

せていただきます。幸い、このテーマについては、市のほうも非常に関心を示していただ

きまして、福祉部長寿課、それから、社会福祉協議会のほうからも、検討委員会を立ち上

げた段階から参加していただきまして、非常にいろんなアドバイスを頂いております。ま

た、本年度に入りまして、地域推進事業補助金ということで、私どものこの事業に対して、

3 年間ほど補助金を頂ける体制になりましたので、この 8 月から、従来月 2 回のものを 1

便増便しまして、月 3回の運行が大体確保されております。内容的には、月 2 回といいま

しても、第 2水曜日と第 4 水曜日の午前中、藤川のことをあまりご存じない方も居るかと

思いますが、東のほうは、藤川宿の駐車場という所があります。市場町に。そこを起点に、

個人商店が出てきてはまずいかもしれませんが、美合のドミー店を最終の所にして、高齢

者がほとんどですが、買い物に出掛けております。やはり、高齢化社会で実際にご家族と

住んでない方が多いですし、単身で頑張ってみえる人もおりますので、日々のこの生活必

需品を買うというのがかなり困難な人が増えておりますので、そういうことに対しまして、

私ども藤川学区の福祉委員会で実施しようというところまで踏み切ったわけです。また将

来的にこの買い物のバスを充実させていくためには、路線の充実、例えば市民病院まで行

きたいとか、イオンモールまで行きたいとか、いろんな要望がございますし、便数を増や

すということになりますと、地域主体の運用では財政的に非常に基盤が弱いということも

ありますし、今、高齢者が多いので、添乗員を付けております。万一、転倒事故なんかが

あると困りますので、これもボランティアでやっているわけですけども、便数を増やすと

いうことになると、こういった人的確保の問題も出てきますので、そんなに簡単な話では

ないと思っています。しかし、地域としましては、自分たちでできることは、高齢社会策

の福祉対策としてもやっていきたいと思っておりますので、中長期的に市当局として、今

後、市として高齢者を対象とした福祉対策についてお聞きしたいと思っております。以上
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でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは、市長のほうから回答をお願い致します。

市長－ ありがとうございます。ただ今のご指摘いただきました買い物バスにつきまして

は、先般来伺っておるところであります。地域の住民の皆さま方が自らで生活の足を確保

するという、大変先進的な取り組みであると思っておりますし、私のホームページのブロ

グにおきましても、掲載させていただいたところでございます。現在この買い物バスには、

岡崎市の地域共同推進事業費補助金によりまして補助をさせていただいたところでござい

ます。財政面や、バスの運行に関わります、法令面で課題があるというふうに聞いており

ますけれども、この取り組みも大変私どもも評価させていただいておりまして、今後もこ

の地域の自主的に取り組む事業というものが継続できるように、できる限りの支援はして

まいりたいというふうに考えております。こうした意欲的な地域福祉の取り組みを全市的

に展開できるように、市と致しましては、市民や総代会、学区福祉委員会などの市民活動

団体と協働して、この事業をこれからも推進してまいりたいというふうに考えておるとこ

ろであります。また、市バスに代表されますコミュニティバスについてでありますけれど

も、交通不便地域の解消を目的として、地域と公共施設や駅との交通結節点を結ぶ公共交

通機関として運行することになります。しかし、コミュニティバスの定期運行ということ

は、大変多くの費用が掛かりまして、中には、バスを運行しても、その全てがお客さんに

乗っていただけるわけではなくて、あたかも空気を運んでいるようなことになることもあ

るわけであります。路線沿線の地域の皆さま方に運行の計画の作成、バス停の設置や管理、

バスの利用促進事業というものを実施いただくなど、地域の皆さまにもまた大変なご負担

が生じるわけでありまして、現状ではこのコミュニティバスという形式での導入は難しい

のではないか、このように考えております。こうしたことから、現在、地域で取り組んで

おります買い物バスが継続できますように、関係機関や地域の皆さまと協議してまいりた

いと、このように考えております。

次に、福祉政策についてでありますけれども、地域におきましては、子どもさんから高

齢者、障がいのあるなしに、または国籍に関わらず、さまざまな市民の皆さま方に対しま

して、福祉サービスを必要とする地域住民は特定の方だけのものではございません。誰も

が自分の住んでいる地域で安心して暮らせるように、福祉サービスのみならず、地域に住

む人たちが主役となって取り組む地域福祉というものを推進するために、この岡崎市では、

第 2 次岡崎市地域福祉計画の着実な実行を進めておるところであります。団塊の世代が 75

歳以上となります 2025 年、平成 35 年以降はですね、本市の高齢者人口というものが、9

万 5500 人を超えることになりますので、超高齢化社会を迎えるわけであります。このよう

な状況の中で、高齢者福祉施策は、お年寄りが地域で安心して暮らすために介護、医療、

予防生活支援、住まいが一体的で提供される、地域包括ケアシステムの構築というものが
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求められておるわけであります。平成 27 年度の介護保険制度の改正におきましては、生活

支援サービスの体制整備、在宅医療、介護連携の推進、認知症施策の推進等、さまざまな

具体的な施策の推進が挙げられておるところであります。特に、要支援者のサービス内容

が並行され、生活支援サービスにつきましては、ボランティアや NPO、とりわけ地域住民

主体による活動というものが大きく期待されております。今後は、地域福祉や、その他の

福祉政策と連携を図りながら、積極的にこれを推進していきたいというふうに考えており

ます。

司会－ はい。それでは、ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

藤川学区代表－ 結構でございます。もう、全部答えていただいたので。取りあえずは前

段のところが何とか継続できるように、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、引き続き、竜谷学区の代表の方にお願い致

します。

竜谷学区代表－ 今回は、竜谷学区としましては、竜泉寺川の環境保全と桜並木の延長に

ついて質問したいと思います。竜泉寺川の上流、竜ヶ谷池から下流の小坂橋まで、桑谷町

の支流の河川に魚類等が生息していないのが現状です。学区としても環境保全に務めます

が、市の環境保全策についてお伺いしたいと思います。また、竜泉寺川のほとり、桜並木

の延長について、今回の岡崎市でやっている岡崎さくら 100 年プロジェクトを利用し、現

状の並木を乙橋からさらに下位の竜泉寺のお寺より桑谷町の竜谷橋まで 500 メートルの山

裾側に桜の木を植えたいという計画を持っております。竜泉寺川の景観向上に期するもの

と考えますが、いかがでしょうか。市のお考えをお伺いしたいと思います。また、将来、

その桜並木の下を遊歩道として整備し、現在のキャンプ場、桑谷山遊歩道へ、または藤川

道の駅へのつなぎにし、ハイキングコースになればと思いますが、併せて市の考えをお聞

きしたいと思います。以上です。

司会－ ありがとうございました。それでは、市長お願い致します。

市長－ ただ今ご指摘いただきました、竜ヶ谷池は、本市が 8 月に水質調査を行ったとこ

ろでありますけれども、人の健康の保護に関する環境基準に設定されております有害物質

が、基準値を超えて検出されていることはありませんでした。しかしながら、水の酸性、

アルカリ性を示す数値であります PH、この数値が 4.5 ということでありまして、水質が酸

性化しており、魚類が生息する環境には適さない、こういうことでありました。さらに、

過去の水質調査におきましては、水質に由来するものであろうというふうに考えられてお
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ります。近くにあります旧採石場で、採石行為がこの酸性化を助長していたのではないか

と、こういう可能性も推測されるわけでありますけれども、小坂橋から約 500 メートル下

流の河原橋を定点とした所でも、年 4 回の水質検査をやったところでありますけれども、

ここでは異常が観測されていないわけであります。また、採石事業者に対しまして、改善

策も講ずるように促してまいりたいというふうに考えております。

それから、遊歩道、桜並木の件でありますけれども、岡崎は、先ほども申し上げました

ように、家康公 400 年、あるいは、市政 100 周年にちなみまして、さくら 100 年プロジェ

クトというのが今計画しているわけでありまして、岡崎市内のできるだけ多くの公園とか

河川堤防の坂を、桜をしっかりと植えていくようにしたいというふうに考えておるところ

でございますけれども、ご指摘いただきました所も、県の管理している場所になるわけで

ございますけれども、県の見解を言わせていただきますと、県のほうは、河川堤防という

のは川を管理するためのものであって、そういった一般の方が歩いていただくだけのもの

じゃないということを言っているわけでありますけれども、私は、川の管理をすると言っ

ても、毎日県が車で来て回っているわけじゃないわけですから、やはり、普段は地域の方

に楽しんでもらえるように桜を植えていくべきじゃないか、既にもうある所もあるわけで

すから、そういったのは桜が随分古くなってきておりますので、できる限りこうしたもの

は新しいものに変えていきたいし、それから、今ない所も、できれば私の気持ちとしては

植えていきたいというふうに考えておるものでございます。しかしながら、場所によって

は、そこに桜を植えることがかえって危険を誘発する可能性もあるという場所もございま

すので、そういった所は今後いろいろと検討してまた考えさせていただきたいと思ってお

ります。以上です。

司会－ それでは、ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

竜谷学区代表－ 大変無理なお願いかも分かりませんけど、竜谷学区としては、そういっ

た桜の並木を継続してやっていきたいという考え方を持っておりますので、勝手に植える

ということはいかんだろうとは思うけども、その辺は、今後どうなるかはちょっと、目を

つぶっていただくこともあるかも分かりませんので、その辺をちょっと、よろしくお願い

したいなと思いまして。

市長－ 河川堤防に木を植えるというのは、今から 15 年ぐらい前までは、国のほうから厳

しく禁止されておったんですけれども、この 10 年ぐらいですかね、国のほうの解釈、対応

が変わってきまして、今はきちんと手続きを踏んでやっていけば、割と柔軟に対応してい

ただけるようになっております。ただ、なかなか、県のほうは直接河川を管理しておりま

すので、まだなかなか難しいことを言われることがありまして、私たちも努力致しますけ

れども、必ずしも全てにオーケーが出るわけではありませんので、その辺だけはご理解い
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ただきたいと思います。

竜谷学区代表－ はい。ありがとうございました。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、続きまして、市政に関する市長提案を含め、

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

質問等は、お一人一つでお願い致します。それでは、ご質問のある方、挙手のほうをお願

い致します。

市民Ａ－ こんばんは。私は先日の 8月 1 日の家康公まつりのときに、ボランティアで籠

田公園の所へ行っておりまして、市長のエンジンスタートをすぐ側で見ておりました。あ

れで、結構、金曜日の午後にも関わらず、観客男の人が結構居たんですね。もう沿道いっ

ぱいで、押すな押すなの状況でございました。かなり観光としては、レーシングカーを走

らせるというのは、当たったんではないかと思います。その後の、そちらの団体のかたが

たには大変失礼な表現ですが、踊りとかおみこしとかの頃になりますと、だいぶ人数減っ

ちゃったんですね、観客が。ということは、あれはかなり当たったんだと思いますが、市

としては、かなりお金と手間が掛かることではございますんですけども、レーシングカー

の走行というのは今後定期化されるようなおつもりはございませんでしょうか。以上です。

司会－ ありがとうございます。

市長－ 今回、自分たちで推進しておいてこんなことを言うのもおかしいんですけども、

本当によく許可されたな、というのが本心であります。ブログにも書いたんですけど、現

在、愛知県というのは、交通死亡事故ナンバーワンで数年続いているわけでありますけれ

ども、そうした中で、岡崎も去年のもう既に倍死亡事故が起きております。こういう中で、

町のど真ん中でレーシングカーを走らせるということは、警察からノーを言われても致し

方ないなと思いながら、署長さんの所に頭を下げてお願いに行ったわけでありますけれど

も、民間の方も私が行く前にお願いに行ってもらっておりまして、しっかりと注意してや

るということで今回許可を頂いたわけであります。ですから、今回、あくまで試験的にや

らせていただいたわけであります。それで、本当にああいうもののファンの方からすると

ですね、ちょっと食い足りない時速 30 キロで回ったわけでありますけれども、今、私たち

部内で考えていることですのでまだどうなるかは分かりませんけれども、できれば来年も

続けていきたいし、場合によってはもう少しスピードを上げて走れそうな場所を探して、

そこでもうちょっとスピードを上げて、どのぐらい許可されるか分かりませんけれども、

楽しんでいただけるような方向もできないかな、ということを今考え始めたところでござ
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います。これはまだどうなるか分かりませんけれども、いずれに致しましても、警察の許

可さえ出れば、続けていきたいというふうに思っております。以上です。

市民Ａ 分かりました。ありがとうございます。またされるようでしたら、ボランティア

に応募致しますので、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、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－ 今日は本当にこの夏一番暑い 1日ではなかったかと思いますけれども、そのよう

な中、夜遅くまで本当にご苦労さまでございました。今日もいろいろとご意見を頂きまし

て、必ずしも色よい言葉が、返事をできたわけじゃないわけですけれども、今回、こうい

ったことを各地で繰り返しておりますのは、私たちは普段、議員さんから地域の方につき

ましてはいろいろとご指摘いただいております。また、年に何度も地域の総代さんたちか

ら要望も頂いているわけでありますけれども、一般の市民のかたがたが個々に思っている

ことというのはまたそれとは違うものがあるわけでありまして、こういった機会を通じま

して、できればそうしたものにも耳を傾けたいという思いでやっているわけでございます。

必ずしも的確ないいご返答ができなかったこともありますけれども、今日、こうして皆さ

ま方のご意見を聞かせていただきましたことで、そういった課題が地域にあるということ

を、私たちはしっかり把握致しましたので、そのことが、今回のこういった試みの一番の

ポイントではないかというふうに思っております。そういうことで、皆さまにより一層の

ご理解、ご協力をお願い申し上げたいと思っております。また、こういう場所でみんなの

前で手を挙げて話をするというのはなかなかできないんだという方もお見えになるかもし

れませんけれども、この後、私、しばらく残っておりますので、もし、この際どうしても

市長にこれを言っておきたいとか、また個別の問題がございましたら、担当の者もおりま

すので、そちらのほうでまたお話しいただけたらと思っております。今日は本当にありが

とうございました。


