
平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年１０月７日（火）午後７時

場所：大樹寺学区市民ホーム
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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、第 17 回目となります

市民対話集会にわざわざご参加いただきまして、感謝申し上げる次第であります。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賜っておりまして、あらた

めて感謝を申し上げたいと思っております。

本日のテーマは、一言で申しまして、これからの岡崎というものをどのようにリードし

ていくか、こういうことであります。昨年の市長就任以来、皆さま方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、準備の整ったものから順次手掛け

てまいったわけであります。また、市民の皆さまのご意見を直接お聞きするために、こう

した市民対話集会や各種団体などに出向いての講演会など、これまで 60 回以上行ってまい

りまして、地域の小会合まで含めますと、優に百数十回はこうした会を行ってきていると

思っております。また、こうした会は、今後も皆さま方のご要望があれば順次応じてまい

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

そして、市長選挙のときの争点の一つでありました、市民会館を存続すべきか、新築す

べきか、ということでございますけれども、私が就任しましてからあらためて調査をしま

した結果、耐震強度には問題がないことが判明しました。懸念されておりました音響の悪

さとか、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ということに決定させていただきました。これは、

国や県と大体同じ方向であります。平成 28 年の 10月には、市民の皆さまに十分ご満足い

ただける施設に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、映っており

ますのが、完成予想図であるわけであります。今回の改修におきまして、舞台周りを一回

り大きく広くしまして、また、楽屋裏の使い勝手なども良くする等、内装の改修に加えま

して、また、外観の改修、さらには、外回りの敷地のフラット化も行いまして、バリアフ

リー化も行う予定であります。座席数は、1100 と、現在よりも少し減りますけれども、一

番こうした施設で利用効率が高いのが 800 から 1200 ぐらいだということでありますので、

その点はかえって利用効率が良くなるのではないかと思います。ご覧いただきまして分か

りますとおり、シートも一新されまして、大きく快適なものとなりますので、皆さま方に

は快適にご覧いただけるのではないかというふうに思っております。

また、もう一つの選挙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、先般、新聞のほうでご案内のとおり、選挙当時にはもう一つ市民病院を作る

といった、市の財政的なことがあまり考えられない無責任なプランもあったわけですけれ

ども、おかげさまで、学校法人藤田学園が岡崎市の岡崎駅南土地区画整理組合の区域内に、

平成 32 年の 4月を開院予定としまして、大学病院を建設することが先般正式に決定して、

調印式が行われ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活性

というもの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、市民病院が本来果たすべき高度医療の機能というものが

十二分に発揮できるようになるということであります。
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それから、公約以外にも、それぞれ地域におきまして皆さま方から頂いたご要望や、国

や県との調整が必要な事業につきましても、順次対応しておるところであります。現在、

大樹寺学区では、百々保育園の園舎の建て替えを行っておりまして、保育園に通う子ども

さんたちにとりましてより快適な環境づくりを図っているところであります。

しかし、選挙の際に特に私が強く訴えてまいりました、岡崎の歴史や文化遺産と、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まちづくりにつきましては、これ

からが正念場になると、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が、これは決して私が個人的に思い付いたも

のではなくて、ここ 40～50 年の間、歴代の市長をはじめ、議会関係者、商工会議所、また

は、各地の商店街のかたがた、あるいは、市内各所の一般の市民の皆さま方の間で話題に

なってきた、岡崎市政における最も重要な課題の一つであります。私は、昨年からこれま

で、さまざまな手段で現地の視察を行いまして、河川の周辺には、今も素晴らしい自然景

観が広がっておることが分かりまして、これまでこれが十分活用されていなかったという

ことを、本当にもったいないことだと感じた次第であります。かつてこの辺りというのは、

市民にとって、釣りやボート遊びのできる親しみのある川でありました。本日お見えの皆

さま方の中にも、そうした当時の楽しい思い出をお持ちの方も少なくないのではないか、

このように思っております。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

でのプランというものも踏まえた上で、活性化本部に検討をお願いしまして、今年の 2 月

に提言書としてこれをまとめていただいたところであります。また、また、乙川リバーフ

ロントアイデアコンテストと致しまして、子どもから大人まで、市民の 2500 人ものかたが

たから、さまざまなアイデアを絵や文章で頂いたところであります。さらに、私自身もこ

うして市民対話集会や各講演会などを通じまして、多くの市民の皆さま方と直接率直な意

見交換を行ったところであります。この間も、朝日新聞の記者から言われたんですけれど

も、内田さんの政治手法というのは大変珍しいと、通常は議会で審議を尽くして採決をし

てそのまま進んでしまうことが多いんだけれども、わざわざ自分からこうした地域会合を

開いて、これは本当に大変難しいことだそうであります。私はおかげさまで市民のご協力

でその難しさを今感じていないわけでありますけれども、こうした市民との対話というほ

うを優先して進めていくというのは、大変珍しいやり方だということを言われたところで

あります。そして、このたび、平成 27年度から 31年度までの 5年間に実施する事業を、

乙川リバーフロント地区整備計画として先般発表させていただいたところであります。ま

た、この計画におきましても、国の補助金の要求というものも併せて行ってまいるわけで

あります。

それでは、乙川リバーフロント地区整備計画の内容にきまして、説明をさせていただき

ます。まず、仮称、乙川人道橋から中央緑道を経由して、籠田公園に至る地域の整備につ

いてであります。乙川に、殿橋と明代橋のちょうど中間部になりますけれども、有効幅員

16 メートルの乙川人道橋を架けるとともに、その北側にあります中央緑道の車道、緑地帯、



3

歩道というものを再整備致しまして、中央緑道の東側のほうに 16 メートルの歩行者専用空

間というものを生み出します。このことによりまして、乙川人道橋から中央緑道を経て、

籠田公園の前の間に、国道 1 号線と伝馬通りを挟みますけれども、広々とした空間が創出

されることになります。当面、この空間を、これも仮称でありますけれども、岡崎セント

ラルアベニューと呼ぶことと致しまして、岡崎公園や中心市街地への東岡崎からの動線と

して機能を果たすように考えております。そして、同時に、この地域を新たな岡崎のシン

ボル的な空間としてさまざまに市民の皆さまに活用していただきたいというふうに考えて

おるわけであります。実際、活性化本部などが主体となりまして、ただ今この地域の具体

的な使い方というものを検討しておるわけでありますけれども、私の所にはもう既に個別

で、朝市などが開けないか、また、各種イベントの活用についての打診というものを頂い

ているところであります。人道橋はもちろん新しい橋ですから、コンクリートと鉄筋でそ

の基礎部分を造るわけでありますけれども、表層の部分は、できたら額田の木材を積極的

に活用してまいりたい、このように考えております。また、これによりまして、通勤、通

学時間の殿橋や明代橋の歩行者や自転車の混雑の解消が図ることができますし、さらには、

車両が通行できる強度を確保しておりますので、南海トラフ巨大地震などまさかのときに、

災害時の緊急輸送用道路として活用できるようにしておきたい、このように考えておりま

す。とは言いましたけども、普段はこのように人道橋として、人間が通って、またあるい

はこの橋の上を使ってさまざまなイベントをやったり、市を開いたりできるような、公園

のような形で使う橋でございます。今回、新しい人道橋を作る話をしますと、それでは選

挙の頃から言っていたツインブリッジ計画は断念したのか、こういうことを議会でも質問

されましたけれども、今回は、殿橋と明代橋の管理者であります愛知県との協議の結果、

長寿命化対策の修復工事ということになったため、とりあえず橋の新築ということは先送

り、殿橋と明代橋の架け替えということは先送りにしようということになったわけであり

ます。決して諦めてしまったわけではなくて、将来、いずれこの二つの橋を架け替えする

ときが遠からず来ると思いますので、そのときには、これまで申し上げましたように、明

代橋は、橋上公園化された緑の橋として、殿橋は、岡崎の伝統と歴史を伝える石の橋とし

て整備してまいりたい、このように考えております。そして、今回作ります人道橋が、木

の橋としてのイメージできますので、3 本の橋がそれぞれ異なった特徴をもった、岡崎の

新たなシンボルとなるようにしたいというふうに考えております。

次に、徳川四天王の石像の設置についてであります。当時は、今申し上げたように、橋

の架け替えということを想定して、新しい殿橋の四隅に四天王の像を置きたい、このよう

に考えていたわけでありますけれども、県のほうで、当面橋の架け替えはやらないという

ことになりましたので、現在の殿橋のたもとを調査してみました。そうしましたら、殿橋

の橋の四隅には、電気、ガス、水道の根付いている配線など、さまざまなライフラインが

埋まっておりまして、さらに、十分な歩行者空間を現状の中で確保するということが難し

いということが分かってまいりましたので、今回、新たに整備を致します、先ほど申し上
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げた、籠田公園から橋に向かっての岡崎セントラルアベニューに、この四つの石像を並べ

たらどうか、このように考えております。当初のイメージとは変わってしまったわけであ

りますけれども、あらためて考えてみますれば、歴史的に考えて、籠田公園の南側という

のはちょうど岡崎城の城郭の一番東の端に当たりまして、そこには籠田総門があった所で

ありますから、ここでは岡崎の新しいシンボルとなるものを設置するにはこちらのほうが

かえってふさわしいのではないかと、こんなふうにも考えているものであります。そして、

四天王の石像は、それぞれの武将にまつわる歴史的なエピソードをデザイン化して躍動感

のある若々しいものにしたいというふうに考えております。まず、向かって皆さまから左

手の榊原康政ですが、これはちょうど戦いの姿がイメージされておりますけれども、榊原

康政さんというのは四天王の中でも知将のイメージで捉えられている方でありますので、

できたらこんなふうにやりを構えている場面でなくて、檄文を書いているような場面だと

か、書に親しんでいるような、そんな場面でもふさわしいのではないかというふうに思っ

ております。また、酒井忠次で言いますと、三方ヶ原の戦いで徳川軍が武田軍に敗れた後、

浜松城に逃げ帰ったわけでありますけれども、そのときに、守りを固めろという味方の声

を抑えて、城門を開け放して、そしてかがり火をたいて、自ら太鼓を打ち鳴らして、逃げ

帰って来る三河武士たちを迎え入れたという、豪胆な言い伝えがあるわけでありますけれ

ども、その酒井の太鼓の場面。また、「家康に過ぎたるものは二つあり、唐のかしらに本多

平八」と、その勇猛ぶりをたたえられました、小牧、長久手におきましては、豊臣秀吉を

もうならせたという本多平八郎忠勝の武勇を表せるような像。また、天下分け目の関ヶ原

の合戦におきましては、東軍の将の一人として指揮を執っていた、赤備えの軍装で有名な

井伊直政。こういった、これはあくまでプランの一つでありますけれども、こういった設

定をもととして、家康公に関する歴史を学びながら、中心市街地へお客さまが歩いていた

だけるような、そんな経路にしたらどうかというふうに考えております。こういった、歴

史を素材としたまちおこしの構築というのは、ヨーロッパのいくつかある都市をお手本に

して考え出したものであります。また、今回の制作には、石都岡崎の技術の粋を極めてい

ただくとともに、金属など他の素材を組み合わせるなど、新たな挑戦によって、岡崎の石

工業の新境地を開いていただきまして、新しい商圏の開拓にこれがつながるということも

期待しておるわけであります。いずれに致しましても、さすが石都岡崎と、よそから来た

プロをうならせるような傑作ができることを期待しておるものであります。さらに、岡崎

に来られたお客さまをお迎えするためのシンボルとしては、もう一つ、欠かすことのでき

ないものがございます。これはたまたま奇抜になっておりますけど、これはあくまでアイ

デアでございます。私たちは、家康公の像を、ぜひ東岡崎の駅前に設置したい、このよう

に考えております。皆さまも一度は体験されたことであろうと思いますけれども、静岡や

浜松に行けば、駅前に立派な家康の像があるのに、生誕の地と言ってる岡崎には何もない

じゃないか、私もこんなことを何度も言われたことがありまして、大変悔しい思いをした

ことがありますけれども、これからはそんなことを絶対に言われないように、多くの市民
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が誇りに思えるような立派な家康公の像の制作を進めていきたいというふうに考えており

ます。たまたまこれは馬に乗った像になっておりますけれども、これは、仙台の伊達正宗

の像に負けないようなものを作りたいという気持ちがこういうふうになったわけでありま

す。また、この後ろにあります、風に揺らめく「厭離穢土 欣求浄土」の旗印を、家康公

像と併せて据えることによりまして、像の静、そして旗印の動といったコントラストを加

えたいというふうに思っております。1 年間、この旗も風雨にさらされますと、旗印は当

然劣化致しますので、市内の数多くのお見えの書家の方に、ぜひこれを毎年書き換えてい

ただきまして、12 月 26 日の家康公の生誕日には、ちょうちん行列だけではなくて、この

旗印と旗ざおも取り換えるという、これを一つの駅前における新しいイベントとして加え

て、お祭りとしてのスケールアップを考えていきたいというふうに考えております。そし

て、これは皆さまへのお願いであるわけですけども、当初、この家康像も、市のほうで作

ろうかとも思ったわけでありますけれども、常々、ロータリークラブやライオンズの方か

ら、できることがあったらぜひ声を掛けてくれと、こういったことを温かい言葉を頂いて

おりますので、この際、ライオンズ、ロータリーの方にも甘えてしまって、ご協力をいた

だきたいと。また、それだけではなくて、その他にも、各種団体、いろいろございます。

そういった所にもお声を掛けまして、広く市民一般にもご浄財を頂くようなご協力を呼び

掛けたいと思っております。もちろん、これは決して強制するものではなくて、たとえ少

額であっても、子どもが、あの像を作るのに僕のお小遣いも使ったんだよと将来自慢でき

るような、市民一人一人の協力によって作られた、本来の意味での岡崎の象徴としたいと

いうふうに思っております。欧米で寄付を募ってこういうものを作ることがよくあります

けれども、それは私はそういった精神じゃないかというふうに思っております。

次に、殿橋と明代橋についてであります。今回の整備では、老朽化した殿橋の補修と併

せまして、現在機能していない照明施設を昭和 27年度中に更新してまいりたいと考えてお

ります。ライトアップをするために、LED ライトを使うことによりまして、環境への配慮

をすると共に、普段は温かみのある落ち着いた色を採用して、イベントのときにはまたこ

れの色を変えていくようにしていきたい、このように考えております。殿橋、明代橋とい

う二つの橋がライトアップされることによりまして、これまで夜になるとただ闇に包まれ

ておりました、夜の乙川の周辺の景観、雰囲気というものが、このライトアップによりま

してがらりと様変わりする、岡崎そのもののイメージが変わってくるのではないかと、こ

のように確信致した次第であります。河川敷には、選挙のときにもお話し申し上げました

けれども、多くの市民の方から要望を頂いています、外国の大きな街に行くと必ずありま

す、最近は日本にもありますけれども、犬を遊ばせるドッグランだとか、子どもが安心し

て遊ぶことのできる親水性のある広場を設けたいと考えております。

またそれ以外にも、今ちょうど絵が映っておりますけど、遊歩道や、ランニングコース

というものも整備してまいりたいと思っております。これらの施設には、夜間でも今居る

場所がよく分かるように、コースの両側に太陽光発電を利用しました耐水性のある埋め込
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み型のライトを設置したいというふうに考えております。これは、ご案内のとおり、今も

台風が近づいておりますけれども、台風などがきて増水しましたときにこの辺りというの

は大体水没してしまいますので、それにも耐えられるものを、ということで考えているわ

けであります。

併せて、潜水橋の改修、潜水橋は大変お祭りのときに利便性のいい橋ではありますけれ

ども、多くの方が渡るときにはちょっと不安でございますので、できたら拡幅したいとい

うふうに考えておりますし、また、河川敷がさまざまな用途に使われるわけですけれども、

水はけが悪いということもよく言われますので、この水はけの改良も行うことによりまし

て、イベントなど河川敷の使い勝手というものをさらに良くしていきたいというふうに考

えております。さらに、遊覧船や貸しボートにつきましては、定期的運行に必要な施設の

整備や、船の調達を行いまして、平成 28年の春から運行を目指したいというふうに考えて

おります。ちょうど今映っておりますのが、今活性化本部のほうで考えていただいており

ます櫓でこぐ遊覧船でありますけれども、当初、テープで岡崎の観光案内をここで流そう

かと思ったんですけれども、櫓で漕ぐボートですと、必ずしもテープで話してると流れと

ふさわしい所に必ず船が行っているとは限りませんので、この櫓を漕ぐ方に、簡単な解説

でいいですので、ちょうどそのいい場所に来たときにふさわしい岡崎についての話、また、

この河川の沿線の話をしていただけたらというふうに考えております。活性化本部のほう

では、できたら櫓を漕ぐ人に、五万石ぐらい歌えるように訓練したいということを言って

おりました。これはどうなるか分かりませんけれども、そういうアイデアも出ております。

また、ある政党の方からは、たかが川遊びというふうに揶揄されたこともあったわけで

ありますけれども、新香山中学など、生徒たちが今頑張ってやっているわけでありますか

ら、カヌーの競技などの練習のできるような川にもしたいというふうに考えております。

そして、乙川の水面を使ったイベントと致しまして、直径 8.5センチの、青白く光るボ

ール玉 3 万個を乙川に流す、泰平の祈りプロジェクトを、家康公顕彰 400年のフィナーレ

を飾る平成 27 年の 12 月 26 日、これが家康公の生誕の日でございますけれども、ただ今写

しておりますような感じで、やりたいというふうに思っております。大阪で行われたもの

を見に行った方から聞きましたけれども、大変幻想的でロマンチックな「泰平の祈りプロ

ジェクト」を岡崎でやったらいいのではないかと、こういうふうに言われております。規

模としても、東京、大阪に次ぐ全国 3 番目の規模のものになりますし、また岡崎の場合は

乙川の河川規模というものが緩やかな流れを持っております。そして、また、お城や緑と

いった、町並みといった、このロケーションというものが大変素晴らしいので、このプロ

ジェクトを行うには、大阪や東京よりもより適した場所ではないか、このように考えてい

るわけでございます。今申し上げましたとおり、平成 28 年度以降も、12 月 26 日の家康公

の生誕日には、できたらこの冬の集客イベントの一つとして、このイベントを継続してま

いりたいというふうに考えております。なお、この事業も 5 年間の国庫の補助事業として

その対象になったわけであります。
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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、プロムナードというのは河川の堤防上のことでございますけれども、

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というこ

とが重要ではないかと考えております。これまでも、歴代の市政にあって、個別の活性化

策というのは行われたわけでありますけれども、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し、総合的に対応していくと、こうしたまちおこしというものは実

ってくるものである、このように考える次第であります。そこで、岡崎の玄関口でありま

す東岡崎駅と、リバーフロント地区を結ぶとともに、乙川を臨む展望スペースを備えたペ

デストリアンデッキというものを設置したいというふうに考えております。これは、当初、

東岡崎駅前の真ん前に作る計画もかつてはあったわけでありますけれども、当時は地元の

賛成が得られず駄目になってしまったわけでございますけれども、今回はその場所をもう

少し東のほうに移して、ちょうど船着き場に合わせるような形で作らせていただきたいと

思っております。これは、通勤、通学の方の利用にも適しますし、また、観光客の方が川

に向かうための道としても大変分かりやすいものになるんじゃないか、このように考えて

おります。なお、これが河川堤防上の道路でございますけれども、今皆さんご覧いただい

ておりますように、車道と歩道というものをしっかりと区別したいというふうに考えてお

ります。この絵では、たまたま道路が同じ色で作られていますけれども、できたら少し色

を変えたらどうかというふうに考えております。それから、真ん中がチェーンを張って分

離してありますけれども、これも災害時にはこの真ん中の障害物を取り除いて、緊急車両

が走れるような、そういうことができるような対応も考えておるわけであります。

次に、岡崎城についてでございますけれども、岡崎城というのは、日本の 100 名城の一

つでもありまして、近年の調査によりまして、日本で 4 番目の大きさの城郭を持つ、そう

いった城であるということが分かってきたのであります。また、徳川家康公の生誕の城と

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。

その代表であります、家康公が生誕の際に産湯がくまれたとされております、東照公産湯

の井戸につきましては、これはお城のちょうど西側にあるわけですけれども、これまでは

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、

水をくみ上げて、市民や観光客の皆さまにこの水にじか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。水は、水質検査をした結果、飲んでも大丈夫でありますけ

れども、ただ、鉄分とマンガンが多くて、決しておいしい水ではないそうであります。し

かし、いずれにしましても、この水が間違いなく家康公と三河武士を育てた水であります。

また、天守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、広島大学大学院の三浦教授によりますと、お堀や石垣というものは、戦国期当時

のものでありまして、歴史的な価値が大変高い、こういうことを言われました。この写真

は、岡崎城のちょうど北からのお堀になっています。このお堀は清海堀という名前が付い

ておりますけれども、城の防御を考えまして、湾曲した仕様となっています。ただ湾曲し
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ただけのもう少し浅いお堀ならば、東北地方にあるそうでございますけれども、これだけ

の深さをもってこれだけきれいに湾曲しており、さらにそれが石垣で作られたお堀という

ものは、現在日本で唯一この岡崎城にしかないそうであります。さらに、天守台の石垣で

ありますけれども、これが逆反りになっておりまして、これは決して手入れ不足ではらん

でしまったわけではなくて、防御のためにこのような形状になっているそうでありまして、

これは野面積みといわれまして、戦国期の石組みの特徴の一つだそうであります。現在、

この逆勾配が見られるお城というのは、岡崎城と、岡山城と、延岡城という、偶然にも名

前に岡の字が付く 3 城と、彦根城の一部分のみであるということでありました。また、岡

崎城につきましては、加藤清正とともに、豊臣の大阪城築城に関わっておりました田中吉

政が家康の江戸の移封後にこの岡崎城の城主になった経緯がございまして、この岡崎城に

も、徳川の本拠地である岡崎城に、お城の形態として豊臣の大阪城の特色が大変色濃く残

っているということもお聞き致しまして、これは大変皮肉だけれども面白い事実だと感じ

た次第であります。このようなことは、われわれ岡崎市民も知っていなかった話でありま

すので、これからしっかりとこういった歴史的ないわれを掘り起こして、明確で統一性の

ある案内表示をしてまいりたいというふうに考えております。こうした地域の歴史的文化

に基づいたまちづくりにつきましては、現在全国で 46 の市街が参加しておりまして、県内

では名古屋市と犬山市が国から歴史まちづくり法に基づく歴史都市に認定されておりまし

て、法律の特例措置や財政支援も得て、歴史まちづくりに取り組んでいるところでありま

す。

岡崎には、お地元の大樹寺や伊賀八幡宮をはじめと致しまして、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 あるわけであります。さらには、市内には、京都より

も数が多いといわれる数の神社仏閣があるわけでありますけれども、そういった宝という

ものが、どちらかというとこれまでは十二分に生かされてきたとは言えないわけでありま

す。これからは、そうした市内の各地に点在する歴史的な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、四季を通じてお客さまに岡崎に観光に来ていただき、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を進めてまいりたいというふうに考

えております。

そこで、本市におきましても、この歴史まちづくり法を積極的に活用して、歴史文化を

生かしたまちづくりを推進していくために、歴史都市の認定を得るための準備作業に入っ

ておるところであります。認定を受けた後は、岡崎の個性をさらに磨き、魅力を高め、広

く市民の皆さんに、まず市民の皆さまにこの岡崎の歴史と伝統を再認識していただきたい

と思っておりますし、それによりまして、この岡崎で生まれた子どもたちに、より一層の

誇りと愛着を持たれるような、そんな岡崎にしたいと思っております。さらには、よそか

らみえた方には、岡崎というものを再認識していただきまして、この岡崎の良さというも

のをご理解いただけたらというふうに考えております。地域の活性化、生活環境の向上、

観光の振興というものにこれをつなげていけば、大変うれしく思っております。なお、候
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補地の一つには、大樹寺から岡崎を臨む歴史的な眺望、いわゆるビスタラインというもの

を予定しておりまして、この眺めの歴史的なたたずまいや魅力をさらに高めるために、現

在視界にあります電柱だとか電線というものを、できたら道路に早く埋めるような作業を

していきたいというふうに考えております。無電柱化につきましては、今、国との協議を

進めているところであります。

さらに、外からおみえのお客さまには、十分な満足感を抱いてお帰りいただきたいわけ

ですけれども、観光地として成功するためには、四つの要素が不可欠であるということで

ございます。まず、一番大事なのは、おいしい食べ物。そこの土地に行けば何があるとい

う、やはり名物料理、そういったものが欲しいというふうに思っております。そして二つ

目は、面白い催し。イベント、お祭りでも結構でございます。また、公共も努力は致しま

すけれども、民間でも面白い施設、そういったものが必要だというふうに思っております。

それから三つ目は、魅力的なお土産。どこどこに行けばどういうお土産があるというのが

はっきりした観光地が多いわけでありますけれども、岡崎はちょっといまひとつ、岡崎に

行けば何というものが、まあ八丁味噌は有名でありますけれども、それ以外のものがちょ

っと判然としないわけでありまして、岡崎といえばこれ、という新しいお土産ができたら、

というふうに思っております。それからもう一つは、これはどこの観光地に行っても欠く

べからずものでありますけれども、ディズニーランドや USJ に行けば大変お客さんが引き

も切らず来ておるわけでありますけれども、あれは毎年 100 億、200 億といった予算を投

下して、新しいイベントをやったり施設整備をやって、その結果であるわけであります。

それに、もともと大変な、もととなっているキャラクターがあるわけでありますけれども、

岡崎やその他の観光地においてはそんなことはできないわけでありますけれども、では何

が必要か、それはやはり、ここにおいでいただいたお客さまに、いい感じを岡崎に持って

いただく。そのためには、市民の皆さまにもご協力いただいて、岡崎におみえになったお

客さまに親切にしていただく、そういったサービスというものを持たなくては、なかなか

観光産業として根付かせてお客さまに何度も来ていただく、こういうことができないので

はないかと、このように考えておるわけでございます。私は、こういったことを、公共で

やれることというのは、やはり骨格を作ることであります。そして、骨格を作ったものに

血肉を付けていくのは、やはり民間の力が必要だというふうに思っておるわけでありまし

て、各地域の商店会でお話しするときには必ずこれをお話ししておりますし、先般の商工

会の青年団の方とお話ししたときにもお話し申し上げまして、そのときに、たまたま私が

食べ物の田楽を上手に使ったら面白いものができるんじゃないかということを申し上げた

わけでありますけれども、早速この間、西尾で観光フェアがあったときに、その中のメン

バーの方が、田楽を使った食べ物を西尾で販売していただいておるわけでありますけれど

も、これは工夫次第によって、大変さまざまな形で変わっていくことができると思います

し、あと田楽はまず安価であります。簡単に食品衛生の資格さえ持っている方ならどんな

お店でもできるわけであります。例えばケーキ屋さんで田楽を売っておったっていいじゃ
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ないかと思うんですけれども、岡崎に行けば、街の角々で食べ物を売っている所では田楽

を食べれるというような、そんな特徴を、これは僕の個人的なアイデアでございますけれ

ども、そんな特徴があってもいいのではないか、こんなふうに考えているわけであります。

私たちも今申し上げましたようにさまざまなアイデアを出しますし、実現のためには民間

にご協力をさせていただきたいというふうに考えている次第でおります。

また、今、観光のことばかり申し上げてまいりましたけれども、本来、この岡崎の豊か

さの基盤というのは、これは間違いなく、モノづくりであるわけであります。先般、この

愛知県の工業産品の出荷高というのは 40 兆を超えるということで、38 年連続日本一とい

うことが、新聞に載っておったばかりでありますけれども、その 40 兆のうちの 21兆が、

この西三河になっているわけであります。豊田市が頭抜けていて 12 兆になっているわけで

ありますけれども、この岡崎、安城、西尾、刈谷、こういった市がみんな 1 兆円を突破し

ておりまして、そういった元というのは、言うまでもなく、自動車産業、機械産業を中核

としたモノづくりにあるわけでありまして、これからも、このモノづくりということは岡

崎が一番力を入れていかなくてはならないものであります。しかし、さらに加えて岡崎が

発展していくためには、今岡崎が持っておりながら十分生かしていない観光産業というも

のを、このモノづくりに並ぶもう一つの経済の柱に育て上げること、これが必要ではない

かと思っております。よその地域にはない、そんな宝をいっぱい岡崎は持っているわけで

ありますから、これからはそれをしっかりと生かしていきたい、このように考えておりま

す。

そして、その第一歩であります、リバーフロント地区の整備によりまして、まず中心市

街地を活気づけまして、その活気というものを岡崎市内の各地に広げていきたいというふ

うに考えておるわけでございます。そのためには、今まで申し上げてきたことに加えまし

て、さまざまな要素を活用しまして、アイデアに富んだおもてなしを市内全域で展開する

ことが必要であるというふうに考えております。殊に、この北部地域におきましては、先

ほど述べましたように、岡崎の観光の目玉の一つであります、大樹寺の他に、滝山東照宮

や岩津天満宮、さらには、滝山寺で行われます鬼まつり、また駒立のぶどう狩りなど、豊

富な観光資源があるわけでありますので、こうしたものを上手に結び付けて展開すること

によって、必ずや私は観光産業というものがこの地域の活性化にも役立つというふうに考

えております。さらに、モノづくりにつきましても、観光産業として、各企業の生産工程

を学べるように市内の企業にご協力いただきまして、企業を視察するということを推進す

ることなどによりまして、それをまた地域の資源を活用することにつなげていけたら、こ

のように考える次第でございます。

そして、来年の 3 月には、最新の学説に基づきました、実物大のリアルな恐竜のモニュ

メントが東公園に出現するわけでありますけれども、これは、ある篤志家の寄付によるも

のでありますが、今回はとりあえず、子ども動物園の手前の時計塔の北側広場に設置致し

ますけれども、将来は家族全員で動物園ともども楽しんでいただけるように、東名高速道
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路の東側にあります、いろいろと利用規制が決まっておって手が付けられない森があるわ

けですけれども、その森林の中に、物語性のあるジオラマとして展示ができたら、このよ

うに考えております。この森というのは簡単に開発して建物を建てたりできないんですけ

れども、モニュメントという形で物を置くことは許されることであります。もう一つ付け

加えますと、動物園の動物もこれからだんだん高齢化して減っていきますので、これから

充実させたいと思っておりますけれども、今国際法が大変厳しくなってきておりまして、

簡単に新しい動物を手に入れるということもできませんし、さらには、ゾウだとかキリン

だとか、群れで生活している動物を、1 匹 2 匹で飼うというのは動物虐待であるというふ

うに言われてしまうこともあるわけであり、そういうことになりますと、簡単に目玉にな

るような動物というのを増やすことができません。そういう考えの中、今回、恐竜という

アイデアが出てまいりまして、それをお話ししたところ、寄付していただけるという方が

出てきましたので進展したということでございます。幸いにしまして、平成 27 年には、家

康公没後 400 年、来年でございます。そして、その翌年の 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、歴史的に本当に大きな節目の年を迎えますので、

私どもはこれを絶好の機会として捉えまして、観光産業都市としての岡崎をしっかりとア

ピールしてまいりたい、このように考えているわけであります。このような施策が実って、

四季を通じて観光客で岡崎市内がにぎわうようになれば、私は兼ねてから望まれておりま

すシティホテルの誘致にもつながっていくことになるというふうに思っております。シテ

ィホテルにつきましては、歴代の市長もそれぞれ努力をしてきたわけでありますけれども、

民間企業というのはなかなかそろばん勘定がシビアでありまして、すぐにもうかりそうも

ないことにはなかなか手を出してくれないわけであります。そのため、このホテル事業も、

もちろん私たちも努力して、ぜひシティホテルに出てきてもらうように努力しておるわけ

でございますけれども、もしどうしてもそこまでたどり着けないということになるならば、

これは岡崎市のほうで、観光交流スペースや、商品の直売コーナーを持つ川の駅やホール、

会議所などを併設したコンベンション施設、こういった箱物のほうを、岡崎市のほうで作

って、この運営をホテルに任せる、こういったことも次善の策として考えていかなくては

ならないのではないか、このように考えております。もちろん、そうはいいましても、基

本的にはあくまでも一流のシティホテルに来ていただくということにあるわけでありまし

て、今言っております努力が実っていけば、そんなに遠くないうちに、ホテルのほうから

ぜひ岡崎に進出したい、こういった機運が出てくるのではないか、今はまずそのための土

台づくり、環境づくりというものが必要である、このように考えている次第であります。

以上、本日は、私が目指します岡崎の未来像につきましてご説明申し上げたわけであり

ますけれども、福祉や医療、環境や教育といった施策の充実にももちろんしっかり取り組

むわけでありますが、これから 10 年 20年経過したときに、そう言えば岡崎はあの頃から

変わってきたんだよねと言って、市民の皆さまから喜びをもって振り返っていただけるよ

うな、始まりの年に今年はしたい、このように考えている次第であります。今後も市民の
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皆さまの声を積極的に拝聴致しまして、それを市政に反映させながら、子どもたちがこの

岡崎に生まれたということに誇りを持てるような、夢のある次の新しい岡崎に向けて、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、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関してのご質問は、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、お願い致します。

それでは、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、大樹寺学区の

代表の方に要望内容を発表していただきます。お願い致します。

大樹寺学区代表－どうぞよろしくお願い申し上げます。私からは、新しい北部地域交流セ

ンターの早期建設についてお願いをしたいと思います。この件につきましては、昨年 10

月 17 日に、市長との対話集会で岩津地区総代会が、同じ地域交流センターの早期建設につ

いて市長さんにお願いをされました。その後、今年 6 月の市議会においても、一般質問で

問題提起がされたと伺っております。一つは、JA との建物賃貸契約については、平成 31

年 3 月末日まであるということ、二つ目は、元北部学校給食センター跡地と、隣接地との、

土地境界について、少し問題があるということ、それから 3 番目に、現在、市において、

公共施設等総合管理計画を策定していることがあります。これは、理解していますが、岩

津市民センターとの一体的な活用を図るため、地域交流、福祉、子育て支援、防災防犯の

拠点、地域図書館等を備えた複合施設として、岩津地区として必要な施設であると認識し

ておりますので、新しい北部地域交流センターをぜひ早期に建設をしていただきたいとい

うお願いをしたいと存じます。よろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。お願い致します。

市長－ 今、ご質問の中で、既に答えを入れて答えていただいたわけでございますけれど

も、昭和 31年の 3 月まで JA との土地建物の賃貸契約が残っているということ、それから

また、併せて駐車場のほうが、これが平成33年の3月まであるということでございまして、

これを反故にしてまた次の契約にすぐ出るということがなかなか難しいという点もござい

ます。そして、もう一つの理由というのが、先ほど言っていただきました、建設予定地の

一つであります、新しい北部交流センターの予定地であります、北部学校給食センター跡

地の隣接地との問題、これが残っておりますので、今すぐにと言われると、ちょっとなか

なか難しい点があるわけであります。しかし、以前もお答えしましたとおり、そういった

大変強いご要望があるということは、私たちも心得ておりますので、今後の検討課題とし

て、させていただけたらというふうに思っていますので、どうぞご理解いただきたいと思

います。
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大樹寺学区代表－ ありがとうございます。

司会－ ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。ありがとうございます。

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。発言の前に、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、お願い致します。

市民Ａ－ 私が、すぐ隣ですけど、鴨田交番を廃止する旨の説明をいただき、警察署より

受けました。廃止の理由もいろいろ説明をされました。ただし、納得できないこともござ

います。地元住民は存続を切望しておられます。いろいろな方からお聞きしております。

また、ここは、大樹寺小学校の子どもの通学路の拠点となっております。それから、お巡

りさんがあそこで立っていただいておるだけでも、相当違ってくるんじゃないかというよ

うなことで、切に存続を要望させていただきたいと思います。岡崎市としてはどのように

受け止めておられますか。その辺をお聞きしたいと思います。それで、続けて、もし、こ

れが決定ということであれば、現在大樹寺学区市民ホームの駐車場は常に不足しておりま

す。ご覧のように狭いのでございます。鴨田交番の廃止後の跡地をぜひ、これは市の土地

というふうに伺いをしております。これをぜひ市民ホームの駐車場として利用できるよう

に要望を致します。ひとつよろしくお願いを申し上げます。

司会－ ありがとうございました。市長、回答をお願い致します。

市長－ 交番駐在所の建設の要望というのは、私が県会議員をやっておった、地域住民の

方も最も要望の強い、多い要望の一つであったみたいです。特に交番の見直しというのは、

もうこの 10年ぐらい愛知県がかけてやってきていることでございまして、例えば、私が住

んでおります連尺学区というのは、かつて三つほど交番が、連尺学区じゃないですが、中

心地域に三つほど交番があったわけでありますけれども、今はようやく岡崎公園の前の交

番が一つ戻ってきて、本町通りに一つございますけれども、かつてはあの辺りに三つあっ

たのが、今、一つになってしまったわけであります。これはどういうことかというと、県

のほうが、要するに人口増加、まず、それからその次に、犯罪の発生率、そうしたものの

中で、それを勘案して決めていくわけでありますけれども、基本的に、各中学校単位で一

つの交番というのが大原則で、これは岡崎だけじゃないです。全県的にやっているわけで

あります。

今回、大変伝統のあるこの鴨田交番がなくなるということで、皆さんが心配されるのは

当然のことであります。ただ、これは、前々から思っていたんですけど、ここに交番があ
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るのは一見良さそうに見えますけど、いざ何かあったときに、警察官が出てくるのに大変

不便な所じゃないかと思うわけであります。ですから、そういったことも含めて、本当に

いい場所に移っていただいたほうが、警察官ももっと機能的に動けるんじゃないかという

ふうに思っております。それから、これはよそでも同じことを言われることがたくさんあ

りますのでお話しするんですけど、私たちは交番というものを、もちろん交番が無駄だと

言っているのではないですよ、実際以上の期待とか価値というものをし過ぎちゃってもい

けない。といいますのは、実際交番があってお巡りさんたちも一生懸命やっておるんです

けれども、行っても居ないことというのが結構多いです。それはお巡りさんがそれだけ忙

しいということであります。ですから、緊急事態のときは、はっきり言って 110 番にかけ

たほうが早いです。私、康生に住んでおりまして、県会議員のときに、あの頃、暴走族が

すごいうるさい時期がございまして、暴走族が来ると私の所に電話がかかってきて、私か

ら 110 番に電話をかけていたことがあるんですけれども、一度、うちの前でけんかがあっ

てガラスが割れたことがあるんですけれども、交番に電話をかけたら、交番からのお巡り

さんが眠たい目をこすって来たのに 40分近くかかりました。ところが、110 番ですと、大

体 15 分ぐらいで来ます。これはどういうことかというと、名古屋にあります警察の本庁の

6 階だと思いますけれども、畳 6 畳ぐらいの、愛知県全部がパネルに映し出されているも

のがありまして、そこに、今現在どこにパトカーが走っているかというのが全部出ていま

す。今、愛知県は機動警察ということで、パトカーを主動とした対応というものに力を、

もう 10 年前から入れているわけでありますけれども、大体一つのパトカーにはベテランの

警察官と若手の警察官、そこに防弾チョッキを着た人が乗っておりまして、大体 15 分ぐら

いで現場に来ます。ですから、もし何か、そんなことがあっちゃいかんのですけれども、

あったときには、110 番をかけたほうが絶対に早いと思います。それで、ここに交番が要

らんということを言っているのではなくて、この場所ということを考えると、場所はもう

少し考えたほうがいいのではないかと。これは、担当部局からあんまり言わんでくれと言

われているんですけれども、この市民ホームも、この場所にあるというのがちょっと、皆

さんどうですか。交差点のすぐ近くで、なかなか不便でしょう。ここで広げるといって、

もしくは隣の土地をちょっともらったとしても、なかなか十分だとは言えないと思うんで

す。まだ、どこをどうするということまではちょっと言えないんですけれども、今、大樹

寺においていろんな設備計画を私どもも考えておりまして、そういう設備計画を進めてい

く中で適切な場所があれば、そちらのほうに市民ホームを移せたらどうかな、こんなこと

を内部では検討しております。まだ具体的なところまで話は詰まっておりませんので、ち

ょっとこれ以上申せませんけど、決して考えていないわけじゃございませんので、それだ

けは信じていただきたいというふうに思っております。

話を元に戻しますと、交番をどうするかということですけれども、これは、確かに今あ

る所からなくなるということは、地域にお住まいの方は不安だと思いますけれども、決し

てそのことによって全体的な機能が落ちるわけではなく、今、見とっていただいてよく分
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かると思うんですけれどもね、一昔前よりもパトカーが回っている回数が多くなってます。

間違いなく。ですので、そんなことはあっちゃいけませんけれども、もし何かがあったと

きには、110 番を電話していただきたいと思いますし、それから、この地域においては、

やっぱり一番効果的な場所に交番があることが、結局考えて学区全体にとって一番いい方

法になると思いますので、どうぞそういうふうに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。大変申し訳ありません。ただ今、予定時刻を少し過ぎ

ておりますが、もう少しお時間のほうを頂いてもよろしいでしょうか。ありがとうござい

ます。それでは、その他ご質問のある方。

市民Ｂ－ きょうは、私のほうからは、北部地域に市民ホームの設置をお願いしたいとい

うことで、現在、北部地域では、百々1 区、寿町、百々西町、河原町、青木町の 5 町区が

あるわけですけれども、ここには、1 区に古い建物で公民館が一つあるわけでございます

が、これも、地下水の関係か地盤沈下しておりまして、障子等の開閉も困難な状態でござ

います。市民ホームというのは 1 学区に一つという制約があるということは聞いておるん

ですけれども、大樹寺学区は 20町区ございまして、今単純に南部北部を比較してみますと、

南部地域鴨田 10 町区の世帯数は 2,609 世帯、それから 75 歳以上の方は 854 人。北部のほ

うは、10 町区世帯数は 2,597 世帯、75歳以上のお年寄りが 706人と、数字的に見ますと、

南部も北部もほぼ同じような状態でございます。現在、この市民ホームの西のほうには、

井ノ口の町の公民館、南部のほうには南部公民館、東のほうには春日公民館がございます

が、北のほうには、先ほど申し上げましたように、古い公民館が一つしかないということ

で、ぜひこちらのほうへの市民ホームの建設ということをお願いしたいということで、土

地については地元で何とかしたいということで考えておりますので、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。それでは、お願い致します。

副市長－ 本日、その件につきまして、担当している部長がきょう参っておりますので、

市民ホームも、それと地区の集会施設、これを一括して所管しておりますので、そちらの

ほうから回答させていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

地域支援担当部長－ 市民ホームの担当をしております、地域支援担当の高田と申します。

長く市民ホームにつきましては、地域のコミュニティー施設として昭和 55 年から 62 年に

かけまして、各小学校区に 1 館ずつ設置を進めてきたところでございます。また、大樹寺
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学区市民ホームにつきましては、昭和 58 年の 4月 1日に開館を致しまして、昨年の利用者

数は 1 万 1000 人を超えておると聞いております。学区の皆さまに大変利用していただいて

おりますが、他の市民ホームと同様に、施設や設備が古く、いろいろな問題が発生してい

ることも認識はしております。市内の学区の人口の多い梅園、井田、竜美丘、矢作南とい

った所でも、現在のところ、市民ホームを一つで利用調整をいただいているところでござ

います。第 2 市民ホームにつきましては、現在のところ、建設の予定はございませんので、

ご理解をいただきますようお願い致します。また、学区北部地域の町内会所有の地区集会

施設が一つということでございますけれども、地域活動のために利用する集会施設の新設、

改修につきましては、私ども、地区集会施設整備費補助金の支援制度を持っておりますの

で、他の地域ではこの補助制度を活用していただきまして、一つの町内会では無理なら、

複数の町内会で合同して地区集会施設を建設している所もございますので、ご活用いただ

ければありがたいと思っております。以上でございます。

司会－ それでは、その他ご質問のある方。

市民Ｃ－今の集会所の関係のことで、私のほうからの要望ですけれども、先ほど、1 学区 1

ホームというお話だったんですけれども、岡崎市の中に、例えば、山辺のほうに形埜区と

いう学区がありますけれども、ここでは分館という形で 2 ホームあって、計 3 ホームです

よね。それから、もう一つ分館を持っている所があったと思います。先ほど、人口の多い

には関係ないというようなご説明があったわけですけれども、今の形埜学区の所でいけば、

人口は間違いなく大樹寺学区より少ないというような形がありますので、これをもってと

いうわけじゃありませんけれども、再度ご検討をお願いしたいと。この必要性については

いまさらグダグダ言うこともないかと思いますけれども、今、学区市民ホーム分館という

形ではなくても、名称は別に何でもいいと思っています。そういう機能を持った集会所等

があればというふうに考えております。

それと、もう一つ、今、地区集会施設整備費の補助金制度があると、これを活用してい

る所もあるというお話もありました。ぜひこれは活用していきたいと考えますけれども、

このときも、例えば、5 町区あるとすれば、5 町区が、例えば最大の補助金を支給していた

だいて、その合計金額でもって、こういった市民ホームならば市民ホームの建設費用の一

部に充てる。その部分を市のほうで補填をしてもらって建てるとか、いろんな制度、公共

的な運用じゃなくて、フレキシブルな考え方で、前向きに、作るんだという前提でいろい

ろ考えていただきたい。そこのところは、行政さんのほうのいろんな知恵を頂いて、何か

いい方法でもってやっていただく方法を考え出していただきたいなと、こういうふうに考

えております。

その他、時間がないということなので、あと防災の関係のほうを少し申し上げたいと思

います。項目だけ申し上げますので、今回答えといっても事前通告も何もしておりません
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ので、後日で結構です。よそは多くの地域にこの防災の情報を取る方法として、FM 愛知の

情報があるわけですけれども、ここの北部は残念ながら電波が弱くてうまく入らないとい

うことがあります。ですから、北部のほうにアンテナを増強してほしい。そしてなおかつ

市民へ周知をするために、今の防災ラジオ、これをできれば全戸配布というようなことも

ご検討いただきたい。次に、青木川のこの氾濫ですとか、大樹寺学区低い所があって、内

水氾濫の危険性もあるというふうに考えております。それで、矢作川については、氾濫等

のシミュレーションをやられておりますけれども、青木川についてはそういったシミュレ

ーションもされていないということです。これは青木川以外でも中小河川、岡崎市の河川

についてはやられていないということですので、この青木川だけということではないんで

すけれども、ぜひ中小河川、それから内水氾濫についても、いろいろシミュレーションを

やっていただいて、その上で、どういうリスクが本当にあるのか、そのためどういう対策

を取るのか、リスクがはっきりしてなければ対策の方法も取れないわけですので、ぜひそ

ういった検討をお願いしたい。

それから次に、百々保育園、市長さんのほうからもご説明がありましたように、建て替

え工事となっております。現在、仮園舎がプレハブで藪下公園の中にできております。こ

の藪下公園にできているこの仮園舎が風水害における避難所になっております。この避難

所としての安全性について、本当に大丈夫でしょうかということ。というのは、どういう

ここはリスクがあって、それに対してどういう手だてができている建物であるから安全だ

ということを明確に提示していただきたい。

それから次に、これはよその市の例なんですけれども、AED を 24 時間使えるようにして

おいて、尾張旭では、24 時間営業のコンビニで AEDを設置していると。岡崎市内も 300 カ

所以上 AED があるんですけれども、これは小中学校と公共機関主体になっています。それ

から民間にあるわけですけれども、残念ながら、いわゆる人がないと使えないという状況

になります。ですから、休日ですとか夜間必要となることも十分あるわけですね。ですか

らそういったところに対して、例えば使えるようなボックスを設けるという方法もあるか

もしれませんから、一つはそういったコンビニの活用、これは民間さんの協力も必要なん

ですけれども、こういったこともご検討いただきたいなと思います。

それから、最後の 1 点。耐震診断、これは市のほうで無料でやっていただいております。

私もやりました。それで、耐震診断の基準が、昔と最近では違っていると。私は、以前 1

回目やったときに 0.99 と、1 ちょっと切れてる、ほぼ 1 だろうということで、自分でちょ

っとした耐震改造を業者さんにやってもらいました。その後どれぐらいになるか分からな

かったですけど、また最近基準が変わったということを聞いたものですから、また最近診

断をしてもらいました。そうしたら、0.2なにがしと、0.3 を切るような数値になってしま

った。これはいろんな家の条件だとかいろんなことがあると思うんですけれども、こうい

ろいろ聞きますと、要は、耐震診断をする、いわゆる基準、ソフトが変わったために、昔

は簡易で、どちらかというと甘く出てしまった。最近は厳しめに出るというようなお話を
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伺っています。そうすると、以前古い基準で耐震診断して、例えば改造する、改造しない、

どちらの件もあると思うんですけれども、その結果で安心した人が、今新しい基準で見直

すと、全部が全部じゃないと思いますけれども、そういうふうにドーンと数値が下がって

しまって、危ないというような判定になるケースがどうもあるようなんです。これは私自

身もそれで正直言ってどうしようかと迷っているというようなこともありますので、この

辺のことも、一度ご検討願いたいなと。例えば、耐震診断のそういったケースがどういう

ケースがどういうふうに悪くなるのか、じゃあそういった所を、今までたぶん市のほうか

らいろいろ改造とか何かされた所も分かっていると思いますので、そういった所に対して

何らかのそういった情報を流してあげるとか、もしくはもう一度耐震診断をしてあげると

かいったことが必要じゃないかと思います。以上です。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。大変申し訳ありませんが、ご質問がいくつかにわたっ

ておりますので、本日のご回答のほうは差し控えさせていただきまして、また後日させて

いただきます。それでは、はい、じゃあお一つでよろしくお願い致します。

市民Ｄ－ 市長のリバーフロント総合事業、説明を縷々していただいて、夢を描かせるも

のも十分ありましたけれども、一体いくら掛かるのかなということが明らかにされて、8

月 29 日付けの中日新聞西三河版では、国費を別にしても約 75億円かかる。私、年金者の

ことをやっておりますと、これからますます高齢化していく中で、一つ施設がなくなりま

す。福祉の村に特化されるという、それはそれで分かるんですけれども、減らされる中で、

一体お金がないのかなというときに、変わるべきものがどうなのかというときに、突然と

言って申し訳ないけども、75 億もの市民の税金を使う、国費の 25 億ぐらいも税金ですけ

どね。そういうときに、一体どちらを取るべきか、やはりお金の問題はきちっと、せっか

く市長が自ら出て見えて語るんですから、語っていただきたいなと、これのほうが新しい

地域交流センターどうなのかと、さまざまな問題が生じます。ぜひご回答をお願いします。

市長－ 今、一括でまとめた金額を言われたわけですけれども、これは 5年間の事業であ

ります。ですから、そこそこ大きな事業をやるにあたりまして、年間でおしなべて 20 億ぐ

らいの事業というのは、これは普通、岡崎規模の地方自治体で行う事業として、とんでも

ない事業ということはないと思います。そして、今回の計画を進めるにあたりまして、先

ほどの話の中でも言いましたけれども、福祉とか教育とか、さまざまな対策に対して大き

な支障が出ないように、これは選挙のときから言っておるわけでありますけれども、当然

そういったことをバランスを考える中で考えています。そして、それはどういうことかと

いうと、今の状況の中で、モノづくりだけやっとったらどんなに頑張ったって岡崎は豊田

の 12 兆に勝てるわけないわけですよ。もちろん豊田に勝とうなんて思っていませんけども、

だけども、今の状況の中で、安城よりも岡崎は工業産業の出荷高が低くなっちゃっている
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わけです。金額で言うと。刈谷にも肉薄されてきております。こうした中で岡崎が同じ方

向の中で競争をやっていけるか、岡崎にはもっと他の町にはない素晴らしいものがあるわ

けで、僕から言わせていただきますと、議会の答弁の中でも言ったんですけれども、今ま

で何でやってこなかったのかと、こんなに。まあそのときの時代、時代の事情があってで

きなかったこともあるということは分かりますけれども、たまさか、今私が市長になった

段階で、国のほうでかわまちづくり推進事業とか、それから、歴史まちづくり推進事業と、

国のほうでバックアップしてくれる流れができているわけです。この時期にこのタイミン

グで国の予算を使えるように、なるべく多く使えるように進めていくというのが、都市の

経営者としては、やっていくための、私は、合理的な政策の一つではないかと思います。

日本全国の地方自治体の長が、みんないかに上手に自分の所の予算だけじゃなくて国から

の予算を上手にもらって、この事業を、いい事業をやっていくかと、しかもそれによって

街を活性化を図って、税金を増やすということを考えておるわけであります。私は今回こ

れを絶対やるべきだと思って、県会議員のときから思っておったんですよ。実を言うと。

県会議員だとものを言っても、結局県の議員ですから、あくまでそれはただの意見の一つ

ということで取り入れていただけませんでしたし、やっていただける状況ではなかったの

かもしれませんけれども、今私がなったときにちょうど、まさに天命のように、さまざま

な条件が整ってきていると。川をいじくるということは、今まで国はなかなか許可しなか

った。ところが、今はどうぞ頑張ってくださいというふうに逆に背中を押されるような状

況があるわけです。ですから、今のこの時期で、より効果的な形でぜひこの事業を推進し

ていきたい。岡崎にはそういったものがありますから、それを活かしていきたいというふ

うに考えております。

司会－ それでは、お時間も過ぎております。最後にもしお一方ございましたら。はい。

市民Ｅ－ 一つ、環境問題で、この 248の向こうに、昔電車が走っていましたよね。名鉄

電車。挙母線というのが。ここの道行きますと、右側は遊歩道になっているんですよね。

こちらから大樹寺行くときに。反対に、こちら側はもう何もない草茫々になっています。

その隣が自転車置き場。あれ、多分岡崎市っていう看板が付いていますので、市が買った

のか名鉄さんが借りているのかどうか分かりませんけど、この道のすぐ左手が草茫々で、

まあ人は通れます。だけどやっぱり草が生えているということは、皆さんがそこへごみを

捨てていくと。ですので、そこの土地は今現在どこの所有者、誰かというのはちょっと私

は分かりませんので、調べてもらって、ただ、多分名鉄さんじゃないのかなと思うもので

すから、そこら辺を岡崎市が買っていただいて、そんな大きな土地じゃありません。それ

を公園か何かにしていただければ、草が生えなくて環境も良くなると。結局そこの土地が

草が茫々ですので、その周りが駐車場になっていますので、その駐車場も草が茫々生えち

ゃっている。ですので、何とかそこを 1回調べていただいて、所有者と話をしていただい
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て、何とか市に買っていただきたいなと思っています。よろしくお願い致します。

副市長－ ただ今のお話でございますが、一度ちょっと現地を、それから所有関係ですね、

確認をさせていただいて、ご要望のようにできるかどうか、これも含めまして、検討させ

ていただきたいと思います。取りあえず、後で、ちょっと場所を具体的にまたお教えいた

だければと思います。よろしくお願い致します。

市民Ｅ－ 分かりました。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、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、内田市長から一言お願い致します。

市長－ きょうは、台風と台風の合間の時間に、こうして夜遅くまでおいでいただきまし

て、本当にありがとうございました。きょう皆さま方からご指摘いただいたことは、もち

ろん私たちの心に留め置きますけれども、またすぐいい色よい返事ができるものと、しば

らく時間がかかること、予算の算段をしなければできないこと、さまざまありますけれど

も、きょうは私も含めまして、市の幹部が勢ぞろいしておって、皆さま方のお話をじかに

聞かせていただいた、このことが一番意義のあることではないかというふうに思っており

ますので、どうぞご理解いただきたいと思っております。また、きょう時間がなくて、俺

も発言したかったけどできない、この機会に一言市長にどうしても言っておきたいことが

あるとお思いの方はですね、私しばらく残っておりますので、ぜひまたこの後にお話伺い

ますので、よろしくお願い致したいと思います。きょうは本当にご苦労さまでございまし

た。またこれからもよろしくお願い致します。

(了)


