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平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年１０月２３日（木）午後７時

場所：大門学区市民ホーム
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市長－ 市長の内田康宏でございます。本日は、第 18 回目となります市民対話集会にご参

加いただきまして、誠にありがとうございます。また、市議の皆さまがたには毎回、本当

にご苦労さまです。本日のテーマは一言で申しまして、これからの岡崎をどのようにリー

ドしていくか。こういうことであります。

さて、一昨年の市長就任以来、この 10 月 22 日でちょうど、満 2 年を迎えることになっ

たわけでございますけども、市民の皆さまがたと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させていただきまして、準備の整ったものから順番に

手がけてきたつもりでおります。また、市民の皆さまがたのご意見を直接お聞きするため

のこうした市民対話集会や各種団体や中学校などに、私のほうから出向いての講演会とい

うものも、これまでに 60 回以上行ってまいりまして、小会合での説明会まで含めますと、

優に百数十回はこうした会を行ってきたわけであります。私としては何よりも市民との対

話というものを重要視してきたつもりでございます。先日も朝日新聞の記者と話をしてお

りましたが、内田さんの政治手法というのは、大変珍しいと。全国の市長でこういったや

り方をしている人はあまりいないよということを言っていただいたわけでありますけれど

も、大変、意を強くした次第でございます。こうした会は、今後もご要請があれば応じて

まいりますので、よろしくお願い致したいと思っております。

そして、市長選挙の際の争点の一つでありました、市民会館の存続問題につきましては、

調査の結果、耐震強度には問題がなく、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、かなり解消されることが分かりましたので、現在の施設を長寿命化して

いこう、こういったことを決定させていただいたわけでございます。そして、こうした傾

向というのは、国や県と同じ方針でございます。入札手続きが順調に進みますれば、平成

28 年の 10 月には、市民の皆さまがた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ございます。今、映っているのが、リニューアルオープンのとき

の想像の絵でございますけれども、今回の改修では、舞台回りを一回り広くしたり、楽屋

の裏の使い勝手を良くするなど、内装の改修に加えまして、外観の改修、さらには、市民

会館の外回りの敷地のフラット化、今は段差ができておりますけれども、あれを駐車場か

ら市民会館の西側の前面の部分がですね、一面フラット化して同じ高さになるように考え

ておりまして、障がい者や高齢者の皆さまのことも考えた、バリアフリー化ということも

考えている次第であります。座席も一新されまして、新たに大きく快適なものになります

ことから、座席数は現在の 1600 余りから 1100 席ほどと、今よりちょっと減るわけではあ

りますけれども、このような施設ではよその例を見ておりましても、800 席から 1100 席程

度というのが最も興業するのに適しているということでありますので、施設としての運用

効率は、かえって良くなる、このように考えております。

また、選挙のもう一つの争点でありました、岡崎市の南部地域への総合病院の建設につ

きましては、選挙当時にはもう一つ市民病院を作ったらどうかといった、市の財政力とい

うものをあんまり考えてない、無責任なプランもあったわけではありますけれども、おか
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げさまで、学校法人藤田学園が岡崎駅の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いうことが、先般、正式に決定致した次第であり

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、直接この南の病院が近くにない地域におきましても、本来

の市民病院負担が軽減されるということによりまして、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ですね、十二分に発揮できるようになるという、こういった相乗

効果が期待できる所に表れております。

さらに公約以外にも、それぞれの地域の皆さまがたからいただきました個々の要望や、

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、対応させていただいている

ところであります。現在、この大門学区におきましては、大門保育園の園舎の建て替えに

係る補助を行うなど、公立私立に関係なく、保育園に通う子どもたちにとってより快適な

環境作りというものを図っておるところであります。

しかし、選挙の際に強く訴えてまいりました、岡崎の歴史的な文化遺産と乙川、矢作川

といった、二つの川の河川空間を活かした、観光産業都市の岡崎としての町づくりにつき

ましては、これからが正念場に差し掛かってくると、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ました、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つきではなく、ここ 40～50 年に亘りまして、歴代市長を

はじめ、議会関係者、商工会議所、各商店街の皆さまがた、あるいは市内各所で市民の話

題となってきた、岡崎市政における重要課題の一つであるというふうに思っております。

私は昨年からこれまで、さまざまな手段で現地視察を行ってまいりましたけれども、河川

の周辺には今も素晴らしい自然景観が広がっておりまして、それがこれまで十分に活用さ

れていなかったということを、実にもったいないことだと感じたわけであります。かつて

この辺りは、市民の皆さまにとりまして、先ほどの映像でも出ておりましたけども、釣り

やボート遊びのできる、大変親しみのある川であったわけでありまして、本日おみえの皆

さまがたの中にも、そうした当時の思い出をお持ちの方も少なくない、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、これまでのプランも踏まえたうえ

で、岡崎活性化本部に検討をお願い致しまして、今年の 2 月には提言書をいただいたとこ

ろであります。また、乙川リバーフロントアイデアコンクールというものも行いまして、

子どもさんから大人まで 2500人余りのかたがたから、さまざまなアイデアを絵や作文でい

ただくことができたわけであります。さらに、私自身も市民対話集会や各種講演会などを

通じまして、多くの市民の皆さまがたの率直なご意見をいただいたところであります。そ

してこの度、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、発表させていただいたところであります。また現在、国へ補助金

の要求をあわせて行っているところであります。

それでは、乙川リバーフロント地区整備計画の内容につきまして、順次、説明させてい
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ただきます。なお、お手元には、10 月 15 日号の市政だよりと共に、岡崎市内の全世帯へ配

布させていただきました、乙川リバーフロント地区整備計画のパンフレットをあらためて

配布させていただいておりますので、そちらのほうもあわせてご覧いただければと思って

おります。

まず、仮称乙川人道橋から中央緑道を経由し籠田公園に至る地区の整備についてであり

ます。乙川に有効幅員 16 メートルの乙川人道橋を架けると共に、中央緑道の車道、緑地帯、

歩道を今回再整理いたしまして、中央緑道の東側に 16 メートルのまとまった歩行者空間と

いうものを生み出す計画をしております。このことによりまして、乙川の人道橋から現在

の中央緑道を経て、籠田公園までの間に約 600 メートルに渡る、広々とした空間が創出さ

れることになるわけであります。当面この空間を、乙川セントラルアベニューと呼ぶこと

としまして、岡崎公園や中心市街地と東岡崎駅の間を結ぶ、動線としての機能を果たし、

さらに、岡崎の新たなシンボル的な空間として、この場所をさまざまに利活用されるもの

と期待しておるわけであります。今ちょうど、橋の上でジャズの演奏をしておりますけれ

ども、今、私の所には、いろいろな方々から市（いち）がこの上で開けないだろうかとか

ですね。また、春の桜の季節に踊りの会でこの上で舞を披露できないだろうか、こんなよ

うな個々のご意見もいただいているところであります。人道橋は新しい橋でありますので、

もちろん今の建築基準に従って作らなければなりませんので、コンクリートと鉄筋で作る

わけでありますけれども、橋の表装部分には額田の木材を積極的に活用してまいりたいと

いうふうに考えております。また、通勤、通学時間の殿橋、明代橋の歩行者や自転車の混

雑緩和をこの橋によって図ることもできるわけであります。さらに、車両が通行できない、

人道橋ということでありますけれども、まさかのときには車が通れるような強度も確保し

て、南海トラフ巨大地震などの災害時のときには緊急用の車両がこの上を通れるように活

用していきたい、このような要素を持たせたいというふうに考えております。

今回、新しい人道橋を作る話を申し上げますと、今まで私が選挙以来言ってきました、

ツインブリッジの計画は断念するのか、こういった声が議会でも言われたわけであります

けれども、今回は殿橋と明代橋の管理者であります県との協議の結果、県のほうが長寿命

化を行うということで、修復工事をしていただくことになったわけであります。しかし、

私どもとしては決してツインブリッジの計画をあきらめてしまったわけではなくて、いず

れこの二つの橋の架け替えの時期が来るわけでありますから、そのときにはこれまで申し

上げてきましたように、明代橋は橋上公園化された緑の橋に、殿橋は岡崎の歴史と伝統を

伝える石の橋として整備していきたいとこのように考えておるわけであります。そして、

今回乙川人道橋が木の橋として加わることによりまして、3 本の橋がそれぞれ異なる特徴を

持った、岡崎の新たなシンボルとなるようにしていきたいというふうに考えておるわけで

あります。

次に、徳川四天王の石像の設置についてでありますが、当初は二つの橋を架け替えてい

ることを前提に考えておりましたので、新しくできた殿橋の四隅に四天王像を置きたいと
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考えておったわけであります。しかしながら、今申し上げました通り、現状のままという

ことになりますと、今の橋のたもとに石像を置くにはいささか難しい問題があります。橋

の隅には多くの水道や下水や電気やガス、または NTT のさまざまな配線などのライフライ

ンが埋まっておりまして、十分な歩行者空間の確保というものが難しいということであり

ましたので、今回新たに整備することになりました、岡崎セントラルアベニューのところ

にこの四つの像を順次設置していけたらっていうふうに考えております。当初のイメージ

とはちょっと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と、歴

史的にもこの場所というのは岡崎城の東の入り口であります、籠田総門のあった所であり

ますので、これから岡崎の新しいシンボルとなる空間でもありますことから、むしろこち

らに置くほうがふさわしいのではないかと、今ではそんなふうに考えておるところであり

ます。そして、この四天王石像は、それぞれの武将にまつわる歴史的なエピソードってい

うものをデザインに反映させて、ただ立っているっていうわけではなくて、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。

まず皆さまから見て、向かって左手でございますけれども、こちらが榊原康政の像のイ

メージでありますけれども、ご覧いただいているのは戦の最中のイメージでありますけれ

ども、榊原康政という人は四天王の中ではどちらかというと知将のイメージの強い武将で

ありますので、檄文を書す場面だとか、書に親しむ場面にしたほうがよいのではないか、

こんなふうに考えております。また、長老の酒井忠次ならば、三方ヶ原の戦いで武田軍に

敗れた後に、浜松城の守りを固めろという意見を抑えて逆に城門を開け放ち、かがり火を

たいて自ら太鼓を打ち鳴らして逃げ帰ってくる三河武士を迎え入れたというこの豪胆な伝

説が伝わっとるわけでございますけれども、その酒井の太鼓の場面がふさわしいのではな

いかというふうに思います。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、その有能ぶりをたたえられました、小牧、長久手の戦いでは豊臣秀吉をもうならせ

た本多平八郎忠勝の武勇。ちょっとこの絵はあんまり私は気に入らないんですけど、やは

り槍の本多平八郎ですから、それにふさわしい形のものを作りたいというふうに考えてお

ります。また、天下分け目の関ヶ原の合戦におきましては、東軍の将として指揮を執りま

した、赤備えの軍装で有名な井伊直政、というこういったそれぞれの特徴を表した石像を

ぜひここに置きたいっていうふうに。そして、中心街への誘客につながるようなものにし

たいというふうに考えておるわけであります。こうした歴史を素材とした町おこしの方式

は、ヨーロッパにあります幾つかの都市の状況をお手本にして考え出したものであります。

また、今回の政策におきましては、石都岡崎の技術の粋を極めていただきますと共に、

それに加えて貴金属などの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たいと、こんなふうにも考えておるわけであります。なか

なか細部までこだわりますと、石ではちょっと実現不可能な部分もございますので、ヨー

ロッパに参りますと、大理石の石像で金属と合わせた大変素晴らしい芸術的なこうしたモ

ニュメントがよく見受けられるわけですけれども、ぜひ岡崎の石工業界の方にもこうした
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新たな挑戦をしていただきまして、またそのことが岡崎の石工業界の商圏の開拓にもつな

がるのではないか、このように期待しておるものでございます。いずれにいたしましても、

「さすが、石都、岡崎」と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わけ

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シンボルと致しまして、家康公の像を東

岡崎の駅前に設置したいというふうに考えております。よく言われることなんですけれど

も、静岡市や浜松市など、同じような家康を誇りに思っている町に行きますと、まず駅前

に立派な家康の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何もないじゃ

ないか。こんな声を岡崎の市民の方ならば誰しも一度は言われたことがあると思うわけで

すけれども、私もこれまで何度も悔しい思いをしたわけでありますけれども、これからは

そういったことのないように、多くの市民の皆さまが誇りに思えるような、立派な家康公

の像の制作に努めていきたいとも考えておるわけであります。たまさか、これは、騎乗し

た家康の像でございますけれども、これは一つのイメージでございます。また、今風に揺

らめく「厭離穢土、欣求浄土」の旗印が、像の後ろにあるわけでありますけれども、この

旗印を家康公の像と併せて据えることによりまして、家康公の像を静、旗印の動といった

コントラストというものを考えたいと思っております。旗印は当然 1 年もこのように外に

出して屋外にさらしておけば、劣化するわけでありますので、市内の書家の方に、できた

ら毎年書き換えていただきまして、12 月 26 日の家康公の生誕祭の日に行います提灯行列の

際に、旗印の交換式ということを行うことによりまして、イベントのスケールアップとい

うものを図っていけたらというふうに考えております。

そして、これは皆さまがたへのお願いになるわけですけれども、かねがねライオンズク

ラブやロータリークラブの皆さまから、できることがあったらぜひ言ってくれというふう

にも言われておりますので、ぜひ今回この家康公の像を造るために、まずそういった段階

に一つお願い致すわけでありますけれども。さらに加えて一般の市民の皆さまがたにもご

浄財の提供をお願いしたいというふうに思っておるわけであります。もちろん、これは強

制的なものではなくて、たとえ少額ではあっても、子どもが将来「この像を造るのに僕の

お小遣いも使ったんだよ」こんなふうに友達に自慢できるような、市民一人一人のまごこ

ろの協力によって作った、本当の意味での岡崎の象徴にしたい、このように思っておりま

す。よく欧米にある寄付っていうのはこういった形でやられるようでございますので、そ

んな伝統をもし岡崎に根付けばいいなというにも思っております。

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合わ

せまして、現在機能していない、橋の照明施設を平成 27 年度、来年中に更新していきたい

というふうに考えております。ライトアップには、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、普段は今見ていただいているような、温かみのある落ち着いた

色を採用しまして、イベント時にはさまざまに色を変えるといった演出も考えておるわけ

であります。先般も実況実験を行いましていろいろな色を見ましたけれども、今回新しい
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設備の更新によりまして、色は 7 色に変えられるということであります。あんまり奇をて

らったものがいいと思っておりませんけれども、花火大会のときとか、桜祭りのときには

それに合った照明ができたらというふうに考えております。

また、二つの橋がライトアップされることによりまして、これまで夜間は闇に包まれて

おりました、乙川の周辺の雰囲気、乙川のイメージというのがガラリと変わってくると思

っております。私は県議の時代に名古屋に 26年通っとったわけですけども、毎度名鉄電車

で帰ってくるときに、昼間は素晴らしい河川空間の景色ですけれども、夜はただ真っ暗で

お城だけがぽつんと見える風景を本当に残念だと思っておりましたけども、これからは名

古屋から帰ってくるときに、乙川の河川空間がうっすらと遊歩道の所が見える。夜 9 時ぐ

らいまで、できたら犬の散歩をしたり、デートコースとして使っていただけるぐらいの明

るさを保ちたいな、そういった岡崎の風景が見えることによりまして、岡崎のイメージそ

のものがこれによって大きく変わるんじゃないかというふうに思っております。また、河

川敷にはドッグランや、子どもが安心して遊ぶことのできる親水広場を設けると共に、市

民の要望が大変多い、今映っております遊歩道やランニングコースも整備していきたいと

考えております。親水広場を設けるというのは、先ほども市民の皆さまがたから頂いた岡

崎のアンケートの中で頂いたものであるわけであります。そしてこれらの施設には、夜間

でも場所が分かるように、今これで見ていただいております、ここの白い四角い暗転が続

いているように見えますけれども、これ太陽光発電によりまして、夜間になりますと、明

るく照明ができる埋め込み型のライトであるわけであります。これはもちろん台風が来た

りしますと、水面下に入るわけでございますので、耐水性のあるものを使いたいというふ

うに思っております。あわせて、潜水橋の改修や、河川敷の水はけの改良も行うことによ

りまして、イベントなどで河川敷の使い勝手を今よりも良いものにしたいというふうに考

えています。さらに、遊覧船や貸しボートにつきましては、定期的な運航に必要な施設の

整備や船の調達を行いまして、平成 27 年の春からの運行を目指しております。今も見てい

ただいております手漕ぎ、これ艪で漕ぐ船でありますけれども、今年のこの秋祭りのとき

にもこれらの実証実験でまたやらしていただくことになると思いますけれども、活性化本

部のほうでは、これをやるに当たりまして、当初テープで岡崎の観光案内を流すかという

ふうにも考えとったわけでありますけれども、艪で漕ぐ船ですと、必ずしもテープの案内

と現在位置が合わないことがございますので、艪を漕ぐ方に語りで、岡崎の歴史だとか、

川の様子っていうものを語っていただく。できれば 5 万石小唄ぐらいは歌っていただける

ような、こんな形にできたら素晴らしいというふうに考えておるものであります。また、

ある政党の方からは「たかが川遊び」というふうに揶揄もされましたけれども、新香山中

学校の生徒たちが今大変頑張っております、カヌー競技の練習もこの川を使ってできるよ

うに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して、直径 8.5 センチの青白く光る LED ボール

を 3 万個、乙川に流すという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
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飾る、来年の平成 27 年の 12月 26 日に実施したいというふうに考えております。今も映し

出されておりますのが、その予想図になりますけれども、お城があって、夜景があって、

しかも川がこのように川が輝くということの中で、幻想的でロマンチックなプロジェクト

ができるのではないかというふうに思っております。これは東京、大阪に次ぐ全国 3 番目

の規模となるわけでありますけれども、岡崎の場合には、この乙川の今申し上げましたよ

うな緩やか流れと共に、お城、緑と大変町並みというか、素晴らしいロケーションでの開

催となるわけでありますので、こうしたプロジェクトにとりまして、最適の場所ではない

か、このように考えております。そこで、平成 28年度以降も 12 月 26日の家康公の生誕祭

の日には、冬の集客のイベントとして、できれば継続して実施してまいりたいと考えてお

ります。なお、この事業もこの 5 年間につきましては、国庫補助事業の対象となるわけで

あります。

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

堤防のプロムナード、そして乙川河川敷、さらには岡崎公園という広いエリアをひとくく

りにして再整備していくことが重要であるというふうに考えております。これまでも、岡

崎市政におきまして、個別の活性化策っていうのはあったわけでありますけれども、この

ように総合的に連動した対策というのは、今回が初めてではないかというふうに考えてお

ります。こうして総合的に行ってこそ初めて町の活性化というものは実ってくるものでは

ないか、こういうふうに考えておるわけであります。そこで、岡崎の玄関口にあります、

東岡崎駅とリバーフロント地区を結ぶと共に、乙川を臨む展望スペースを備えたペデスト

リアンデッキを設置したいっていうふうに考えております。これは、当初、東岡崎駅前の

正面に作りたかったわけでございますけれども、地元の反対もございまして、調整した結

果、岡崎駅よりも少し東側のところにできるわけであります。これは観光だけではなくて、

通勤、通学にも適したものになると考えております。また、リバーフロント地区を結ぶ乙

川両岸の堤防道路、いわゆる乙川プロムナードにつきましては、歩行者空間と車道を明確

に分離すると共に、セントラルアベニュー、さらには殿橋の歩道も敷石風の舗装で統一し

ていくことによりまして、乙川リバーフロント地区を初めて訪れたお客さまでも道を間違

えずに回遊できるように配慮したいというふうに考えております。なお、このイメージ図

では歩行者の空間と車道が同じ色になっておりますけれども、歩行者の安全確保のために

も、色調をちょっと変えたほうがいいのではないか、そんなふうにただ今考えておるわけ

であります。

この岡崎城につきましては、皆さまご案内の通り、日本の 100 名城の一つにも数えられ

ておりますし、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城であること

が分かったわけであります。また、徳川家康公生誕の城ということで、周囲には家康公の

誕生にまつわる数々の史跡も残っておるわけであります。その代表であります、岡崎城の

西側には、家康公生誕の際に産湯がくまれたとされます、東照公産湯の井戸があるわけで

ありますけれども、これまではただ外観を見ていただくだけのものでありましたけれども、
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現在井戸としての機能回復も行いまして、水をくみ上げて、市民や観光客の皆さまに直接

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、決しておいしくはないそうであります。しかし

ながら、この水で家康公と三河武士が育ったのはまぎれもない事実であります。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して、

現在広島大学の大学院の教授をしておみえになります三浦先生によりますと、堀や石垣は

戦国期当時のものでありまして、歴史的な価値が大変高いものであるということでありま

した。この写真は、岡崎城天守閣の北側の堀であります。この堀は専門的には清海堀とい

う名前がついておるわけでありますけれども、城の防御を考えて、こんなに大きく湾曲し

たものは大変珍しく、さらにそれで石垣でできているっていうものは、現在日本で唯一の

ものであるそうであります。私たちは昔、子どものころここでわんぱく坊主時代に遊んで

いたわけですけれども、それがこんな歴史的な由来があるということを本当に今まで知ら

なかったわけでありますけれども、こうしたものをしっかりと PR していきたいと思ってお

ります。

さらに天守台の石垣は、逆に見ていただいて、左側の写真ですけれども、石垣がちょっ

と逆反りになっているように見えるわけですけれども、これは決して手入れ不足ではらん

でしまったのではなくて、防御のためにこのような形状になってるそうでありまして、こ

れは野面積みという名前で呼ばれておりまして、これも戦国期のお城の特徴の一つであり

まして、現在この逆勾配が見られますのは、岡崎城と岡山城、それから延岡城という、偶

然にも岡の字の付く三つの城と、熊本城の一部のみであるということでありました。熊本

城が、加藤清正によって整備されたお城でありまして、その加藤清正とともに、豊臣の大

阪城の築城に関わっていたのが、岡崎城の城主として現在のお城の基の整備を行いました、

田中吉政でありますので、そのために徳川の本拠地である岡崎城に、豊臣の大阪城の特徴

が色濃く残っているという城ができたというのは、大変皮肉ではありますけれども、面白

い事実ではあります。このようなことは私も知りませんでしたけれども、岡崎市民の多く

が知らない事実でありますので、これからこうした歴史的由来というものもしっかりと掘

り起こして、明確で統一性のある案内表示をしていきたいというふうに考えております。

こうした地域の歴史文化に基づいた町づくりにつきましては、現在、全国で 46 の市町、

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、歴史都市の認定を受けて

おるわけでありまして、法律の特例措置や、財政支援を得て、歴史町づくりに取り組んで

おるところであります。岡崎にはお近くの大樹寺や伊賀八幡宮をはじめと致しました、国

の重要文化財に指定されました建造物が、名古屋よりも多い 13 もあるわけでありまして、

さらに市内には京都よりも数の多い神社仏閣があるといわれとるわけであります。ところ

がこれまで、そういった岡崎の宝が十二分に活用されてはきていませんでした。そして、

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

掛けや、四季を通じて岡崎に観光にお越しいただく、大勢のお客さんに来ていただくこと
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によりまして、さらにそのかたがたに快適に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、これから強く進めていかなくてはならないのではないかと、このように考

えておるわけであります。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

に活用致しまして、歴史文化をまず生かした町づくりを推進するために、歴史都市の認定

を得るための準備作業に、ただ今取り掛かっているところであります。認定を受けた後に

は、岡崎の個性をさらに磨き上げ、魅力を高め、広く市民の皆さまが、岡崎の歴史と伝統

を再認識して、岡崎に生まれた子どもたちがより一層のふるさとに対する、誇りと愛着を

持てるような、そして訪れるかたがたに感動を与えられるような、町づくりを行い、地域

の活性化、生活環境の向上、観光振興につなげてまいりたいというふうに考えている次第

であります。なお、候補地の一つには、大樹寺から岡崎城を望む歴史的な眺望、いわゆる

ビスタライン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というものを

さらに高めるため、電柱や電線を道路に埋めるなどしまして、電線を撤去する無電柱化に

ついても、今、国と協議を進めているところでございます。

さらに、外からおみえのお客さまに、満足を抱いてお帰りいただくためには、これは私

たちだけでは、かなわないことでございます。いつも私はこういった会議のときに、商店

街の方や地元の方に、お願い申し上げておるんですけども、行政ができることというのは、

所詮、骨格を作ることであります。さらに、皆さまがたがさまざまな事業を行うときにご

協力を申し上げたり、知恵を共に出し合うことができるわけですけれども、主体となって

市民の皆さまがたにも、ご協力いただけなければならないことがあります。私はいつも四

つのことをテーマとして思い出しとるんですけれども。まず第一には、特に商店街、食品

関係の皆さまがたに、おいしい食べ物。岡崎に行けば何が食べられるといったですね、岡

崎の食べ物の名物。今、まぜめんも頑張っていただいておりますけれども、ちょっとイン

パクトがまだ薄いような気が致します。もっと手軽で安価でどこに行ってもあるような、

そんなおいしい食べ物というものを、作れないだろうかというふうに考えております。そ

れから二つ目は、興味を引く催しや施設。もちろん公共でもこういったものをやりますけ

れども、そういった大掛かりなものではなくて、その町内に行かなくてはないような面白

いお店とか、施設、お祭り。そういったものを期待しております。また三つ目は、魅力的

なお土産。岡崎にも八丁みそとかですね、お土産はございますけれども、いまいち岡崎に

行けばこれという決定的なものというのはまだないような気がします。これから額田の木

を使っていただいても結構ですし、さまざまな岡崎の素材を生かして、岡崎ならではのお

土産というものを、ぜひ皆さまがたの間で出していただきたいというふうに思っておりま

す。そして最後は、岡崎ならではのサービスということをお願いしとるわけでありますけ

ども。観光地というと、一番筆頭に出てくるのは、ディズニーランドや大阪の USJ になり

ますけれども、ああいった大きなテーマパークというのは、もともとの持っておる自分た

ちの素材というものを、大変豊かなものであるわけですけれども。さらに加えて、毎年 200

億円くらい掛けて、ソフトの整備からいろいろやるわけであります。地方自治体でそんな



10

ことはとてもかなわないわけでありますので、やはり、岡崎に行くと岡崎の市民が観光客

の皆さまがたに大変親切に、道案内をしていただいたり、親切に接していただく。そして

岡崎というものの、よいイメージで帰っていただける。こういった市民の皆さまがたから

の、ご協力というものも必要であるわけでありまして、この四つの要素がきちんと機能し

ないと、なかなか、観光都市として定着していくことは難しいのではないかというふうに

考えておりますので、どうぞその点につきましては、市民の皆さまや商店街の皆さまのお

力添えを、心からお願い申し上げるものであります。その中でも特に私が重要だと思って

おりますのは、食べ物であるわけであります。この間の、商工会議所の青年部の皆さんと

話したときに、私は一つ提案したんですけども、安価でコンパクトな食べ物ということで、

みそ田楽、町中どこに居ても食べられる、こんなようなことも一つ考えていただけないだ

ろうかと。素材は必ずしも、豆腐とこんにゃくに限らないというのでいいわけであります。

おみそをはけで塗るだけで、ちいちゃなお皿に乗せて、一皿 2 本で 120 円ぐらいで売るこ

とができれば、岡崎に行くとみそ田楽が食べられるという、こういう一つのイメージとい

うのができるわけでありまして。そんなふうに考えていただけたらいうことで、提案した

ほどであります。

また、岡崎の豊かさの基盤は、これを間違えちゃいかんと思います。岡崎がこれだけ今、

豊かな状況にある。愛知県の工業産品の出荷高が 40兆をちょっと超えておりますけれども、

そのうちの 21 兆って西三河。三河じゃないです、西三河で 21 兆円超えております。豊田

がぬけておりまして、12兆円になりますけれども。岡崎も 1 兆 7000 億ほどあるわけであり

ます。しかし、いくら岡崎が頑張っても、豊田に近づくことはちょっと難しいと思うわけ

です。もの作りにおきまして。もの作りは岡崎の経済基盤の一番大事なものでありますけ

れども。それにもう一つ加えて、この岡崎には、豊田にはない、観光産業を担えるだけの

大きな宝がたくさんあるわけでありますので。それを、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。これが今、岡崎市の推進してることでございますので、どうぞ

ご理解たまわりたいと思っとるわけであります。その第一歩となりますのが、今回、発表

致しました、リバーフロント地区の整備であるわけでありまして、まず中心市街地を活気

づけまして、そしてその活気を順次市内の全域に広げていきたい。このように考えたわけ

でありますので、これまで申し上げたことに加えまして、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域に展開することが必要であろうというふうに考えてお

ります。特に、この北部地域におきましては、先ほど述べました、大樹寺のほかに、滝山

東照宮や岩津天満宮、さらには滝山寺の鬼祭りや駒立のぶどう狩りなど、豊富な観光資源

がたくさんあるわけでありますので、観光施設の施策の推進には大変重要な所であるとい

うふうに考えております。きょう実はもう商工会近くでこのリバーフロントの関係の推進

会議があったわけでありますけれども、そのときに、そんなこと言うけど、駐車場がない

じゃないかっていうこと言われてしまいましたけれども。大樹寺におけるバスが止まるよ

うな駐車場というのは、私たち市役所で考えております。ただちょっといろいろと関係が
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ございまして、まだ具体的にどういう形にするかということが、現時点では発表できませ

んけれども、少なくともバスが 20 台、25台来ても、十分大樹寺の近くで受け入れられるよ

うな場所を駐車場として提供できるように考えていきたいと思っております。観光バスが

これだけ、観光産業といってもなかなか実のあるものにはなりませんので、当然そんなこ

とは考えております。

さらに、もの作りにつきましても、もの作りそのものを観光にできないだろうか、産業

観光として市内の企業にもご協力いただきまして、企業視察を推進するなど、それぞれの

地域の資源を活用することで、リバーフロント地区との相乗効果を図っていきたいという

ふうに考えております。ただ今見ていただいているのが、私が今年の 1 月に三菱自動車の

工場を見学させていただいたわけでありますけれども、本当、コンピューターで制御され

てロボットの力っていうのはこんなに活用されておるんだなっていうふうに、目からうろ

こが落ちるような思いでありましたけれども、こうしたものを一般のかたがたに見ていた

だくということ、十分観光になると思います。下は東レ株式会社の工場の様子でございま

すけども、こちらも私たちが思ってるよりもずっと進歩したシステムで運営されておりま

した。こうしたものをぜひ外部に PRして、これをまた観光の要素として生かしていきたい

というふうに考えておるわけであります。

それから、このようなこと今リバーフロントとは関係ないわけでありますけれども。た

まさか私が、市役所にお見えになった昔からの旧知の父の友人の方にお話ししたところ、

寄付をいただけることになったわけでありますけれども。今年の暮れから来年の 3 月にか

けまして、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

登場するわけであります。これはそもそも、最初は恐竜を作ろうっていう話ではなくて、

今ご案内の通りに、日本全国、全世界の動物園の動物の高齢化。また国際条約の厳格な運

用によりまして、なかなか自然のライオンだとかトラとかゾウだとかゴリラといった動物

を購入するということ難しくなってきたんです。仮に購入できたとしても、大変高価なも

のになっておるわけであります。岡崎の動物園っていうのは、無料が売り物でありまして、

その岡崎の動物園もご多分に漏れず動物が高齢化しておるわけであります。これをどうい

うふうにしてったらいいだろうかと。岡崎の東公園には、敷地はあるんですけども、その

敷地のさまざまな土地に利用指定がかかっておりまして、開発を簡単にできないわけであ

ります。そうした中で、モニュメントなら置けるっていうことを私聞きましたので、そん

なら恐竜ならモニュメントで通るかっていうこと言ったら、合法だということでありまし

たので、その話をたまさかある資産家の方にお話をして、こういうものをやりたいと思っ

てるけど、10 年ぐらい掛かるっていうこと言いましたら、その話は面白いので、私が品物

として寄付するから、もっと早くやってくれっていうこと言われまして、本当にひょうた

んから駒で、来年の 3 月には、今皆さんにご覧いただいておりますような 5 体の恐竜が岡

崎の東公園に来ることになりました。もちろん、このまんまこんな展示をずっと続けるわ

けではなくて、そもそもは岡崎東公園にあります、森林の中にかつてはこんな形で恐竜が
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おったんではないか、というジオラマ風の展示を年代に合わせて三畳紀、ジュラ紀、白亜

紀という形で、約 2 億年の間に恐竜は生息したわけでありますけれども、その情景をこう

いった形で再現したいというふうに思っております。従って、幼稚園とかでよく東山動物

園に連れて行かれると、コンクリートの恐竜の前で私 1 時間も 2 時間も座っとったことが

ありますけれども、子どもには大人の目にはもう映らなくなってしまったものが見えてま

いります。ただのこういった恐竜モニュメントでも、この情景を見ている中で子どもたち

の心の中にはさまざまな思いとか空想が膨らむわけであります。それがきっかけとなって、

偉大な学者が生まれたり、または映画監督が出てくるかもしれません。そんな基になるア

ピール、期待をこめてこの事業進めていきたいというふうに考えております。もちろんこ

れはこれだけにとどまらず、ここを周遊していただきまして、今、国治天文台の跡地がそ

のままになっておりますけれども、あそこにできるかどうか分かりませんけれども、私が

市長になりましてから、科学館の計画を取りやめた経緯がございます。これはあまりにも

お金が掛かり過ぎるということと、場所に応じて市民の皆さまからの反対が多かったとい

うことでやめたわけでありますけれども。宇宙の 138 億年の歴史とそして地球の誕生、生

命の進化の歴史が分かるような展示というものを東公園を中核としたエリアで将来に亘っ

てできればということも考えておりますので、どうかそんなふうにご理解をいただきたい

と思っております。

それから、明年は、平成 27 年には、いつもどこに行っても同じ話しとりますけれども、

家康公の没後 400 年っていうことで、一つの節目を迎えます。さらに明くる平成 28 年は、

本市の市制施行 100 周年といった、ともに歴史的に大きな節目の年を迎えるわけでありま

して、私たちはこれを絶好の機会としてとらえまして、観光産業都市岡崎のこれからをさ

らに発展させていきたいというふうに考えておるわけであります。このような施策が実り、

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、岡崎

のシティーホテルの誘致にもつながってく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、歴代の市長さんそれぞれ努力をしていただいておったわけでございま

すけれども、やっぱり民間企業ってなかなかそろばん勘定がシビアでありまして、もうか

りそうにないことにはなかなか手を出していただけないわけでありますけれども、私ども

は一応現在の情報と致しまいして、太陽の城の跡地にシティーホテルを誘致するという、

前市長さんの考えを引き継ぎ、それを何とか施行できるように考えているわけであります。

できればシティーホテルのほうでコンベンションホールを備えた、さまざまな施設を持っ

たホテルを作っていただきたいと思っとるわけですけれども、これまで何度もいろんなと

ころと話し合いをしてきましたけども、ビジネスホテルとしての出店をしたいという話は

ございまいしたけれども、全ての事業を行うというと、随分大きなものいりになりますの

で、なかなか決断をしていただけません。そしていつまでも私たちも待っとるわけにまい

りませんので、暫時の策と致しまして、400 人ぐらいの方がパーティーができるコンベンシ

ョンホールと会議室を備えた設備、また川の駅としての PR コーナー、そんなものを備えた
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施設のほうは岡崎市のほうで作って、その運営をホテルのほうに任せる、そうしてまたそ

れに加えてホテル関係の施設はホテルのほうでやっていただく。こういった形も考えてい

きたいというふうに思っております。もちろんもうそれで決定したわけではなくて、どっ

かのホテルが岡崎の魅力を感じて出てきたいというような、それをもしぜひやりたいと思

っとるわけでございますけども、すぐできなければそうした方向も考えておるということ

でございます。

以上、本日は私が目指しており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つきましても、もち

ろんしっかりと取り組みながら考えておるわけであります。これから 10 年、20年経過した

ときに、「そういえばあのころから岡崎は変わってきたんだよね」と言って市民の皆さまか

ら喜びを持って振り返っていただけるような、そんな始まりの年にしたいと考えておりま

す。今後も市民の皆さまがたの声に積極的に耳を傾けて、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て本当によかった、そしてその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まして、市政運営に取り組んでまいりますので、今後と

も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－ 続きまして、地域の要望等につきまして事前に頂いておりますので、大門学区の

代表の方に情報内容を発表していただきます。よろしくお願い致します。

大門学区代表－ 市長の大変素晴らしい夢のあるお話で、スケールも大きくて。私の大門

学区から要望する要望 2 点ありますので、予算的にもこちらのほうはあまりかかりません

ので、ぜひ対応よろしくお願いします。

まず、1 点目でございますが、早川用水路の環境浄化に関しての要望でございます。早川

の用水路には、コイとかフナなどの魚類が住んでおります。川の水が現状より多くできな

いのか、このご検討をお願いします。また、水路の不法投棄も清掃こまめにやっていただ

きたいということで、第 1 点目はこの 2 点でありまして、このようなことができれば、環

境の浄化ということと、住む魚にいろいろいい影響があるといった、現状の住む魚の背び

れが見えてしまったり、水が大変少ない状況でありますので、皆が環境浄化を願っていま

すので、よろしくお願い致します。

もう 1 点ですが、シルバー施設のシルバー割引について。私は絵の勉強をしておりまし

て、仲間が市のいろんなところに散らばっております。ですから市の施設を使わせていた

だくときに、市民会館とかせきれいホールとかそういうところの会議室なんかを使わして

いただいております。で、こういう会議室とか、また美術館の展示室とか、そういうとこ

ろも借りておりますが、こういうところは企業が借りても大きな団体が借りても、われわ

れみたいな年金で生活しているシルバーが借りても同じ額になっていて、額は高いとは言
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えないんですけれども、いろんな活動をする場合のシルバーの背中を押していただける意

味で、シルバー割引などの、そういう会議室とか、展示場みたいな所を貸していただける

とありがたいなと思いますので、この 2 点の要望ですが、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それではご回答よろしくお願い致します。

市長－ 早川用水の環境と浄化の問題につきましては、担当のほうから答えてまいりたい

と思いますが、ただ今のシルバー割引を設けることができないかという件でございますけ

ども、市民会館やせきれいホールにつきましては、広く市民の皆さまに文化活動の場を提

供するための施設でありまして、利用料金につきましては、市内と市外では差別化をして

おるわけでありますけれども、市内の在住の利用者の皆さまの場合につきましては、今お

っしゃられた通り、個人でありましても、企業であっても、同額とさしていただいておる

ところであります。市民センターにつきましては、公民館施設として、社会教育法第 22条

が規定されておりまして減免の対象となるわけでありますけれども、市民会館は市民セン

ターとは施設の性格が異なるということでありまして、ご理解をいただきたいというふう

に思っております。なお、高齢者に対する割引制度ではありませんけれども、りぶらとな

ごみんをはじめとする、各種地域の交流センターにつきましては、市民活動団体として登

録をいただければ、規定の料金の半額で施設を利用するということが可能になりますので、

どうかこういった制度を活用していただけたら、こんなふうに思っている次第であります。

市民活動団体登録につきましては、りぶらの中にあります、市民活動センターにご相談を

いただけたら、このように思っております。

司会－ では続きまして、部長から、よろしくお願いします。

上下水道局技術担当局長－ 上下水道局技術担当局長でございます。よろしくお願い致し

ます。矢作川の河床が周辺の土地よりも高い、いわゆる天井川のころは上里地区では湧水

が多かったんですね。それで早川用水路は水量が豊かで、周辺の農地もその水を利用して

農業用水として利用されてる時代もございました。矢作川の整備が進むとともに、周辺の

湧水減りまして、早川用水路の水量が少なくなっていることは承知しております。しかし、

そもそも早川用水路はこの地域の雨水を集め、雨水による住宅地の浸水を防ぐことを目的

とした公共下水道の雨水管線でございます。従いまして、この地域の皆さんを水害から守

るために、普段は用水の水量が少ないことが大切ですので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

水量の変化につきましては、そして水量の確保につきましては、少し詳細にしゃべらさ

せていただきます。水量を増やす方法といたしまして、上里、薮田のポンプ施設から取水

している農業用水と、既に廃止されております上里簡易水道の上里水源が考えられます。
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まず農業用水の施設でございますが、上里、薮田両農業生産組合が所有する施設でござい

ます。年々揚水量が少なくなる傾向から、農業用水を約 4.8 ヘクタールの農地へ必要な水

量のみを排水しております。揚水機を稼働するために必要な経費は現在農業者が負担して

おります。今後通年で稼働させた場合は、今以上に経費を要する上に、ポンプの使用時間

が増加しますと、ポンプ設備など更新を必要とする場合もありまして、経費の負担増につ

いて検討が必要となってきます。以上の点を踏まえまして、灌漑期には、余り水を早川に

放流いたしまして、農閑期には、井戸を休ませることでご理解ご協力をたまわりたいと考

えております。

次に旧簡易水道の上里水源の状況について、平成 14 年に行った調査におきまして水量の

確保ができないこと、それと臭気および土砂混じりの流出がありまして、水質の悪化が見

られまして、活用が困難なことから、使用休止してるとし、平成 21 年に井戸の廃止を正式

に決定しておりますので、よろしくお願い致します。以上でございます。

司会－ 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。

大門学区代表－ はい。

上下水道局技術担当局長－ すいません、ちょっと不法投棄について漏れましたので。

司会－ すいません。

上下水道局技術担当局長－ 失礼しました。不法投棄対策につきましては、今までも定期

的な巡回によりまして、自転車や車の部品などを撤去してきましたが、今後はさらに啓発

用の看板を増やしたり、巡回の強化などの対策を行ってまいります。また、地元の皆さま

が不法投棄物を発見した場合は、ご連絡いただければ、速やかに対応させていただきます

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。回答のほうですが、よろしかったでしょうか。

大門学区代表－ はい。もういろいろご検討いただいてありがとうございます。水量を増

やすことに対しましては、今農業用水、簡易水道、上里水源ですか。そんなところのご検

討があって、大体分かるんですけれども、簡易水道の上里水源のものは、水道としては駄

目だと思いますけど、水を流す、流さないとか、水の量が早川用水はこれ以上流せないっ

てところはあって、その辺の限界って言っちゃいけないですけど、ある程度流せるところ

があったら、増やすようなご検討を簡易上水道の上里水源とか。考えてみるとあそこの早

川の上流側ですね。上流側はまだ青木川につながっているようですので、そういうところ
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で検討ができないかとか、もう少しあるような気がするもんですから、その辺を難しいこ

とは分かっても、もう少しご検討いただけないかなと思うんですけども、いかがでしょう

か。

上下水道局技術担当局長－ まず上里水源につきましては、当初簡易水道で利用しており

ましたときには、1 日当たり 1300 立方メートルぐらいの量があったと聞いております。そ

れが、今現在では、平成 14年に調査したときには、多いときの 4 分の 1 の水量に減ってし

まった。というのは矢作川に昔、それぞれ農業のための堰堤がございました。で、堰堤は

ダムを作って水源をそちらに切り替えて、農業用水につきましても水源をそちらに切り替

えたっていうことで、堰堤の提供を河川管理上の洪水対策として取りました。それによっ

てもう水位が下がってしまった。これはもう矢作川の周辺どこも同じ状況がございます。

ですので、湧水っていうことはちょっと期待が難しいかと思います。それで今言いました

通り、上里水源につきましても、量は出ないもんですから、仮にこれを 1 日 1300 立方メー

トルの水を仮に流したとしても幅が 3メーター、流速が 30 センチと致しますと、水深が仮

に能力いっぱいの水を流しても、1 センチ 6 ミリしかならないんですよ。だからちょっと、

今ある上里水源の井戸からいろんな対応をするっていうのは非常に難しいと思います。そ

れで、もう 1 点の農業用の、例えば青木川のほうからの取水について、そちらのほうがど

うかならないのかっていう話なんですけども、農業用の水源は、慣行水利権っていうのが

ございまして、その慣行水利権は何かって言いますと、米を作るための水利権なんですよ

ね。だから一番今ご希望の時期っていうのは恐らく冬場だと思うんですよね。冬場ってい

うのは流すことが認められないんですよね、法律上。そういうことがございますと、非常

に今ご要望は分かりますけれど、難しい状況になっております。ですから、他の都市です

ね、全国的にこのような事例はあると思いますので、そういうような事例が見つかりまし

たら、またそのときには検討してまいりたいと考えております。よろしくお願い致します。

大門学区代表－ はい、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説明も含

め、全般に対するご意見を頂戴するお時間を設けたいと思います。また、ご意見ご質問は

お一人一つずつでお願い致します。それではご質問がある方は挙手のほうお願い致します。

市民Ａ－ はい。失礼します。私から、北部地区の交流センター、市民センター、防災セ

ンター、岩津支所新設の検討のお願いを致します。JA の借用期間、契約を機に、将来性の

ためにも見直しをお願い致します。現状は JA支所と併設のため、岡崎市岩津支所が手狭で

す。住民がゆったりと登録およびその他業務が市民が気軽に行ける支所機能が欲しいので

あります。支所交流センター、問題点。駐車場が少なくて、現在便利な場所は、JA 岩津支
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所が確保していて、駐車場も空いている場所がなく、急いで岩津支所に来て、困惑する住

民の苦情も多く聞かれます。地域交流センターをもっと余裕のある場所が必要と思われま

す。交流センター、手狭です。部屋数必要と思います。防災センター機能も兼ね備えた住

民避難所、北部市民センター、交流センター、岡崎市北部支所等、総合的な北部住民が利

用度の高い施設の検討をよろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。それでは回答のほうお願い致します。

市長－ ただ今頂きましたご要望につきましては、岩津の新対話集会におきましても、第 1

巡市民対話集会でも頂いた問題であるわけであります。確かに地元におきましてそういっ

た要望が強いということは、今回の頂いたことに十分承知しておるところでございますけ

れど、ただ今岩津支所におきましては、指示待合スペースと地域交流センターの通路スペ

ースの区分けが構造上明確でないために、利用者にご不便をおかけすることもあるという

ふうに認識しております。各種の手続きをできるだけスムーズに、快適に行っていただけ

るよう、案内表示の充実とか、待合椅子の更新も行いまして、または時間を要する手続き

は、ローカウンターで座って行っていただくなど、なるべく利用しやすい窓口作りという

ものを進めさせていただいておるところであります。駐車場につきましては、開館時には

73 台であったものを、近隣用地を借用致しまして、現在では 110 台が駐車可能となってお

ると聞いております。これは他のセンターと比較しても、最も多い駐車台数となっており

ます。北部地域交流センターは JA の土地、建物の賃貸借用期間が平成 31年の 3 月末まで、

県道挟んだ東側の駐車場用地の賃貸借用期間が 33年 3 月末までとなっておりまして、引き

続き今の施設をそのまま利用してまいらなければならないことになっております。地域交

流センターは、東西南北の 4 施設の建設が適切としてこれまでやってきたわけでございま

すけども、施設の建設計画は現在におきましては終了しておるとういことになっておるわ

けであります。市民センター、地域交流センター、支所、防災拠点等の総合的な機能を有

する新しい施設の建設につきましては、土地、建物の賃貸借用期間を考慮に入れて、JA の

土地、建物の賃貸借に関する考え等を確認しながら、施設の長寿命化計画など、今ある施

設をできるだけ長く有効に活用していく方針の中で、建設数等、総合管理計画を作成して、

これから検討させていただきたい、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げたいと思います。

司会－ ただ今お時間のほう過ぎております。最後にもうひとかた、もしご質問がある方

いらっしゃいましたら。はい。

市民Ｂ－ 学区のことではないんですけど、お願いを一つしたいと思います。実は今年の 5

月に岡崎市から将来の人口予測が公表されたと思います。平成 22 年の国勢調査を基にして、
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そのときは 37 万ということですが、平成 42 年にピークで 39 万 6000 と。で、平成 52 年に

はちょっと減って 39 万 3000 というような数字だった。この岡崎市の将来人口予測につい

ては国も出してますね。去年の 3 月に、国立社会保障人口問題研究所が出してます。それ

は同じく平成 22 年を基にしまして、平成 32 年に 37 万 6000 でピークで、平成 52 年に 35

万 2000 まで減ると。ちょっと数字の差が非常に大きいというのは、それはそれで課題なん

だと思うんですけど、国や市のどちらの予測でも将来人口が減っていくということになっ

てます。人口が減少していくと、市としては税収が減るとか、そういうようなことがあり

ます。だけど例えばインフラについていうと、そんなに簡単に減らなくて、多分維持費と、

整備費とか、そういうものはずっと同じような程度で続いていくのか、それとも寿命が来

て直さなくっちゃいけないということで多分増えていくということが考えられるます。と

いうことは、市民 1 人当たりの維持コストみたいなものが増加していくというふうに考え

られるんですね。そうするとどうするかっていうと、私ども市民としては、あんまり負担

は増やしてほしくないよねっていうふうに思ってるわけですけど、そうなると多分全体的

にはコンパクト的な、集約型都市構造ですかね、というようなことも方法があるんじゃな

いかなというふうに思います。ただ、縮小するっていうのは、人の移動も伴ったりという

ようなこともあって、大変難しい、困難なことだというふうに思うんですけれども、その

まま放っておくわけにいかないので、できれば市長さんに、この人口減少に対してどのよ

うに進めていくのか、市のビジョンみたいなものを示していただくか、それから進むべき

道筋をつけていただくことをお願いしたいなというふうにちょっと思っておりまして。は

い、以上でございます。

司会－ ありがとうございます。

市長－ 担当部長が答えたいと言っておりますけど、ちょっと私のほうから先に言わせて

いただきます。今ご指摘いただきましたのは、これから 30 年ぐらいの間に日本全国で 630

余りの市町が消滅すると、大変衝撃的な記事が出まして、幸いなことといって、決して安

心しとるわけじゃありませんけれども、岡崎市は現状のままでも、平成 42、43年ぐらいま

では人口がなんとか上っていくライン。その後ゆるやかな減少をたどるというのが、先般、

岡崎市で発表させていただいた人口動態の内容だと思っておりますけども。

私としましてはまず、今後の人口が減少するというのがそんなに早く減少していくとは思

っておりません。と言いますのは、今、私がやっております、岡崎の活性化計画がもし成

功すれば、岡崎は今よりも間違いなく魅力的な町になります。そうでなくても、よその市

町と比べて私はこの岡崎っていうの素晴らしいところだというふうに思っております。県

議会議員のときに、名古屋に行って帰ってくるときに、いつもこの岡崎を見て、名鉄乗っ

て鉄橋を渡るときに、城があって、川があって、緑があって、しかも岡崎そのものが箱庭

のような景観を持っているわけであります。名古屋から帰ってくる途中でも本当に殺風景
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な風景を見てくる中で、岡崎に帰ってくると本当にほっとするわけでございまして。そし

てこれは決して私だけじゃないと思います。現実に今も岡崎の人口動態等見ておりますと、

若年層の働き盛りの世代の人口が増えております。ただ、高齢者の方が、それに比例して

増えていないということは、高齢者の方が住みにくくて、結局子どもたちの居るもっと大

都会のほうに移ってしまっているのかなという傾向もあるわけあるわけでありますけれど

も、少なくとも今現在でもそういう状況でありますし、今、さまざまな計画を先ほど申し

上げましたけれども、あれが実現できてくれば、私はさらに岡崎は魅力的なところとなっ

てくると確信致しております。もちろん、それで事足りるっていうことは思っておりませ

んし、国のほうでも、コンパクトシティーっていうことをテーマに掲げておりまして、私

たちもその政策をそのまま取り入れる気はございませんけれども、その考えというのはも

ちろん岡崎の中に取り上げていきたいというふうにも考えております。それから人口減に

対してどういう対応をってことでございます。

まだこれは私が個人的に周辺に言っとるだけで、部局で正式に披露してもらったものじ

ゃないので、あんまりこういうところでしゃべっちゃいけないんですけども、リバーフロ

ント計画っていうのはこれでおしまいじゃないんです。今は私が個人的に聞かれると答え

ているのは、リバーフロント２を今個人的に考えている。それは何かっていうと、岡崎は

額田と合併しまして、地域面積はもう格段に広がったわけであります。それで私たちは額

田っていうのは、地元のもので意外と過小評価しているわけです。ところが東京からお見

えになってサイクリングやってる人が額田のほうに自転車で回ってきて「この地域は本当

に素晴らしい景観を持ってますね」ということを私 2、3 回言われたことがございます。現

実に私たちは行ってみて見ると、乙川の上流の河川沿いに素晴らしい空間があると分かる

わけであります。いっとき額田で別荘が販売された時期がありまして、ちょっとブームに

なりかけたことがございますけれども、あれはあのまま終わってしまいました。やっぱり

個人で別荘を持つというのはなかなか大変だと思うんですね。私の隣人でも持ってるやつ

が居ますけども、結局持ってるだけでほとんど使わないという状態であります。それで私

としては、この岡崎の中心街から 1 時間内外で行ける場所に、まずは市民対象であります

けれども、ちょっとした山間リゾートのようなものを作れないかなと。これは当初は公共

が手掛けますけれども、できたら民間の方に出てきていただいて、額田の木材を使ってそ

こで簡単な山荘のようなものを作っていただけないか。それは買っていただくんではなく

て、それにまず市民の方が会員になってく。年会費を払ってく。そして使うときには安価

な料金でご利用いただけるという、そのことによりまして、年会費など、会員になってい

ただくことで、地元にそれを面倒みていただくことになります。それで、岡崎市内からわ

ずか 1 時間内外のところに、山荘感覚の生活ができる場所が創生されるわけであります。

そうして、まず人口が減少している所にいきなり「皆さん、行って住んでください」って

言ってもなかなか人は行かないわけであります。そういった生活を味わっていただく中で、

なかなかいいじゃないかというような人が出てくれば、それがきっかけに人口も増えるん
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でないかということも考えております。これはあくまでも私が思っているプランでありま

して、そんなに甘くないぞということがあるかもしれませんけれども、そのようなことも

考えております。それから担当部長のほうからまた答えます。お願いします。

企画財政部長－ 企画財政部長の石原でございます。ただいまのご質問の関係、予後の関

係でございますけれども、市長も説明しましたように、人口の推計でございますが、国の

ほうは平成 22 年をピークに日本全国は減少に今向かっております。しかし本市におきまし

ては、推計で見ますと、平成 42 年がピーク、約 39 万人というところを今推測したものを

今年の 5 月発表させていただいています。中身をちょっと分析致しますと、市長申し上げ

ました通り、全国的には生産年齢人口と呼んでおります、15 歳から 65 歳までの人口は減っ

てきておるという全国の状況でございますが、本市についてはこれが若干タイムラグで後

ろへ来ておるということでございます。ですので本市においては、老人が増えていく、そ

れから生産年齢人国は横ばいか若干将来的には減少は致しますが、総人口としてはもう少

し先にピークを迎えるという状況でございます。この中でご心配されております公共施設、

インフラ等の今後の維持費、あるいは改修費につきましては、言われた通り非常に多額な

ものになってまいります。そして、全国でいきますと人口が減ってる中でこれを支えると

いうことでございますんで、大変な状況が全国的には来るということでございます。これ

を受けまして、国は公共施設等の総合管理計画を作りなさい、というような通知が来てお

ります。現在、これの方針に基づきまして、将来どうしていくかということを検討してお

る最中でございます。もう少し策定には時間が掛かりますので、策定したおりにはまた公

表させていただくということでございます。

中身でございますが、これについてやっぱり今後今ある公共施設の面積を維持していく

というのが非常に困難になってくるということでございますので、これをクリアする方法

と致しましては、施設の利用を複合化すると。今までですと、一つの目的に対して一つの

施設を作るというようなことを行ってきたわけですけれども、今後はそれが複数の目的を

兼ね備えた一つの施設というようなものを作っていく、というような形で保有面積を減ら

していくというような方向が打ち出されるのではないだろうかなという段階でございます。

もう少し検討に時間をいただきますのでよろしくご理解いただきたいと思います。以上で

ございます。

司会－ ご質問、ご要望ありがとうございました。それでは最後に内田市長からごあいさ

つをお願い致します。

市長－ きょうは皆さん遅くまで本当にありがとうございました。予定の時間をだいぶ過

ぎてしまいましたけれども、もしまだご質問がある方がお見えになりましたら、私しばら

く残っておりますので、この際市長にぜひ言っておきたい文句などございましたら、また
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後からおいでいただけたらと思います。きょう皆さまがたがさまざまなご指摘もいただい

たわけでございます。努力すれば何とかできそうなこと、まだしばらく時間を掛けないと

できないような法律的な問題をクリアしなければできないもの、さまざまあるわけであり

ますけれども、きょうは皆さまがた直に地元で思っておみえになりますことを市の幹部そ

ろってお聞きさせていただきましたので、きょうそのことが一番価値があることではない

かと思っております。すぐ実現できないかもしれませんけれども、きょう皆さまがたから

ご指摘いただいたことは今後の市政運営の中また考えていきたいと思っておりますので、

深くご理解たまわりたいと思っております。きょうは夜の遅くまで報告いただきましたこ

と、重ねてお礼申し上げまして、ごあいさつに代えさせていただきます。ありがとうござ

いました。

（了）


