
平成２６年度市民対話集会会議録

日時：平成２６年１１月１８日（火）午後７時

場所：六ツ美市民センター
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市長－ 市長の内田でございます。国会が解散に向かおうかという大変慌ただしい中であ

りますけれども、本日こうして19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。昨年の7月からスタート致しましたこの対話集会も、本日で全

学区を回らせていただくことができました。あらためて感謝申し上げたいと思っておりま

す。皆さまには、日頃から本市の市政運営に関しまして格別のご理解とご協力を頂いてお

りますことを、こちらのほうも重ねて御礼を申し上げたいと思っております。

本日のテーマは、一言で言ってみますと『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』こういうことでございます。

さて一昨年の市長就任以来、これで私も2年たったわけでございますけれども、皆さまが

た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まして、準

備の整ったものから順番に手掛けてきたつもりであります。また市民の皆さまがたの意見

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、中学校などに出向いての

講演会というものを、これまで都合60回以上行ってまいりました。小会合での説明まで含

めますと、優に百数十回は行ってきたと思います。

先日もある新聞記者から「普通は議会審議というものに重点を置いて、そこで承認を得

れば市民の了解を得たというふうに考えて、仕事を進めていくものだけれども、市長が自

ら地域に出掛けていって、地域集会を開いて説明するっていう政治手法っていうのは大変

ユニークですね」、こんなことを言われたわけでございますけれども、私としては何よりも

市民との対話というものを重視してきたつもりであります。こうした会は今後も市民の皆

さまがたからご要望があれば続けてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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の問題につきましては、調

査の結果、耐震強度には問題はなく、懸念されておりました音響の悪さや座席の狭さとい

うものも、これは改修によってかなり解消されるって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いくことが決定致しました。これは国や県と全く同じ流れでござい

ます。入札の手続きというものが順調に進めば、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あります。

今、見ていただいているのが屋内の完成予想図でございます。今回の改修では舞台周り

を一回り広くしたり、楽屋裏の使い勝手を良くするなど内装の改修に加えまして、外観も

改修致しまして、さらには外回りの敷地のフラット化というものも行いまして、障がい者

の方や高齢者に配慮したバリアフリー化というものを目指しております。座席も一新され

まして快適なものとなりますことから、座席数は1100座席ほどというふうに、今より少し

は減りますけれども、こういったタイプの施設では800席から1100席程度というのが最も興

業には適しているっていうことがありますので、施設としての運用効率は今まで以上に良

くなると、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南部地域への総合病院の建設につきま
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しては、選挙当時にはもう一つ市民病院を造ったらどうかといった、市の財政力っていう

のはあまり考えてお見えになられない無責任なプランがあったわけでありますけれども、

おかげさまをもちまして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月の開業を目指しまして大学病院を建設してもらえるということが、正式に先般決定

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というものも大

きく軽減されることになりますし、さらに重要なことは今まで市民病院に過度の負担が掛

かっておったものが軽減されることになりまして、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、これからは十二分に発揮できるようになるという相乗効果が生まれる

だろうということであります。

その他の公約につきましても、それぞれの地域から頂いております要望や、国や県との

調整が必要な事業につきましては、順次、今対応しておるところであります。

この六ツ美地区におきましては平成20年の8月末豪雨によりまして甚大な被害を受けた

ことから、浸水被害の早期軽減、解消を図るために、平成21年度から占部川の緊急改修を

進めておりまして、この地区の区間につきましては最近おおむね完了したところでありま

す。この事業が完了することによりまして、地域の皆さまがたに安全で安心した生活環境

を提供できますことを大変うれしく思いますと共に、これまでのご協力に対しまして、あ

らためて感謝を申し上げる次第であります。

しかし、私が選挙の際に特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』といいますの

は、これは決して私が個人的な趣味な思い付きで申し上げてきたことではなくて、ここ40

～50年に亘りまして歴代の市長をはじめ議会関係者、商工会議所、各商店街のかたがた、

あるいは市内各所で市民の話題となってきた、岡崎の市政における重要課題の一つであり

ます。

私は昨年からこれまで、さまざまな手段によりまして現地視察を行ってまいりましたけ

れども、川の周辺には今も素晴らしい河川環境が、河川景観が広がっておりまして、そう

したものが、これまで十分に活用されていなかったっていうことを実にもったいないこと

だというふうに感じました。かつて、この辺り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。私も子どもの頃、この川で遊んだ思い出がいっぱいござい

ます。本日お見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

いと思っております。

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上

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、それを提言書として、まと

めていただいたところであります。また『乙川リバーフロント・アイディアコンクール』

におきましては、子どもさんから大人まで2500名ものかたがたから、さまざまなアイデア
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を絵や作文で頂くことができました。そして今回、それらのアイデアの中から実用化され

るものもあるわけであります。さらには私自身も市民対話集会や各種講演会などを通じま

して、これまで多くの市民の皆さまと率直な意見交換というものを行ってくることができ

たわけであります。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』として発表させていただいたところでございます。

また現在も国への補助金の要求ということも併せて行っております。

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をさせてい

ただきます。なお、今日はお手元には10月15日号の市政だよりと共に、全世帯に配布させ

ていただきました『乙川リバーフロント地区整備計画』のカラー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、こちらを参考にしていただければ幸いです。

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区の整備についてで

あります。乙川に新しく有効幅員16メートルの乙川人道橋、仮称でございますけれども、

これを架けると共に、中央緑道の車道と緑地帯、歩道というものも再整備致しまして、中

央緑道の東側に16メートルの歩行者空間ができるように致したいと考えております。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までの間に広々とした空間が

構築されるわけであります。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に東岡崎駅を結ぶ動線としての機能を果たして、また

岡崎市の新たなシンボル的な空間として、さまざまに利活用されるものとか期待しておる

ところであります。実際、岡崎活性化本部などが主体となりまして、この地域の具体的な

使い方を今、検討していただいておりますけれども、既に私の所には個別で、朝市やさま

ざまなイベントとしての活用ができないか、こんな打診も頂いているところでございます。

人道橋は新しい橋でありますので、もちろん現在の建築の基準法にありました、コンク

リートと鉄筋で造るわけでありますけれども、橋の表層部分につきましては額田の木材を

積極的に利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・通学の時間帯に殿

橋・明代橋の歩行者や自転車の混雑の緩和も、これによりまして図ることができるであろ

うというふうに考えております。さらに、これは一応人道橋でありますけれども、まさか

のときには車両が通行できる強度というものを確保しまして、南海トラフの巨大地震など

の災害時の緊急輸送用道路として活用ができるような機能というものも残しておきたいと

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致しますと、選挙のときに聞いた「ツインブリッジ計画っ

ていうのは断念か？」といったことをすぐに言われるわけであります。これは議会でも同

じ話が出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、県も「この二つの橋を長寿命化の修復工事を行う」ということに言っております

ので、私は決してこれは諦めてしまったわけではないんですけども、どちらにせよ近い将

来、この二つの橋の架け替えの時期というのは来るわけでありますので、そのときにはこ

れまで申してき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
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歴史と伝統を伝える『石の橋』として再整備していきたい。このように考えておるわけで

あります。そして、乙川の人道橋が『木の橋』として加わることによりまして、3本の橋が

橋としての機能だけではなく、それぞれが異なる特徴を持った、岡崎の新しいシンボルと

なるようにしたいというふうにも考えております。

次に徳川四天王の石像の設置についてであります。当初は二つの橋の架け替えを想定し

ておりましたので、殿橋の四隅に四天王像を設置したいというふうに思っておりましたけ

れども、橋が現況のままということになりますと設置の予定場所には、その下に多くのラ

イフライン、ガス管だとか、水道管だとか、NTTの各種ラインが埋まっておりますので、そ

ういうこともありますし、またそこには十分な歩行者空間の確保というものも難しいこと

ではありましたので、今回新たに整備を致します『乙川セントラルアベニュー』のほうに

設置したい、こんなふうに考えておるわけであります。当初のイメージとは少し変わって

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、歴史的にもこの新しい場

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し、これか

らの岡崎の新しいシンボルとなる空間でありますことから、今ではかえって、こちらのほ

うがふさわしいのではないか、こんなふうにも考えております。

そして四天王の石像は、それぞれの武将にまつわります歴史的なエピソードというもの

をデザインに反映させまして、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。

まず皆さんのほうから見て左となります、こちらは榊原康政公でありますけれども、ご

覧いただいておるのは、これは過敏に考えたものですが、戦の最中のイメージですけれど

も、武将だからといって必ずしも全て刀ややりを持っている必要はないと思いますし、殊

に榊原公というのは知将のイメージの強い武将でありますので、檄文を書する場面だとか

書に親しんでいる場面というものも、ふさわしいのではないか。こんなふうにも考えてお

ります。また向かって右手の酒井忠次公ならば、三方ヶ原の戦いで武田軍に敗れた後、浜

松城の守りを固める意見を抑えまして、逆に城門を開け放して、かがり火をたいて、自ら

太鼓を打ち鳴らして、逃げ帰ってくる三河武士を迎え入れたっていう、この豪胆さを伝え

る伝承があるわけですけれども、そんな場面も考えております。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、その勇猛ぶりをたたえられました本多平八郎。

小牧・長久手の戦いでは豊臣秀吉もうならせた本多平八郎忠勝の、この武勇。天下分け目

の関ヶ原におきましては東軍の将の一人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。

こういった、それぞれの伝承に基づく設定というものをプランニングしまして、家康公

に関する歴史を学びながら、中心市街地への誘客につなげるようにしたいというふうに考

えております。もちろん、これはお客さんだけではなくて、岡崎に生まれた子どもたちも、

こうしたものを見ながら、そうしたものを思い起こしてほしいという願いも込められてご

ざいます。
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こうした歴史を素材とした『まちおこし』の方式というものは、ヨーロッパの幾つかの

都市をお手本にしておるわけであります。また今回の政策では、『石都 岡崎』の技術の粋

を極めていただくと共に、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も開いていただきまして、商圏の開拓につながる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『石都 岡崎』でありますから、「さすが岡崎」と

いう、よその石の関係の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ましたお客さまをお迎えするシンボルと致しましてはもう一つ、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「静岡や浜松に

は、共に駅前に立派な家康像があるけれども、生誕の地と言っている岡崎には何にもない

じゃないか」、こんな声を岡崎の市民の方ならば一度は言われたことがあるんじゃないかと

思います。私共、これまで何度もこういうことを言われて悔しい思いをしてきたことがあ

りますけれども、これからはそんなことを言われないようにしたいというふうに思ってお

りまして、多くの市民が誇りに思えるような立派な家康の像を、製作を進めていきたいと

いうふうに考えております。

今ここに出ておりますのはイメージでありまして、できれば仙台の伊達政宗像に負けな

いようなものを造りたいと思っておりますけれども。また、風にひらめきます『厭離穢土

欣求浄土』の旗印は家康の像と合わせて据えることによりまして、『家康の像の静』、そ

して『旗印の動』といった、この静と動というコントラストを考えたいというふうに思っ

ております。旗印は当然、1年、外に置いとけば劣化致しますので、毎年市内の書家の方に

書き換えていただきまして、12月26日の家康公の生誕祭には、ちょうちん行列と共に、こ

の旗印の交換式というものを加えたい。それによりまして、イベントのスケールアップと

いうことも考えていきたいというふうに思っております。

そしてこれらの皆さまへのお願いでありますけれども、家康像というのはこれから永く

岡崎の玄関口を飾るものでありますから、製作に当たってはただ単に役所が造ってしまう

というのではなくて、常日頃さまざまなご協力を頂いておりますロータリークラブやライ

オンズの皆さま、大変暖かいお言葉を頂いておりますので、そういった各種団体の皆さま

がたにも、ご協力をお願いしますし、広く市民一般に寄付を呼び掛けたい、このように思っ

ております。これは決して強制的なものではなくて、例えば少額でありましても、子ども

が将来「あの像を造るときに僕のお小遣いも使ったんだよ」、こう言って自慢できるような、

市民一人一人の協力によって造った本来の意味での『岡崎の市民の象徴』にしたい、この

ように考えております。欧米でよく行われる寄付行為というのは、こういったタイプのも

のがありますので、そんな習慣が根付くといいなと、こんなことも思っております。

また殿橋と明代橋についてでありますけれども、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平成27年度中に更新してまいりたいという

ふうに思っております。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
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も致しますし、この写真に今、見えておりますように、普段はできれば温かみのある落ち

着いた色を採用しまして、イベント時には色を変えていきたいというふうにも考えており

ます。二つの橋がライトアップされることによりまして、これまで夜には全く闇に閉ざさ

れておりました乙川周辺の雰囲気はガラリと様変わりするであろう、これによりまして岡

崎のイメージそのものが変わってくるであろう、このように期待しておるところでありま

す。また河川敷には、犬を遊ばせるドッグランの他、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遊歩道やランニングコースというものも、

整備していきたいというふうに考えております。

これらの施設は夜間でも場所が分かりますように、両側に太陽光発電を利用した耐水性

のある埋め込み型のライトを設置したいというふうに思っております。今、見ていただい

ております写真の、人が歩いてる左右に四角い点々みたいなのが見えますけれども、あれ

が埋め込み式のライトでありまして、夜になりますと、あれに明かりがつくわけでありま

す。これは電線の配線はしておりません。さっき申し上げましたように太陽光を蓄電して、

夜暗くなると、これが発光するようになるわけであります。

さらに遊覧船や貸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でありますと

か船の調達を行いまして、平成28年の春には、今写真が出ておりますような形で運航して

いきたいというふうに考えております。ある政党からは「たかが川遊び」ということも言

われてしまいましたけれども、岡崎では新香山中学校の生徒たちがカヌーで今、頑張って

いるわけでありますけれども、ああいったカヌーが新香山中学だけじゃないですね、光が

丘女子高が、こないだカヌー競技で全国大会、大変立派な成績あげてまいりました。明日

挨拶してくることになっておりますけども、そういった子どもたちがもっと身近で練習が

できるような、そんな場も造りたいな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センチの青く光るLEDボール

を3万個を乙川に流す『泰平の祈りプロジェクト』というものを家康公生誕祭の、来年の顕

彰400周年のフィナーレを飾る平成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。当初、愛知県では岡崎が最初ということになっていたんですけれども、後発で、も

うちょっと小規模でやる所がありましたけれども、よそと比べて岡崎ほどの、この素晴ら

しい景観を持った川でやるということが一番私は効果があるというふうに思っております。

岡崎の場合には河川規模でありますとか、この緩やかな流れ、さらにはお城と緑の街並み

といった、このロケーションが、よそとは違うわけでありまして、このプロジェクトを行

うには私は岡崎が最適の場所である。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冬の集客イベントとして、できれば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年間の国庫補助事業の対象になるわけであ

ります。

今回の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、そして

乙川両岸の堤防と、いわゆる乙川プロムナードであります。そして乙川の河川敷から岡崎
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公園という広いエリアをひとくくりにして、再整備していく計画であるわけであります。

これまでも歴代市長におきまして、個別の活性化策というのはあったわけでありますけれ

ども、今申し上げたような総合的な対応というのは今回が初めてとなるわけでありますし、

また、こうした計画というのは総合的に行ってこそ初めて実るものであろう、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であります東岡崎駅とリバーフロント地区を結ぶと共に、乙川を望

む展望スペースを備えたペデストリアンデッキの設置。これは本来、前市長のときに岡崎

の駅前に造るということになったことあるんですけれども、地元の反対がありまして駅の

すぐ真ん前にできなかったわけでありますけれども、今回少し東のほうに場所を移しまし

て、乙川のプロムナードやセントラルアベニューに加えて殿橋の歩道を、すいません、少

し東に移して造っていきたいというふうに考えております。また乙川のプロムナードやセ

ントラルアベニューに加えまして、殿橋の歩道を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回遊しやすいように配慮し

て、リバーフロント地区さらには岡崎城への誘客を図ってまいりたいと思っております。

今これ見ていただいていると、人が歩いてる所と車道が全く同じ色ですけども、これは

一応少し色を変えていこうと思っております。もうちょっと分かりやすく言いますと、こ

の色の付いた歩道をずっと歩いていくと、自然に迷わずお城にたどり着くことができると、

そんなイメージをつくりたいというふうに思っております。

その岡崎城でありますけれども、皆さん、ご案内のとおり、日本の100名城の一つであり

ますし、近年の調査によりまして、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

うことが分かってきたわけであります。また徳川家康公の生誕の城ということで、周辺に

は家康公の生誕にまつわるさまざまな史跡も残っとるわけであります。

その代表格でありますのが、家康公の誕生の際に産湯がくまれたとされます『東照公産

湯の井戸』でありますけれども、これまでは単に外見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、そんな整備を進めているところであります。この水

は飲んでも大丈夫でありますけれども、水質検査をしましたところ鉄分とマンガンが多く

て、決して水としてはおいしくないそうであります。しかしまぎれもなく、この水が家康

公と三河武士を育てたわけであります。

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

あります広島大学の三浦教授によりますと、この堀や石垣は戦国当時のものでありまして、

歴史的な価値が大変高いというふうに言われております。

この写真は今の岡崎城の天守閣の北側の堀であります。清海堀と呼ばれておりますけど

も、城の防御を考えて、これだけ湾曲した城は大変珍しく、さらにこれが石垣で造られた

城というのは現在日本でここにしかないものだそうであります。さらに天守台の石垣であ

りますけれども、皆さまから見て左側の写真でありますけれども、真ん中が反っておりま
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して、逆反りになっておるわけでありますけれども、私はこれ最初、手入れが悪くて、た

わんでしまったのかと思ったんですけれども、そうではなくて、これは防御のために、こ

のような形状になっているわけでありまして、野面積みと呼ばれて、これも戦国期のお城

の特徴の一つだそうであります。現在この逆勾配が見れら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』の字が付く三つの城と熊本城の一部だけだそうであり

ます。

熊本城はご存じのとおり加藤清正によりまして整備された城でありますけれども、その

加藤清正と一緒に豊臣の大阪城の築城に携わっていたのが、岡崎城の城主として家康の後

にここに入ってきて、整備を行った田中吉政公であるわけであります。そのために、徳川

の本拠地である岡崎城に今はない豊臣の大阪城の特徴が色濃く残っているという、これが

もう大変皮肉ではありますけれども、面白い事実でもあります。こうしたことは、私も岡

崎城のすぐ近くに長い間ずっと住んでおりましたけども、全く最近まで知らないことであ

りましたけれども、これからはこうした歴史の由来というものをしっかりと掘り起こして、

明確で統一性のある興味深い案内版を作っていきたいというふうに考えております。

そして岡崎には、家康公ゆかりの大樹寺や伊賀八幡宮を始めと致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もあるわけであります。さらに岡崎市内に

は、京都よりも数が多いと言われる神社仏閣があるわけでありますけれども、そういった

所がこれまでは十分生かされてはいませんでした。これからはそういった市内各所に点在

します、歴史的に文化遺産というものを始めとした観光地となり得るものを、点を線で結

ぶ仕掛けだとか、四季を通じまして観光客が岡崎にお越しいただけるような、快適な時間

を持っていただけるような環境づくりっていうものを考えていきたいというふうに考えて

おります。

県会議員のときから、日本国中いろんな所にお邪魔したことがあるわけですけども、ど

こって言うと支障がありますけれども、よそに行ってみますと本当にこのくらいのことを

大変大きな観光の材料にして、それが結構はやってる所があるわけでありまして、岡崎は

私たちが振り返ってみますと、そういう材料にするには、よそからは本当に垂涎の的とな

るような材料がいっぱいそろってるわけでありますので、これからは、そうしたものをしっ

かりと生かしてまいりたいというふうに考えております。

さらに、そうした外からお見えになったお客さまに十分満足をしてお帰りになられるた

めには、四つの要素が必要でないかというふうに考えております。まずは『おいしい食べ

物』、それから『興味を引く催しや民間における施設』、三つ目としては『魅力的なおみや

げ』、最後に『岡崎ならではのサービス』。こうしたものがきちっとそろってこないと、な

かなか観光産業として定着することが難しいというふうに思っておりまして。私はいつも

市民の皆さんや商店街のかたがたに、このことをお願いしとるわけであります。行政がや

ることは、あくまで基本的な骨格整備であります。これに血肉を付けて魂を吹き込んでい

ただけるのは、岡崎市民のご協力を得れなければ、できないことであろうというふうに思っ
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ております。

その中でも特に大事なことが、『おいしい食べ物』ではないかというふうに思っておりま

すので、今『まぜめん』というものが岡崎市内各所でずっと考えられておるわけですけど

も、それはそれでよろしいですけども、こないだの市の商工会議所の青年部の皆さんには、

もっとコンパクトで、安価で、どこでもできるように、簡単にできる『味噌田楽』を町中

で売ってはどうかと、こういう提案をさせていただきました。要するに食品衛生の資格さ

え持っとれば、ケーキ屋さんでも何屋さんでも田楽を売れないわけじゃないですから、玄

関の小さなスペースで、120円ぐらい出すと2本ぐらいの田楽が食べられる。岡崎市内に行

くと、どこに居ても田楽が買えるというようなのも面白いのではないか、こんな提案をさ

せていただいたところであります。

また岡崎の豊かさの基盤っていうのは、今観光のことばっかり言ってしまいましたけど

も、あくまでも『モノづくり』であるわけであります。これによりまして、よそよりも比

較的豊かな生活、また不況に陥っても、この力強い基幹産業があることによりまして、こ

の愛知県の三河はいち早く立ち直るわけでありますけれども、そこはもう踏み外してはな

らないと思っております。引き続き岡崎市と致しましては、こうした産業を支援してまい

ります。

そして、そうしたものを踏まえた上で岡崎がさらなる発展を続けるためには、観光産業

というものを岡崎の経済を支えるもう一つの新しい柱として育て上げたい。これが政策の

コンセプトであるわけであります。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る。そして、その活気を市内の全域に広げていきた

いというふうに考えております。そのためには今まで申し上げてきたことに加えまして、

さまざまな岡崎市内に点在する要素を活用して、アイデアに富んだおもてなしを市内全体

で展開することが必要であるというふうに考えております。

特にこの六ツ美地区におきましては、来年は悠紀斎田の100周年であります。現在、実行

委員の皆さまがたを中心に記念事業の準備が進められておりますけれども、私も皇族の方

におなりいただき記念事業に花を添えていただけるよう、重ねて宮内庁にお願いに上がっ

ておるところであります。また地域交流センター六ツ美分館、『悠紀の里』の第2期工事も

終わりまして、今年度中には供用開始の予定でありますので、こちらにつきましても、今

後十分な活用ができるように考えていきたいというふうに考えております。

さらに、この地域で最近イチゴが大変、力を入れて作られているそうでございますけど

も、皆さまがたのご協力を頂きまして、できたらこのイチゴも、ただ作って販売するだけ

ではなくて観光農園化できれば、かつて矢作でやっておりましたけども、イチゴ狩りがで

きるようなふうになれば、これをまた新たな観光資源とすることができる。こんな期待感

を持っているわけであります。

こうした地域の資源と共に、先ほど言いました、基幹産業である『モノづくり』につき

ましても、そのものを産業観光として売り出せないかというふうに考えております。今年
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は外国から来た大学生がトヨタの工場などで面倒見てもらいまして、車を造っている工程

などを見てもらって、大変興味深く帰っていきましたけども、そういった形で市内の各企

業の皆さまにご協力を頂きまして、企業視察というものも観光の一部として取り入れてい

けないだろうかというふうに考えております。こういったことで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。

そして、今年の12月から来年の3月にかけましては、最新の学説に基づきました実物大の、

今ご覧いただいております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。これはある篤志家の寄付によるものでありまして、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に設置致しますが、将来的には家族全員で動物園ともども楽し

んでいただけますよう、東名高速道路の東側の森林の中に、物語性のあるジオラマのよう

に展示したいというふうに考えております。これはそのイメージ写真であります。先日、

製造過程の工場まで確認に行ってまいりましたけれども、十分、大人や専門家に見ていた

だいてもご満足いただけるような素晴らしい出来栄えでありました。さらに、これはそれ

にとどまらず、そもそも宇宙の始まったビッグバンからの137億年の時の流れの他、地球誕

生から46億年の歴史、恐竜を含めた生命の進化40億年というものも感じることができるよ

うな、多目的映像シアターを含めた展示をこの東公園を中心に造っていけないだろうか、

このように今、考えておるところであります。

幸いに致しまして平成27年には家康公没後400年、そしてさらに翌28年には本市の市制施

行100周年といった歴史的に大きな節目の年が続きますので、私どもはこれを絶好の機会と

捉えまして、『観光産業都市』としての岡崎を、これからしっかりとPRしてまいりたいとい

うふうに考えております。

そして、このような政策が実り、四季を通じて岡崎に観光客がお見えになるようになれ

ば、かねてから望まれていた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。岡崎に一般のシティーホテルが欲しいというのは歴代の市長の念願であったわけで

ありますけれども、やっぱり民間企業っていうのは、なかなかそろばん勘定がシビアであ

りまして、すぐにもうかるものでないと手を出してもらえんかったわけでございますけれ

ども、そのために最近は私どもが考えておりますのは、全てをホテル事業者に任せるので

はなくて、観光交流や産直品販売のコーナーを持つ『川の駅』だとか、ホールや会議室な

どの『コンベンション施設』につきましては、これは市のほうで整備致しまして、そして

その管理と運営をホテル業者に任せる、こういった方式も次善の策として今、検討してお

るとこでございます。とは言いましても、できれば全て自前で実現できる一流のシティー

ホテルが出てきてくれることが一番いいわけであります。現在はホテルのほうから、「ぜひ

岡崎に進出したい」と言わせるような土台づくり、観光づくりをやることが先ではないか。

こういうふうに考えておるわけであります。

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、ご説明申し上げました

けれども、もちろん福祉や医療、環境や教育といった基本政策には目配りを怠りません。
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そうしたものをしっかりと取り組んだ上で、これから10年20年経過したときに、「そう言え

ば、あのときから岡崎は変わってきたんだよね」って、こう言って市民の皆さまがたから

喜びをもって振り返っていただけるような、そんな始まりの年にしたい、このように考え

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て良かった、そしてそのことを誇りに思えるよ

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いきたいというふうに

考えておりますので、皆さまがた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－ ありがとうございました。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、六ツ美北部学区の代表の方に要望内容を発表していただきます。よろしく

お願い致します。

六ツ美北部学区代表－ 失礼します。よろしくお願いします。都市計画道路、井内新村線

の延伸について、質問・要望を致します。浸水対策工事の占部川の拡幅工事で、平成26年2

月に群界橋が落橋され、県道岡崎熊味線が通行できなくなりました。そこで井内町の川田

交差点に車が集中し、朝夕に渋滞が起き、また生活道路への迂回車両が増えています。都

市計画道路、井内新村線の延伸が計画されておりますが、速やか、かつ迅速に道路と新し

い橋が建設されるよう要望致します。さらに連結する岡崎駅南土地整備事業地内の道路建

設も、遅滞なく並行して進められるよう要望致します。進捗状況と今後の計画について説

明お願い致します。

司会－ ありがとうございました。それでは、よろしくお願い致します。

市長－ 地元の皆さまがたには、群界橋がなくなりまして、併せて交通渋滞が発生して大

変ご迷惑をお掛けしております。これも地域の皆さまがたの生命・財産を守るために、床

上浸水対策特別緊急事業の占部川の河川改修のほうを優先的に進めていくためでありまし

て、ご理解とご協力を頂いておりますことに、あらためて御礼を申し上げたいと思ってお

ります。

延伸いたします都市計画道路、井内新村線は本市の南部の東西交通の主要幹線と致しま

して、和田線から東側への福岡線までの延伸290メートルの道路であります。ご要望の新し

い道路と橋の建設につきましては、現在、駅南土地区画整理事業と一緒に整備を進めてお

りまして、完成は平成29年度を予定しておりまして、この整備区域内の大学病院の開院に

も間に合うようにしたいというふうに考えております。なお詳細な説明につきましては担

当の部長に任せますので、どうぞよろしくお願い致します。
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司会－ お願い致します。

土木建設部長－ 土木建設部長の清水です。よろしくお願い致します。

スライドのほうで説明したいと思いますけど、前のほう、よろしくお願い致します。ま

ず図面の説明をしていきたいと思います。この図の中では、この斜めに東西の方向にある

のが井内新村線です。占部川はちょっと見にくいですが、ここに走っております。倒壊の

群界橋はこの部分になります。現在これまでこの道路整備につきましては、道路詳細設計

や用地の測量などを行っております。また今年度につきましては事業認可を取得しまして、

橋梁の詳細設計を進めています。併せて占部川の上流から下流に対して、右側の右岸側の

用地の取得を協議させていただいております。しかしながら、このマンションとか倉庫、

こういったものの移転につきましては、なかなか時間がかかりますが、これは平成27年度

までかかるという見込みでおります。

従いまして用地買収や補償の必要がない占部川の左岸の部分になりますが、橋台の工事、

これは橋の下部にありますけど、基礎の部分の工事を27年度から着手します。また28年度

には用地買収が終わりますので、この右側の橋台部分を橋台の工事と進めまして、併せて

上部の床板等の工事も進めてきます。そして、この道路のほうも28年度から行ってまいり

ます。これを進めまして、29年度にはこの開通を全て行う予定です。今ちょっと説明し忘

れましたが、この延線の部分、これから右側の部分が駅南の区画整理事業になります。区

画整理事業の中の井内新村線と、こちらに福岡線がありますが、それも29年度までに開通

をしていく予定です。以上でございます。

司会－ ありがとうございます。ただ今の回答につきましていかがでしょうか。

六ツ美北部学区代表－ はい。ごめんなさい。今の左岸、右岸、床板っていう順序で施工

されるということですが、右岸と併せて床板もやるっていうことをちょっと聞いたんです

が、そんなことができるんですか。左岸右岸、別個で床板ということだと、どういうふう

に、つながるのか。

土木建設部長－ すいません。ちょっと言い間違えたかな。27年度にこちらのほうの補償

工事が伴いますので。こちらのここら辺の部分はちょっと工事がしにくいです。ですので

補償のない左岸側、これの橋台工事を行います。27年度末に補償の完了を見込んでおりま

すので、28年度に反対側の右岸の橋台工事と橋の上部の工事、併せて道路を行います。29

年度に区画整理区域内も終わらせて、完了して開通する予定です。以上です。

司会－ ありがとうございます。
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六ツ美北部学区代表－ はい。ありがとうございます。

司会－ はい。ありがとうございました。それでは引き続き、六ツ美西部学区の代表の方

にお願い致します。

六ツ美西部学区代表－ 環境保全に関わる条例の制定について、ちょっとお願いをするわ

けです。市長さんは就任以来、先ほどらいも説明がありましたように、岡崎市は歴史もあ

り、伝統もあり、そして豊かな自然もある。そういうものを生かして観光産業都市を目指

したい。そうして岡崎市の活性化を図っていきたいと、こういうような説明がいろいろご

ざいます。そのリバーフロント計画等の、細かく説明がありまして十分理解をしたつもり

でおります。そこでお願いなんですけれども、一つは都市の中心に重きを置かれて、中心

部の景観のみでなくて末端で非常に困っている、そんな点を一つ目を向けていただけると、

ありがたいなというふうに思うんですね。岡崎市全体が自他ともに認められるような観光

都市に、そんな点をお願いしたいと思うんです。

具体的にちょっとお話をさしていただきたいんですけれども、不用品も自分の屋敷にも

う持ち込んで長いことためておかれる。そして自分が住むことができなくなったもんです

から、住所を変えて別な所に住まわれている。こういうような状況がありますもんですか

ら。環境保全課のほうに数年前からお願いをしてるんですが、いっこうにその辺のところ

が改善されていない。そういう実態の中で再三その指導をした方については、やっぱり一

緒に、法的に撤去するような、そういう岡崎市独自の条例等を作っていただけると、あり

がたいなと。それで地域の方たちが非常に困っておられる。夏場は異臭がするし、木は伸

びっぱなしでもあるし、そして1年前ぐらいにあった、ぼや騒ぎのことが、いつ自分の所が

火災につながるかというような、そんな不安を持っておられたのが事実です。何とかそう

いった強制的に撤去する条例を一つお願いできればなと、こんなことで要望致します。

司会－ ありがとうございます。

副市長－ 部長からちょっと、ご回答を申し上げたいと思います。

環境部長－ 環境部長の山田でございます。ただ今のご質問に対して、お答えさしていた

だきます。いわゆるごみ屋敷という問題でございまして、今年につきましても職員が現地

調査を行いまして、所有者に対し文書指導を行ったところでございます。また直接面接し

まして、お願いをしてきました。その際には一応「片づける」というお言葉を頂いたもの

ですから、このところは見守っておりましたが、それが6月でございました。それから半年

たっておりますので再度指導してまいりたいと考えております。

ご指摘の強制力を持った条例の制定でございますが、これは時間等もかかりますので、
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検討はしてまいりますけれども、それよりも実効性のある早期の解決を図れるような、例

えば直接、再度面接しまして、付近の方がお困りになって見える、そういった実情を訴え

まして片付けていただけるような方法を、まずは検討さしていただきたいと考えておりま

す。当然ながら再度、条例の制定等も検討はしてまいりたいと考えております。本日、学

区を代表されてこういった要望を出されたこと、その重さは十分に受け止めさしていただ

きまして、私ども職員も全力を挙げて事に当たっていきたいと思いますので、どうぞ、し

ばらくお時間を頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

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。

六ツ美西部学区代表－ さらに、本当に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、挙手をお願い致します。

じゃあ後ろの方からで。はい。

市民Ａ－ よろしくお願いします。六ツ美北部小学校グラウンドの排水対策について要望

したいと思います。六ツ美北部学区には運動広場がありません。従いまして六ツ美北部学

区において、いろいろと球技大会だとか、その練習だとか、それから本大会につけても小

学校のグラウンドを使用させていただいております。さる7月13日に六ツ美北部学区子ども

会の球技大会を実施しておりましたところ、試合の途中に雨が降りまして。ただ、昼から

小雨になりまして試合続行可能な状況でありましたけども、グラウンドのコンディション

の不良によりまして残りの試合ができませんでした。屋外行事ではこのようなことはあり

得るかと思いますが、グラウンドの排水が十分であれば試合は続行され、球技大会を終了

することができたと思います。試合が延期になりまして、残り試合を消化するために選手

始め関係者の労苦は大変なものでございました。つきましては、グラウンドの排水を良く

する施策を検討していただきまして、小学校の行事ならびに北部学区全体の行事が円滑に

実行されるように要望致します。以上でございます。

司会－ ありがとうございます。それでは回答のほうは。はい。部長のほうからよろしく

お願い致します。

教育部長－ 皆さん、こんばんは。教育部長の横山と申します。よろしくお願いします。

今、六ツ美北部小学校の運動場の排水の関係でございますが、お話をお伺いしまして、
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学校に確認を致しましたところ、やっぱり雨の多い場合、運動場の中心近くが排水されに

くくて雨水が残ってしまうというふうに聞いております。原因として考えられるのが、一

つとしては、その運動場周囲にある側溝とか枡が詰まっておる場合。その場合はその箇所

の清掃をすれば改善されると思われますが、その他の原因としまして、運動場の土質自体

が水はけを悪くしとるいう場合がございます。この場合は、運動場の表層土といいますか

表面の土を入れ替えて対応する必要があります。この六ツ美北部小学校では以前、2、3年

前だったと思うんですが、中庭の通路の一部をこの方法で改善をして効果が出ております。

いずれにしても今後、もう少し運動場の雨の残る状況を確認をさせていただきましてど

のようにしたら、改善されるかということを検討してまいりたいというふうに思います。

なお他の小中学校でも、やはり同様の課題が出ておりますので、そういう所も順次、現状

確認をしながら対策を講じていきたいというふうに思いますので、しばらくご不便をお掛

けしますけど、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

司会－ どうもありがとうございました。それでは他にご質問のある方。はい。

市民Ｂ すいません。よろしくお願いします。岡崎市の道路行政についてということで、

残念なことに岡崎市の死亡交通事故、最初に赤渋町地内、いわゆる矢作川堤防沿いで横断

中の男性高齢者が跳ねられたのが、岡崎市で最初の事故。岡崎市、10月末で11名の方が亡

くなられて、60パーセント以上の確率で高齢者の方が亡くなられてると聞いております。

事故のあった所は西尾方面から岡崎に抜ける所の堤防通りでありまして、近年、全部うま

く開通したために、交通量が非常に増えております。たまたま早朝に散歩をされた方が、

通勤途中の方と交通事故に遭ったということなんですが、今でも十分に注意しないと横断

が難しい状況ではあります。

信号等の設置要望等は出してありますけども、便利になってスピードが出しやすくて、

当然のことなんですがドライバーがルールを守り、安全運転に努めなくてはなりませんけ

ども、行政側としてもいろいろと難しいと思いますが何か具体的な、死亡事故、予期せぬ

緊急アピール等出されていますのでそういったような、どういったことを行政側としても

指導なり、教育等、先頭でやっていただけるかどうかっていうことが分かりましたら、教

えていただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは回答、よろしくお願い致します。

市長－ ただ今のご指摘のありました堤防道路は、矢作川の堤防リフレッシュ道路と致し

まして、天白町から高橋町まで4.2キロにわたりまして、平成22年度に完成を致したもので

あります。私どもは時々ここを使わしていただくことがありますけれども、周りは建物が

なくて接続する道路も少ないので大変走りやすい道路、ついついスピードが出てしまうだ
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ろうと、このように思っております。

今ご指摘いただきましたように高齢者の方がこの交通事故に遭われるっていう、大変多

いので、まず各地域の老人クラブなどのときには必ずこういったことを、こうしたご指導

いただくようにお願いしておりますし、警察も地区に老人クラブの会合などにまいりまし

て、ご指導させていただいてると思うわけでございます。

さらに加えまして施設的な問題におきましては、注意喚起が必要だと私どもも考えてお

りまして、予告と速度の抑制を図るために、カラー段差舗装などを実施してまいったとこ

ろでございます。今回、事故の後となってしまいましたけれども、今後カラー段差舗装の

延長工事というものを行っていく計画であります。またより一層の安全性を高めるために、

ガードレールから、もっと歩行者が見やすいガードパイプへの交換なども考えておるとこ

ろでございます。階段のほうがあるわけでございますけれども、これが分かりにくいとい

うことが言われておりますので、誘導のための案内版も、これから六ツ美地域だけじゃな

くて全市的に考えていきたいと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。

市民Ｂ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それではその他。はい。今マイクお持ちします。

市民Ｃ－ よろしくお願いします。私、毎朝1時間から2時間ぐらい散歩しとるんですけど

も、美合駅の近くに長福寺と広忠寺ですね。要は矢印で書いてあったので、散歩のついで

に寄ろうかな思って、キロは何キロって書いてなかったので、きっと近くやろうというこ

とで行ったんですけども、結局たどり着かずに帰ってきたということになりました。いろ

んな所、見ても結構、小学校なんかは大きなあれで、ここ小学校って書いてあるんですけ

ど、意外と観光、それこそ点と点というんですかね。観光都市、『岡崎観光きらり百選』に

入っとる両寺ですけれども、なんか入りにくいという。インターネット調べても、やっぱ

り広忠寺というのは皆さん迷っておられるようですし、それから私ナビで行こうとしたん

ですけど、ナビでも入ってないということで、なんか今いち、ちょっともったいないなと

いう気がするんですけども。今後こういう観光案内の看板というのを見直し願えれば、皆

さんが、ちょっとよそから来ても行きやすいと思うんですが、そういうふうにまた見直し

ていただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは、はい。回答お願いします。

市長－ 大変ポイントを得た、耳の痛いご指摘でございます。私どもも観光ということを

言い出すには、もっと外から見えた方に親切な案内をせにゃいかんということは今、全市
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的に見直しをする方向で動きだしているところでございます。今頃動いても、はっきり言っ

て遅いわけでございますけども、私自身、市長になりまして2年になりますので、これから

観光岡崎として恥ずかしくない案内表示をするように努力を致しますので、どうぞご理解

いただきたいと思っております。

今、特にご指摘いただきましたように、方向の矢印が1本あるだけでは確かに初めて来た

人、地元の人でも、同じ岡崎市民でも分かりにくいと思いますので、もう少し親切な案内

ができるように考えていきたいと思っております。

司会－ ありがとうございました。

市民Ｃ－ お願いします。

司会－ はい。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。

市民Ｄ－ すいません。お願い致します。下水について、ちょっとお話をさせていただき

たいと思うんですが、西部学区も今、まさに私の住んでおる中之郷、下水の本格工事が進

んでおります。これで西部学区も全て終わるかなと、そんな気もしておるんですが。ただ

中之郷だけでも4年近くかかっておりますかね、始まってから。ちょっと長い問題かなと。

ここでは別として、ただその間に字ごとには毎年やっていただきましたので。要するに

家庭との配分率、配管って言いますかね。本管工事と家庭との配管。これが町を挙げて推

進がなかなかできなかったんです。まだ全部が、要は配管が進んでないもんですから、本

管のね。それで字ごとには進んでおって。今年度3月までには全町、本管が終わるいう計画

で今進んでおります。家庭との配管が接続しますと本当に環境良くなります。環境が良く

なるっていうよりも、川もきれいになります。もう川も流れる。それから側溝もきれいに

なります。本当に皆さんにそういう話をしておるんですが、ただ全町でこれを推進すると

なると全部が進んでないと、「町挙げて推進しましょう」と大声では出ないんですね。

だから今年度末にはそれができると思うんですが。ただ、今言いましたように前から字

ごとにもう本管が入っております。その中でどのぐらいの普及になっておるか、さっぱり

分かりません。特に私どもの住んでおります中之郷については、本年度完成といいますか

ら町を挙げて家庭との接続を進めていきたい、こう思っておるわけです。そのためには、

ちょっと、もしそういうのが出せるのであれば、どのぐらい今、例えば町別に本管と家庭

との接続ができておるかなと、そんなふうにも思っています。今後の推進に役立てたい、

こんなふうにも思っております。以上でございます。

司会－ ありがとうございます。お願い致します。
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上下水道局長－ 上下水道局長の甲村と申します。六ツ美西部学区でございますけども、

おっしゃられるように平成14年度から、赤渋から法性寺、宮地、そして今、中之郷でござ

いまして来年の3月をもって終了する予定でございます。いろいろと工事中は生活面でご不

自由をお掛けしましたことを、ここでお礼を申し上げます。

今お尋ねの普及率、完成の普及率でございますけども、岡崎市は86.1パーセントで県内

でも上位でございます。今ご質問のございました家庭への接続でございますけども、全体

では93.7パーセントでございます。そして今、六ツ美西部の状況でございますけども、赤

渋が87.4パーセント、法性寺が86.3パーセント、宮地が88パーセント。中之郷は今、現在

進行形でございますので48.4パーセントでございます。

市と致しましても多くの皆さまに接続をしていただきますように、無利子の貸付制度を、

併せて説明しながら、戸別訪問をしながら、接続をしていない方へ接続指導を行ってまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。その他、ご質問のある方、いらっしゃいますでしょう

か。

司会－ それでは、ご質問も尽きたようですので、最後に市長のほうから。

市長－ いいですか。自由な質問の時間だったんですけどよろしいでしょうか。何でも結

構でございますけども、答えられる範囲で答えさせていただきます。

市民Ｄ－ すいません。もう一点だけ。先ほど下水道の接続の件なんですけども、今、個

別指導をやっていただいておるということなんですけども、赤渋町もその対象に入ってま

すでしょうか。それとも中之郷さんだけのことなんでしょうか。

司会－ 局長のほうから、再度。はい。

上下水道局長－ 当然、接続をしてない所に皆さん個別、接続の指導をさせていただきま

すので、よろしくお願い致します。

司会－ よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。すいません。市長、よろし

くお願い致します。

市長－ 今日は大変お忙しい中、こうして夜分遅くまで、皆さまがたご苦労さまでござい

ました。

今日は皆さまがたからお教えいただきました地域の個別の案件につきましては、担当の
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者、私も含めまして市の責任ある立場の者がお聞きさせていただいておりますので、すぐ

できることと、しばらく調整に時間のかかること、予算的な手立てをしなければできない

こと、さまざまあるわけでありますけれども、そういった問題が、この地域にあるってい

うことを認識することが今回のこの会の一番の意義であろうと思ってますので、そうした

ものをちゃんと受け止めさせていただきましたので、その点をどうぞご理解賜りたいと

思っている次第でございます。

またいつも、この一番最後に自由な質問って言うと、さまざまなご意見、頂くわけでご

ざいますけれども、最も個別な問題でありますとか、大勢の前ではなかなか言いにくいこ

ともあろうかと思います。私もまだ残っておりますので、もし、一言市長に言っておきた

いということがございましたら、また遠慮なく、おいでいただきたいと思っております。

今日は本当に遅くまで来ていただきましたこと、重ねて感謝申し上げまして、ごあいさ

つに代えさせていただきます。本当にありがとうございました。

(了)


