
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27年８月４日（火）午後６時

場 所：消防本部３階講堂

団体名：消防団連合会 35名

内 容：①開会

②市政ビデオ

③市長挨拶・説明

④団体紹介・要望

⑤その他質問
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市長― 市長の内田康宏でございます。消防団連合会の皆さまにおかれましては、連日の猛

暑に加えまして、本日大変お忙しい中、こうして対話集会にご出席を賜りまして誠にありが

とうございます。また平素から皆さまには本市の消防行政に対しまして格別なご協力、ご理

解をいただいておりまして、併せて厚く御礼を申し上げるものであります。本日は皆さまが

たから貴重なご意見を私が直接お聞きすることで、これからの市政運営にその考えを生か

してまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さ

て、本市におきましては、過去の災害を教訓に防災、減災対策を推進しているところであり

ますが、災害が大きくなればなるほど地域防災の担い手としての消防団の皆さまがたの役

割はますます重要なものとなってまいります。このため、今年度から地震による液状化の被

害が特に大きいと想定されます地域におきましては、チェーンソーやカッターなどの救助

器具を配備させていただきまして、装備の一層の充実というものを図っております。どうか

消防団の皆さまにおかれましても消防団活動に一層のご尽力を賜りますよう改めてお願い

申し上げるものであります。

そんな中、今年の 5 月と 7 月に発生致しました行方不明者の捜索におきましては、額田

消防団と藤川消防団が、それぞれ警察からの依頼で捜索にご協力をいただきました。その結

果、行方不明者を無事発見、保護することができまして、警察署長さんから感謝状をいただ

いたということをお聞きしておりまして、大変喜ばしく思っております。今後とも住民が安

全で安心して暮らせるために皆さまがたのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

るものであります。続きまして、最近の市政の動きと、私がどんな岡崎というものを目指し

ているかという、岡崎の将来像につきまして簡単にお話を申し上げたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願い致します。

まず始めに、私の選挙公約の大きな柱の一つでもありました、岡崎市南部地域への総合病

院の建設につきましては、先ほどビデオにもありました通り、学校法人藤田学園と 5 年後の

平成 32 年の開院を目指しまして、400 床程度の病床数の大学病院を建設するということで

合意をすることができました。これによりまして、岡崎市内の医療の地域格差というものが

大きく是正されると共に市民病院の負担が軽減されることにつながります。市民病院につ

きましては、一昨年の西棟の建設に続きまして、この 9 月には救命救急センター棟がオープ

ンする運びとなっております。市民病院は今後もこの地域の医療をリードする中枢病院と

して充実した医療体制の整備に努めてまいります。次に、同じく選挙公約の一つでありまし

た市民会館につきましては、9 月から改修工事に着手致しまして来年の 10 月にはリニュー

アルオープンの予定であります。施設の安全性の確保を図ることを最大の目的としつつ、ホ

ールの機能の向上に加え、高齢者や身体障害者の方に対するバリアフリー化っていうのも

実施してまいります。また、せきれいホールにつきましても、調査の結果 20 年以上の耐久

性があることが判明したため、必要最小限の改修による長寿命化を検討してまいります。昨

今の建設費の上昇や職人の人手不足を見ますときに、箱物行政からの脱却というのは、現在

正しい判断であったのではないか、このように思っております。さらに、多数の公共施設の

維持管理と更新については、今後、大きな財政負担を伴うことが想定されまして、具体的に
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は建設費の約 10 パーセント以上が毎年維持管理費として掛かると言われております。その

ような中、市民サービスの低下を招かないことを念頭においた上で、今後、施設の統廃合を

含めた検討を順次進めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

そして岡崎市におきましては、今年は家康公四百年祭、そして平成 28 年度、来年は市制

施行 100 周年といった共に記念すべき節目の年が続きます。私共はこれを絶好の機会と捉

えまして、岡崎の歴史的な文化資産と乙川、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を図りまして、モノづくりに並ぶ、もうひとつの新しい岡崎の経済を支

える柱に育ててまいりたいと考えております。観光というのは他の産業よりも波及効果の

大きいものでありますので、ぜひこれをしっかりやっていきたいと考えております。

まず家康公四百年祭におきましては、本年 1月より、家康公生誕の地でありますこの岡崎

市と、お隣静岡県の浜松市、静岡市と、ゆかりの 3市が連携致しまして記念事業を展開して

いるところであります。今後の主な予定と致しましては、10 月 30 日から 11 月 3 日までの

5 日間、岡崎公園多目的広場におきまして『家康公四百年祭 岡崎城まつり』を開催致しま

す。さらに 12 月 26 日の家康公の生誕日には、本市におきまして 3 市連携事業のエンディ

ングセレモニーと致しまして、一昨年から復活開催しております六所神社の『提灯行列』に

加えまして、青く光る LEDボール 3万個を乙川に流す『泰平の祈りプロジェクト』を実施致

します。ぜひとも多くの方にご覧いただきたいと思っております。この流したボールについ

てご心配される向きもございましたけれども、これらは全て回収致しまして再利用すると

いうことになっております。なお、これも国の補助事業となりまして、将来的にはこれは民

間の皆さまにお任せしていきたいと考えております。そして、いよいよ来年の市制施行 100

周年につきましては岡崎の新たな世紀の始まりと致しまして、事業全体を『新世紀岡崎・飛

躍祭』、だじゃれになりますけれども、と名付けて記念事業を展開してまいります。主な事

業と致しましては、平成 28年 7 月 1日の記念式典をはじめと致しまして、翌 2日と 3 日に

は市民や子どもを対象とした『おかざき 100 年祭』を開催致します。また、市民の皆さまと

一緒に桜のまちづくりを進めるため、企業の協力による、1000 本の桜の苗木を生かした、

これはさる企業が 1000 本の桜の苗木を岡崎市に寄付していただくということがございまし

たので、これを生かした『岡崎さくら 100 年プロジェクト』というものを行います。全小学

区ごとの地域の魅力をまとめた『岡崎まちものがたり作成事業』など、単なる一過性の祭典

ではなく、これまでの岡崎を振り返り、将来のまちづくりにつながる事業にしてまいりたい

と考えております。今回も新聞記者の方が「岡崎は周年事業で博覧会をやっとったのに、や

らんのか」とかいうことを言われましたけども、博覧会という、そのためだけに大きなお金

を使うよりもこれからのまちづくりに生かしていきたい。こういうことでこういった事業

を展開するわけであります。

その新たなまちづくりの第 1 歩であります、乙川の水辺空間を活用しました『乙川リバー

フロント計画』につきましては、これまで約 20回の市民対話集会や百数十回に及ぶ講演会、

またパンフレットの全戸配布など、さまざまな手法で市民の皆さまに事業内容の周知を図

ってまいりました。選挙の審判を受けて、議会でそれぞれ議決を加え、さらにこれほど念入
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りに事業を進めるというケースは全国的にも珍しいというふうに言われております。また、

国や県に対しましても陳情や要望を重ねまして事業への協力をお願いしてまいりました結

果、この 3月末には東海地方からは今回唯一であり、愛知県の管理する河川事業としては初

めての国土交通省の『かわまちづくり支援制度』の登録認定を受けるっていうことができま

した。

そして 4月にはリバーフロント計画に対する、平成 27 年度の国からの交付金が、これが

一番肝心でございますけれども、われわれの要求通り満額回答という、これまた大変うれし

いニュースが飛び込んでまいりました。先般国交省のほうにお礼のごあいさつに行きまし

たけど、これは全国でもまれなケースですよ、ということを恩着せがましく何回も言われま

したけど。それだけ国のほうからこの事業に対して期待感を持たれている、こういうふうに

私共は思っております。事業の内容につきましては、殿橋と明代橋のライトアップをはじめ

と致しまして、河川敷にはランニングコースや遊歩道を整備しますと共に、仮称乙川人道橋

の新設や人道橋の北側に位置する中央緑道を人道橋と連続した形で幅 16 メートルの歩行者

空間、乙川セントラルアベニューとして再整備するなど、今年度から平成 31 年度までの 5

年間を目標として整備を進めてまいる予定であります。また当面は、来年迎えます市制施行

100 周年という節目の年に向けて、市民の皆さまに目で見てリバーフロントの整備が進んで

いるってことが実感できるように、殿橋と明代橋のライトアップの他、乙川の右岸の殿橋よ

り下流のエリアを中心に重点的に整備を行ってまいりたいと考えております。将来的にこ

の辺りにカフェやレストランができてきたらいいな、こんなふうに考えております。

また、岡崎の石工業の PRと共に郷土の歴史を理解するきっかけと致しまして、セントラ

ルアベニューに設置を致します徳川四天王の石像につきましては、先般デザインもおおむ

ね決まりまして、今年度中に制作がスタートする予定となっております。実は、先般私も実

際に刈谷のアトリエまで粘土の模型を見てまいりました。実際にはこれよりもっと大きな

物が作られておりましたけれども、それぞれ各武将の歴史的な一場面を切り出したような

素晴らしい出来栄えでありまして。これをきっかけに子どもたちに本市の歴史を思い出し

てもらう、また、岡崎に来た観光客の方には岡崎の偉人の偉業というものも知っていただく、

そんなきっかけになると思っております。そして乙川人道橋につきましても平成 29 年度末

の完成を目指して今年度から整備に着手致します。川の工事というのは河川構造令という

法律がございまして、渇水期にしかできませんので冬場に工事をするということになりま

すので、冬場に工事を行って 3 年掛かりになるわけでございます。この人道橋は単に殿橋と

明代橋の歩道の混雑を緩和するということだけではなくて、額田の山林整備ということが

しきりに言われてきたわけでございますけれども、ぜひこれは額田の木材を利用して、表装

を木調として 16 メートルとゆとりのある幅を持たせる橋にしていきたいと考えております。

16 メートルの橋を作りましても、14 メートル、12メートルぐらいで作っても金額的にはそ

んなに変わらないっていうことが分かりましたので、できるだけ利用価値の多い 16 メート

ルにしようということを内部で協議した結果決まった幅でございます。16 メートルのゆと

りのある幅を持たせることによりまして、歩行者が水辺の空間をゆったりと楽しむことも
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できますし、さらに橋の上を公園施設として使うことによりまして、橋の上ではさまざまな

イベントも実施することができます。また災害時には、人道橋は緊急輸送用の橋として利用

することも想定しておりますし、最近は山間地だけではなくて中心市街地も高齢化という

ことが大変進んでおりまして、毎週救急車の音を聞かないときがないぐらい救急車が夜来

るわけでありますけれども、そうした高齢化が進む中心市街地における、いざ災害というと

きの緊急避難場所としてこのエリアを活用したいというふうにも考えております。

次に、岡崎に来られたお客さまをお迎えするための玄関口であります東岡崎駅でありま

すけれども、この駅前に、浜松、静岡には必ずあるけれども、生誕地の岡崎にはないとずっ

と言われておりました家康公の像をぜひ作りたいと考えております。これは単に公共で造

ってしまうんではなくて、市民の皆さまがたにお願いして、子どもから大人まで、金額の多

少はともかく市民一人一人の協力、ご寄付によって造られた、本来の意味での、岡崎の象徴

の像にしたいと考えておりますので、どうぞこれから皆さまがたの所にお願いに行くと思

いますけど、その節は一つよろしくお願い申し上げます。そして、乙川リバーフロント地区

の整備に続きまして、国の『歴史まちづくり事業』の認定を考えておりまして、市内の歴史

的文化資産を活用としたまちづくりをこれから進めてまいりたいと考えております。岡崎

には、家康公ゆかりの大樹寺や伊賀八幡宮など国の重要文化財に指定された建造物が、実際

は名古屋よりも数多い 13 もあるわけですけれども、そのことがこれまで市民には十二分に

理解されておらず、また十二分に活用されてきてないわけであります。殊に岡崎の歴史まち

づくりを進める上で欠かすことのできない岡崎城は、歴史的にも大変非常に価値のあるお

堀だとか石垣が残されております。さらに近年の調査によりまして、日本で岡崎城というの

は 4 番目に大きな城郭を誇るという大変なお城であることが分かったわけであります。こ

れからはこうした歴史的な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

る案内表示や城郭の広さというものも市民の皆さん、またお見えになった方に実感してい

ただくために、街の中にラインを引いたり、各城門で復活復元できるところは復元したい、

そういった『見える化』、そんなものも検討しているところであります。そして、こうした

整備に加えまして外からお見えのお客さまにはぜひ満足感を抱いてお帰りいただくために、

まずはおいしい食べ物。観光地はどこに行っても、あそこに行けばこれが食べられるといっ

た名物があるわけでございまして。岡崎にもぜひそうした、岡崎ならではの食べ物を作りた

いと思っております。それから 2 番目は興味を引く催しや施設。これは、われわれ公共のほ

うでさまざまな施設は作ってありますけれども、それに加えまして地域のお祭りだとか民

間のおもしろい施設、そういったものも必要であると思います。三つ目は魅力的なお土産。

岡崎にはどうも今これといった決定的なお土産というものがなくて、まあ八丁みそとあわ

雪ぐらいしか思い浮かばないわけでありますけれども、ここに加えて誰もが手にして買っ

て帰りたくなるようなですね、そんなお土産を皆さまがたのお知恵を拝借して作ってまい

りたいってことで頑張っております。

4 番目は、これは観光地であればどこでも必要でありますけれども、岡崎に行ってこんな

に良い思いをした、こんなに親切にされた、そんな岡崎ならではのサービスというものに、
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市民の皆さまのご協力を得て、そういった雰囲気、ムードを高めてまいりたいと思っており

ます。こういった四つの要素がきちんと保てなければ観光事業というのはなかなか定着致

しませんので、これからは市民の皆さまや商店街のかたがたにお力添えをいただきたいと

考えております。先ほど申し上げました通り、観光というのは、必ずしもそれに関わる人た

ちだけが潤うのではなくて関連産業の活性化にもつながりますし、今後はリバーフロント

や歴史的な資産だけではなくて、企業視察でありますとか、先ほども出てまいりました、東

公園のリアルな恐竜モニュメントなど、本市のさまざまな観光資源全てを活用して多くの

かたがたに大いにもうけていただく。そのことによって岡崎市も潤ってくると、こういうふ

うにご理解とご協力を申し上げたいと思っております。今日は時間の都合もありまして、ち

ょっと早口でしゃべり過ぎましたけれども、内容も乙川フロントのことを中心にお話しさ

せていただいたわけでありますけれども、これはあくまでも第 1 歩であります。これからま

だ検討中のさまざまなプランがありまして、そうしたものが順番に日の目を見てまいると

考えておりますので、どうぞその節はご理解賜りたいと思っております。

以上、本日は岡崎市の、市政の動きの一端をご説明申し上げましたけれども、今後も、現

在行っているように福祉や医療、環境、教育といった基本的な政策もおろそかにせず、しっ

かりと取り組んだ新たな布石を投じることによりまして、この町に生まれた子どもたちが

ふるさと岡崎に対しまして今まで以上の愛着と誇りを持てる、そんな夢のある次の新しい

岡崎を築きますと共に、誰もが訪れてみたい、また、来た人が住んでみたくなるような、そ

んな魅力あるまちづくりに邁進してまいりたいと考えております。これから 2、3 年すれば

皆さまがたお一人お一人が目で見て、明らかに岡崎は変わってきたな、こんなふうに思って

いただけると確信しております。どうか皆さまも期待していただきますと共に、なお一層の

ご協力をお願い申し上げまして、本日の私の話を終わらせていただきたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。

司会－ それでは、岡崎市消防団連合会のご紹介につきましてお願い致します。

団体代表－ 全体の紹介ということで、岡崎市消防団連合会は各消防団の連絡、連携を図り、

本市消防力の強化に資することを目的に昭和 26 年の 4 月 1 日に設立されております。現在

の組織としては、21消防団、107 部、定員が 1517人で運営しております。主な事業として

は、各消防団の情報連絡、消防団員の資質向上および消防団員の表彰であります。参考に今

年度の行事につきましては消防団長会議、これを年 6 回、偶数月に開催する他、消防操法大

会を現在まで実施しております。今後、消防団技術発表会、消防団連合観閲式、および歳末

特別警戒等の行事を計画しております。主な概要として団体を、紹介をさせていただきまし

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。それでは団体からの要望、提案を事前に伺っております

ので順次発表させていただきます。
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団体副代表Ａ－ それでは発表させていただきます。消防団の被服、装備について『消防団

を中核とした、地域防災力の充実強化に関する法律』が制定されたことを受け、消防団の装

備の基準が改正されました。この基準が改正されたことに伴い、今年度、救命胴衣を既に配

備していただき、また今後チェーンソーやカッターなどの災害出動用品が配備される予定

であるとお聞きしております。このように消防団の装備の充実には大変感謝しているとこ

ろですが、もう一つ被服の更新をお願い致したいと思います。その内容は、風水害活動にお

いて着用するかっぱの更新です。現在使用中のかっぱは平成 7 年度に購入したもので約 20

年が経過し老化が激しいため更新をお願いするものであります。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願い致します。

市長－ いつもご苦労さまでございます。ただ今のご指摘いただきました、消防団の皆さま

がたが風水害のときに活動で着用されます雨衣につきましてですが、私も今回ここに来て

初めて知ったんですけど、もう既に 20 年以上経過したもので活動されておりまして、中に

はもうボロボロに近いものがあると聞いておるところでございます。大変ご苦労があると

いいますことをこの場でおわび申し上げたいと思っております。この点につきまして先般

確認致しましたところ、例年老朽化が著しくなったものや新しく消防団員になられた方の

活動服や編み上げ靴、雨衣につきましては新規購入しておるわけでありますけれども、現在

も老朽化したヘルメットを 6 カ年計画で更新中であるということを聞いておるところでご

ざいます。このヘルメットの更新が平成 28 年度には完了致しますので、その後になってし

まいますけれどもなるべく早くに雨衣を更新するように消防本部が計画しているようでご

ざいますので、どうかそれまでご容赦いただきたいと思います。私もできる限り早くできる

ように努力はしたいと思っておりますのでお願い致します。

司会－ ただ今の回答でよろしかったでしょうか。

団体副代表Ａ－ ありがとうございます。

司会－ それでは引き続きよろしくお願い致します。

団体副代表Ａ－ 発表させていただきます。消防団連合会として連合会旗がないので作成

できないでしょうか。これは、各消防団には団旗が交付されておりますが、岡崎の消防団連

合会には旗がなく、愛知県消防協会等から表彰された竿頭綬を付けるものがないわけであ

ります。そのためにぜひ連合会旗を作っていただきたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それではよろしくお願い致します。
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市長－ 出初のときなどに各消防団の、地区の消防団の団旗は見慣れておりましたので、ま

さか連合会の団旗がないというのは今回お聞きするもので、私も知らずに認識不足でござ

いました。同じく多団制をとっている名古屋市のほうは立派な旗を持ってるそうでござい

まして、なんとか岡崎もこれを早く作りたいと思います。この間どれくらい掛かるのか聞い

たら 35 万ぐらい掛かるそうです。ちょっと値段聞いてびっくりしましたけども、それでも

これまで皆さまがたに頑張っていただきました岡崎市消防団の顔となる旗ですので、何と

か来年度中には、来年度の予算でできるようにしたいというふうに思っております。今内部

で検討中ですけど、大体その方向でまとめようと思っておりますので、どうかよろしくご理

解ただきたいと思います。

団体副代表Ａ－ どうもありがとうございます。

司会－ よろしかったですか。ありがとうございます。それでは続きましてよろしくお願い

致します。

団体副代表Ｂ－ 先日岩津消防第 9 部の愛知県消防操法大会に出場する激励会、大変あり

がとうございました。一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。家康行列につきま

して消防団連合会として毎年警備を行っておりますが、来年度、市制 100 周年を迎えるにあ

たり、行列の中に火消しとして法被を着込んだ姿で消防団連合会として参加できないでし

ょうか。そのときにまといを振りながらやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございます。それでは、お願い致します。

市長－ 毎年春の家康行列には、先般の花火大会もそうでございますけれども、消防団の皆

さまがたには、岡崎の大きな行事では中心となってご協力をいただいておりまして、心から

感謝申し上げたいと思います。殊に来年は 100周年になりますので、この家康行列を先般の

松方弘樹さんに続いて一つ、家康役には時代劇の大物俳優にご登場いただきたいというこ

とで今も調整中でございますけれども。その席にぜひ町火消しの役で皆さまがたの代表な

どに出ていただくというのは大変良いアイデアだと思いますし、そのお申し出に対しても

歓迎致したいと思っております。ただ、今、警察のほうとの調整の中で、前年度の家康行列

が長くなり過ぎちゃって警備もありますんで調整しております。ですけどもせっかくの皆

さまがたのお申し出ですので、何とか実現したいと思っておりますので、どうぞよろしくご

理解いただきたいと思っております。

司会－ 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、頂いております要望、

提案、以上で終了させていただきます。その他ご意見のある方いらっしゃいましたらよろし
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くお願い致します。今、マイクをお持ちします。お待ちください。

団体監事Ａ－ よろしくお願い致します。消防のとか連合会の話ではないですけど、市長さ

んが 3 週間前に新聞で吉本新喜劇、参加されて PRされることをお聞きしまして、なんかふ

んどし一丁でっていうか、どのような形で PRされるのか興味がありますので、ぜひ教えて

いただければありがたいと思います。

司会－ ありがとうございます。お願い致します。

市長－ 僕がしっかり覚えておいてほしいことは、なかなか市民の皆さん覚えといてくれ

ないんですけど、この話だけはどういう訳かみんな覚えとってですね、顔を見るたんびに毎

回どうだったのか聞かれるわけですけれども。最初の話は、吉本新喜劇の幕間で市長として

登場して上手に岡崎市の PRをしてくれということでしたので簡単に引き受けた訳でありま

す。ところが何だか知りませんけど話がいつの間にか劇に登場するという話になってしま

いまして。この間すち子さんですか、あの人と初めて会うまで僕は全然知らなかったんです

けど、うちの嫁さんが土曜日のお昼の喜劇が好きらしくてよく知ってるようでございまし

て。私はあめを持って行くように言われて、そのとき言われた通り持ってって徳川家康の葵

の紋の入ったあめを渡したんですけどもね。何だか先ほど言われたようなことをふんどし

とか、なんでもやってくれるのなら何をやってくれるでしょうかって向こうの人が勝手に

言っただけでして、今、何をされるか分からない戦々恐々としているところです。僕は知事

さんや名古屋市長さんみたいなああいうこと好きじゃない人であまり歓迎してないんです

けども、9 月ぐらいに岡崎じゃなくて全国放映されるっていうことなんで、なるべくお手柔

らかにお願いしますとお願いしているんです。以上です。

団体監事Ａ－ ありがとうございます。

司会－ ありがとうございました。それではその他ございましたら、挙手のほうをお願い致

します。はい、それではよろしくお願い致します。

団体理事Ａ－ 先ほどお話にありました、岡崎の、乙川のリバーフロント計画の整備に併せ

て今、当三島消防団管内で東岡崎駅の再開発も含めていろいろ岡崎のために玄関口を一生

懸命整備していただけると思うんですけれども、今後、東岡崎周辺の再開発も含めて建物が

どんどん密集してくると思われます。この中で大地震等がありました場合に大火災が危惧

されるわけですが、この場合水利を確保するという意味でどうしても乙川っていうのは大

きな水利になると思います。これに伴いまして籠田公園に至る川にできます橋の近く、近隣

に、特に左岸側、消防自動車等が速やかに川辺まで下りれるようなスロープ等をぜひ整備を

検討していただけることができないのかなということを思っております。どうでしょうか。
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司会－ ありがとうございます。

司会－ お願い致します。

消防長－貴重な意見ありがとうございます。やっぱり消防は鉄砲があって弾がないとだめ

ですので、やっぱり水でしょうか、水が大切だと思います。今、ご指摘の通り駅前が開発し

て密集地になりますと、自然水利の防火水槽しかないものですから、消火栓が断水した場合

ですけど。そういう大きな南海トラフの川というのはやっぱり大切だと思います。殿橋の下

流のほうに河川敷に下りる取り付け道路とかありますが、あのようなスロープが整備され

れば消防隊が水利部署でき、大変駅前に近いので、私は良いと思うのですけれど、いろいろ

な中で考えていかなければならないこともございます。消防本部としては必要な水利だと

私は思っておりますのでご理解お願いします。

市長－ 私のほうから補足説明させていただきたいと思います。この 3 月に国の認定事業

が大変大きな影響になっております。その前から大体方針は決まっとったんですけども、今

回のリバーフロント計画を推進する中であの川は県の直接管理の場所ですので県の協力と

いうのは大変重要で、私たちも川へのスロープと階段の整備をよく強く申し入れておった

んですけども。殊に国のほうから一言言ってもらったら 5 カ所ぐらい車両が下りるスロー

プ、今のスロープよりもう少し緩やかな、大型車が入れるスロープ。普通車がすれ違えるく

らいのスロープになるそうですので、だから大型車は下りれると思います。そういうものも

できますので、この辺はご安心いただいていいんじゃないかと思っております。併せて、他

もきちっと道路の整備はしますので今までよりも取水のほうもやりやすい形にはなってく

ると思いますので、どうぞご安心いただきたいと思います。

団体理事Ａ－ ありがとうございます。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他ご意見のある方いらっしゃいましたら

挙手をお願い致します。

市長－ もう一個いいですか。橋が出たついでにもう一つ言っときますと、先ほど木調で橋

を作ると言いましたけど人道橋は、いくら木調で作ると言っても今の時代ですからまった

く木調で、木だけで作るというのはなかなか難しいわけであります。そうするとお金も掛か

りますし、頻繁に架け替えなきゃならなくなりますから。ですので、基本的には鉄筋コンク

リートで橋の基本構造を全部作りまして、表装を木で覆うということでなりますので。です

から橋の強度としては十分重車両が上がれるだけの強度は持たせますので、緊急時にはそ

ういう橋として使われます。殿橋も明代橋も補修をしていただけるっていう方針で、殿橋は
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今、補修工事に掛かっていますけど、そうは言っても 80 何年経つ橋ですので大きな地震が

来ると崩れる可能性がありますから、今、作っている新しいやつは、そういったものにも耐

用できるような頑丈な橋を作っておりますので、併せてご報告します。

司会－ ありがとうございます。その他ご質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願

い致します。

それではご質問も尽きたようでございま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－改めまして本日は暑い中、またお忙しいところ皆さまがたにこうしてお集まりいた

だきましたこと、本当に感謝申し上げたいと思っております。私たちは普段の安全で安心な

生活っていうのは当たり前のように思っておりますけれども、そうしたものが当たり前の

ように存在するっていうことは陰で皆さまがたが頑張っていただいているおかげである、

このことは、常々申し上げていることでございます。これからも皆さまがたの力によるとこ

ろが多いと思いますけれども、大変な時期に入ってまいりまして、天候もこんなに不確定な

ことがいっぱい起きます。皆さまがたにお願いすることも今まで以上に多くなると思いま

すけれども、どうぞこれからもよろしくお願い致します。今日ご質問いただいた件は割と私

たちが答えやすいと言っちゃなんですけども、お金の工面さえすれば何とか対応できるこ

とですので、これは努力して行っていきたいと思いますけれども、また今後皆さまがたの活

動の中でいろいろと不便なことが起きましたら、遠慮なく私共のほうにお申し出いただき

たいと思います。お金があんまり掛かるようだと、すぐやるとは言えないかもしれませんけ

ど、消防団の皆さまがたのご要望でありますので、なるべく前向きに努力したいと思ってお

ります。今日は本当にお忙しい中ご参集いただきまして誠に重ねて御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。


