
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年８月７日（金）午後７時

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎繊維団体協議会 32 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－ 市長の内田でございます。本日は、大変暑い中になりますけれども、岡崎繊維協議

会の皆さまにおかれましては、また、大変お忙しい中にもかかわらず、このように対話集会

にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また、皆さまがたにおかれましては、平

素から岡崎市政に対しまして、格別なご理解とご協力を賜っておるわけでありまして、この

事でもあらためてお礼を申し上げたいと思います。本日は、皆さまがたの貴重なご意見を私

が直接お聞きすることによりまして、これからも岡崎市政の運営に対しまして、その考えを

ぜひとも活かしていきたい、こういった思いでいますので、どうぞよろしくお願い致します。

先ほどの DVD にもありましたとおり、岡崎は古くから全国有数の綿花の産地でありまし

て、江戸時代には『三河木綿』というものが広く知られる特産品となったわけであります。

明治時代に入りましてからも、この地域での基幹産業は繊維産業でありまして、ガラ紡の発

展の歴史に加えまして、戦後復興の立役者となったのは、繊維産業であることは皆さまご案

内のとおりであります。しかし、最近の業界を取り巻く状況というものは、安価な海外製品

の輸入の増大など、大変厳しいものになるというふうに伺っております。

このような厳しい環境にありましても、皆さまがたの取り組みによりまして、反毛工業の

繊維再生機能を核としたリサイクル繊維の産業が集積し、こちらの面では、今日も全国最大

の規模となっております。繊維のまち・岡崎は持続可能な社会、循環型社会の構築に向けま

して、大きく貢献しておりまして、あらためて敬意を表するものであります。

岡崎繊維団体協議会は、多くの繊維業の皆さまがたが加入され、会員の親睦を図るととも

に、講習会の開催など、積極的に活動をいただいているというふうに聞いております。引き

続き、活発な事業を展開されまして、本市の産業振興にご協力をいただくことを期待してお

るものであります。

続きまして、最近の市政の動きとともに、私が今目指しております岡崎の将来像につきま

して、これはもう既に各地の対話集会でも聞いておみえになる方もあるかもしれませんけ

れども、改めて、簡単にお話し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。

まず初めに、私の選挙公約でもありました岡崎市南部への総合病院の建設につきまして

は、先ほども DVD に出ましたけれども、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、合意ができたと

ころであります。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

れていくとともに、市民病院がこれまで全部を受け持っていたわけでございますけれども、

そうした負担というものが、軽減されることにつながります。市民病院につきましても、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

となっておりまして、今までですと、市民病院に行くと、半日仕事だと言われたわけであり

ますけれども、これからはそちらのほうも救命救急センター設置によりまして、改善される

ことだろうと思っております。今後も市民病院は、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る所存であります。



2

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

着手し、来年 10 月の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、ホールの機能向上に加えまして、高齢者、身障者のためにバリ

アフリー化というも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、こち

らを調査しましたところ、まだ 20 年以上の耐久性が十分あることが分かりましたため、必

要最小限の改修による長寿命化を検討してまいりたいと思います。昨今の建設費の上昇で

ありますとか、職人の人手不足などを見ますときに、ハコモノ行政からの脱却というのは今

回正しい判断であると、このように考えております。さらに、多数の公共施設の維持管理と

更新につきましては、今後、大きな財政負担となることが想定されまして、具体的には、一

つ新しいハコモノを造ると、その建設費の約 10 パーセントが毎年経年的に維持費としてか

かるというふうには言われておるわけでありますけれども、そうした中、市民のサービスの

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というものを進

めてまいりたいと、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、そして来年、平成 28年度は

市制施行 100 周年といった、これまた記念すべき年が続くわけであります。いつも申してお

りますけれども、私ども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

や矢作川といった河川空間を活かした『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、もう一つの新しい経済の柱として、これをぜひ育て上げたいと、

このように考えておるところであります。

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、このゆかりの 3 市が連携致しまして、記念事業をそ

れぞれ展開しているところでございます。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、岡崎公園の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

携事業の一番最後になります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、そして龍城神社での『ちょうちん行列』に加えまして、青く光る LED

ボール、これを 3 万個、乙川に流します『泰平の祈りプロジェクト』を実施致します。ぜひ、

これを多くの方にご覧いただきたいと思います。今年の 1 月に実証実験をやりまして、それ

はちょっとこれよりも小規模でございましたけど、大変きれいで幻想的な雰囲気が漂って

おりました。また、この流したボールは全て回収致しまして、再利用することになっており

ます。なお、この事業も国庫補助事業として行われます。将来的にはこれは、経年的に行う

セレモニーとして民間の方に委託していきたいというふうに考えております。

そして、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』とちょっとダジャレでありますけれども、こう名付

けまして、記念事業を展開してまいりたいと思っております。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しまして、翌 7 月の 2 日、3 日には、市民や子ども
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を対象としました『おかざき･100 年祭』を開催致します。また、市民の皆さまがたと一緒

に桜のまちづくりを進めるために、企業の協力をいただきまして、1000 本の桜の苗木を生

かした『岡崎さくら 100 年プロジェクト』をはじめと致しまして、全小学区の区ごとの地域

の魅力をまとめた『おかざきまちものがたり作成事業』など、単なる一過性のお祭りではな

くて、これまでの岡崎を振り返りまして、将来のまちづくりにつながっていくような、そん

な事業を行っていきたいというふうに考えております。

その新たなまちづくりの第一歩であります、乙川の水辺空間を活用した『乙川リバーフロ

ント計画』につきましては、これまで約 20 回の各地での市民対話集会、そして百数十回に

及びます講演会、さらにはパンフレットの全戸配布などを行いまして、さまざまな手法で市

民の皆さまがたに事業の内容の周知を図ってきたところであります。選挙の審判を受けて、

議会での議決を行い、さらにこれほど念入りに事業を進めていくケースというのは全国で

も珍しいのではないかと、こういうふうに言われておるところであります。また、国や県に

対しても、陳情や要望を重ねてまいりまして、事業への協力をお願いしてきた結果、この 3

月末には、東海地方からは唯一でありまして、愛知県の管理する河川事業としても初めてと

なる国土交通省の「かわまちづくり支援制度」の正式な登録認定を受けることができたわけ

であります。

そして、これが一番肝心なんですけれども、4 月には、リバーフロント計画に対する 27年

度の国からの交付金が、私どもの要求どおり満額交付という、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。先日、国交省にお礼に行ってまいりました。これは、全国で

もまれなことですよと、大変恩着せがましく、何回も繰り返して言われたわけでございます

けれども、こうしたことになったというのも、この事業に対する国からの期待の表れである

と、このように思っておるところであります。事業の内容につきましては、殿橋と明代橋と

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する

と共に、仮称でありますけれども、乙川人道橋の新設や、人道橋の北側に位置します中央緑

道を、人道橋と連続した幅 16 メートルの歩行者空間、岡崎セントラルアベニューと名付け

まして再整備するなど、今年度から平成 31 年度までの 5 カ年を目標に整備を進めてまいり

たいと考えております。この事業の特徴というのは、今までは単発的に河川改修であります

とか、駅前再開発とか、中心市街地の活性化とか、いろんな事業が行われましたけれども、

駅前の再開発から、河川空間の活用、そして、中心市街地の活性化、そして岡崎公園、岡崎

城という全てのものをトータルに考えて事業を進めていこうとする、その辺が新しい事と

思っております。

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、皆さまがたに目で見

て、リバーフロント地区の整備が進んでいるということが実感していただけますように、殿

橋と明代橋のライトアップの他に、乙川の右岸の、殿橋より下流のエリアを重点的に整備し

てまいりたいというふうに考えております。将来には、こうした河川堤防沿いにカフェだと

か、レストランができるような、そんな環境づくりを進めていきたいというふうに思ってお
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ります。また、岡崎の、岡崎城におきましては、石工業、石屋さんの、伝統産業になるわけ

ですけれども、この PR とともに、郷土の歴史を理解するきっかけとして、セントラルアベ

ニューに徳川四天王の石像を造りたいというふうに考えておりまして、こちらのほうも先

日、学者さんでありますとか、さまざまな研究者のお知恵を拝借しまして、デザインがおお

むね決まったところであります。今年度中にこちらのほうも制作がスタートする予定とな

っております。先般、私も、刈谷のオフィスまで、この粘土の模型を見にまいってきたんで

すけれども、それぞれ各武将の歴史的な一場面を切り出した、大変素晴らしい出来栄えでし

た。

そして、乙川人道橋につきましても、平成 29 年度の末の完成を目指しまして、今年度よ

り整備に着手致します。この橋の工事というのは、渇水期にしかできませんので、3 年計画

でこれを始めるわけでございます。この人道橋は、単に殿橋、明代橋の歩道の混雑を緩和す

るという目的で造るのではなく、この橋の表装は額田の木を使った木調としまして、16 メ

ートルという、大変ゆとりのある幅を持たせることによりまして、歩行者が水辺景観をゆっ

たりと楽しむことのできる空間となりますし、あと、橋を公園施設ということで進めること

によりまして、橋の上ではさまざまなイベントを実施することも可能となります。もう、既

にさまざまな団体から、橋の上をこういったことで使えないかということで問合せが来て

いるわけでございます。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。セントラルアベニューは、高齢化の進む中心市街地におきましては、緊

急避難場所としても活用することを考えております。

次に、岡崎に来られましたお客さまをお迎えする玄関口であります東岡崎駅であります

けれども、現在、整備が進められておりますけれども、ここにぜひシンボルとなる、立派な

家康公の像を設置したいというふうに考えております。岡崎の市民でありますれば、一度は

岡崎は家康公の生まれ故郷といっても、駅前に銅像一つないではないかと、こんなことを言

われたことがあろうかと思いますけれども、これからは決して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す。そして、これは市民の皆さまへのお願いでありま

すけれども、制作にあたっては、この銅像を造るために子どもから大人まで、金額の高い低

いは別と致しまして、市民一人一人の協力によって造られた、本来の意味での市民の象徴に

したいというふうに思っておりますので、また、皆さまがたにもご協力を呼びかけたいと思

っておりますので、その節はよろしくお願い致します。

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

定を受けて、市内の歴史的文化資産を活用としたまちづくりも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の国の重要文化財に指定され

た建造物というのが、実に名古屋よりも多い 13 あるわけでありますけれども、現実にその

話をしましても、ご近所に住んでいる方がそんなことも知らないと、こんなありさまであり

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のは、岡崎城であり

まして、これも歴史的に非常に価値のあるお堀でありますとか、石垣が残されているわけで
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あります。こういったことは、私たち、岡崎市民、今まで案外知らないわけでございまして、

近年の調査によって、岡崎城の城郭というのは、日本で 4 番目に大きなものである、こんな

ことも分かってきたわけであります。もう既にまちができてしまっておりますので、これを

再興するということはできませんけれども、歴史的な由来というのもしっかり調べまして、

明確で統一性のある案内表示でありますとか、城郭の広さというものを目で見て分かって

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

『見える化』というものも検討していきたいというふうに思っております。

そして、こうした整備に加えまして、外からお見えになったお客さまに満足感をいただい

てお帰りいただくためには、やはり、観光地は、どこに行きましても、まずおいしい食べ物

というものがあるわけでありまして、岡崎に行けばこれといった、そうしたおいしい食べ物

を、今協力していろいろと考えておりますけれども、ぜひつくりたいと思います。それから

もう一つ、魅力的なお土産でございますけれども、繊維でいくならば、岡崎のマークを上手

に使った T シャツということはもちろんになりますけれども、何かの繊維を使って岡崎な

らではのよいお土産を考えていただきたいなと、こんなふうに思っています。また、3番目

としましては、興味を引く催しや施設、もちろん、公共のほうでさまざまな施設ですとか、

状況をつくるわけでございますけれども、やはり地域で独自のお祭りでありますとか、民間

の面白い施設、こういったものも必要じゃないかなと思っております。そして、4 番目は、

これはどこの観光地でも必要でありますけども、その地ならではの、岡崎ならではのサービ

ス、こういった四つのものを商店街の皆さまがた、市民の皆さまがたのご協力を得て、つく

っていきたい、こういうふうに思っているわけであります。

観光というのは、よく観光に関わる人だけがもうかるようなことを言われることがあり

ますけども、決してそんなことはなくて、今言ったような、お土産でありますとか、食品で

ありますとか、関連産業の活性化にもつながるわけであります。今後は、リバーフロントや

歴史的な資産だけではなくて、企業視察など、岡崎にさまざまなモノづくりの工場があるわ

けでございまして、そういった企業の視察ということも考えていきたいと思っております

し、先程、DVD に出ました東公園にある実物大の恐竜モニュメントなど、岡崎市内にあるさ

まざまな観光資源というものを全て総合して、お客さんには満足していただき、そしてまた、

商売をやっているかたがたには大いにもうけていただきたいと、このように考えておりま

すので、よろしくご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。

今回は時間の都合もありまして、乙川リバーフロント計画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、これからの本市の活性化の、これはあくまでも第一歩であり

まして、今、市役所の部内では、またこれに続くさまざまなプランを検討中であるというこ

とを付け加えておきたいと思います。

以上、本日は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、福祉や医療や

環境、教育といった基本的な政策の充実にもしっかりと取り組みながら、新たな布石を投じ

ることによりまして、このまちに生まれた子どもたちが、ふるさと岡崎に対しまして、より



6

大きな愛着と誇りを持てるそんな夢のある次の新しい岡崎づくりに邁進してまいりたいと

考えておる次第であります。これから 2、3 年しますと、皆さまがたの目で見ていただきま

して、岡崎は明らかに変わったと、こういうふうに実感していただけると確信を致しており

ます。どうか皆さまがたもご期待いただきますと共に、なお一層のご協力とご理解をお願い

申し上げまして、本日の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－ それでは、岡崎繊維団体協議会のご紹介につきましてお願い致します。

団体代表－ 何度か市長の岡崎市の観光産業に対する熱い思いを聞いておりますけれども、

当組合としても、市制 100 周年に向けて、ご協力できることはしていきたいと思っておりま

すので、ぜひ、よろしくお願い致します。そして、組合員の皆さま、本日は、市民対話集会

にお集まりくださり、誠にありがとうございます。そして、市役所の皆さまもこのような機

会をつくってくださり、ありがとうございます。

岡崎市繊維団体協議会は、全日本繊維リサイクル協同組合をはじめ、岡崎市に事務局を置

く七つの繊維関係団体で構成され、会員相互の融和と親睦を図るため、例会の開催、繊維業

界に共通する事項に関する視察研修および講演会等の実施、関係官庁に対する陳情等の活

動を行い、岡崎市の現有繊維産業の振興やリサイクル事業に対し、積極的な活動を実施して

いる団体です。ここで、各団体を紹介したいと思います。全日本繊維リサイクル協同組合。

中部反毛協同組合。岡崎糸商組合。愛知県作業手袋協働組合。日本和紡績工業組合。岡崎市

特産織物振興協会。岡崎繊維青年クラブ。

団体代表－ では、この後、組合の要望に移りたいと思います。要望は三つ用意しました。

全ての要望が終わった後に、その他の質問、その他の質疑応答、ご要望の時間を取ってあり

ますので、全ての要望が終わった後に、ご質問等をお願い致します。双方にとって、有意義

な時間となるよう、ぜひ積極的にご質問、ご要望をお願い致します。以上です。よろしくお

願い致します。

司会－ それでは、団体のほうから事前にご要望を伺っておりますので、順次発表していた

だきます。よろしくお願い致します。

団体代表－ まず一つ目の要望ですが、家庭から出る繊維廃棄物の分別回収の拡充。現在岡

崎市内で行われている集団回収等の繊維廃棄物回収量はどのくらいか。また、繊維廃棄物の

分別回収の拡充策について何かあればと思います。

司会－ はい。ありがとうございました。それにつきましては、部長のほうから回答よろし

くお願い致します。
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環境部長－ どうぞよろしくお願い致します。それでは、ただいまご質問ございました繊維

廃棄物の集団回収等について、お答えさせていただきます。

現在、市におきましては、町内で子ども会さんですとか、町内会さん等が行ってみえます

集団回収といったものがございます。もう一つ、それから市が市民センター等で行ってます

拠点回収というものがございます。まず、一番最初の集団回収等につきましては、25 年度

では、約 270 トン、古着についてはございました。それから、拠点回収等につきましては、

約 180 トン、合計で 450 トンございました。この量でございますが、実は年々減少傾向にご

ざいます。今、申し上げました集団回収、拠点回収につきましては、他に新聞、雑誌、ダン

ボール等の紙類、それから、金属等、缶ですね。アルミ缶等もございますが、これら全て一

様に減少傾向でございます。その理由でございますが、紙類については、やはり、いわゆる

軽量化紙離れということで、使用量自体が減っているんではないかということ。それから、

ペットボトル等についても減っておりますが、これが缶につきましても、軽量化が進んでい

るんではないかということがございます。

しかしながら、これらの可燃ごみですね、毎年 4回ほど、指定所に出された可燃ごみにつ

きましては、300 キロ～400キロほど、パッカー車に積み込む前に職員が出向きまして分析

をしております。いわゆるごみ質分析というものをやっておりますけれども、この中に、や

はり今申し上げた紙類、中には金属、瓶、今回話題の古着等も相当入っております。具体的

に古着でいいますと、2パーセントから 3パーセントほど混入しております。減った原因を

色々申し上げましたけれども、軽量化、使用量が少なくなったということを申し上げました。

その他にもう一つ、言い忘れましたが、独自ルートと私ども呼んでおりますけれども、例え

ば、繊維であれば、量販店さんが、例えば背広を買うのに、スーツを買うのに持ってきてく

だされば、値引きしますとか、そういったことがございます。こういったものを私どもは把

握しきれておりませんので、そういった事もいわゆる独自ルートで、いってる分もあろうか

と思います。繰り返しになりますが、やはり可燃ごみ等に相当量入っていることも事実でご

ざいますので、今後の方策につきましては、やはり市民の方の分別意識にかかる他ないと考

えておりますので、勉強会、地元での説明会等におきまして、さらなる分別を呼び掛けてま

いりたいと考えております。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。では、引き続き、

次のご要望をお願い致します。

団体代表－ 次の要望です。岡崎市が購入する繊維製品について、岡崎産品を優先的に購入

するようにしていただきたい。岡崎市における作業手袋の購入数量はどれくらいでしょう

か。
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司会－ ありがとうございました。それでは、部長お願い致します。

経済振興部長－ よろしくお願い致します。岡崎市が購入する繊維製品、これを岡崎で生産

されているものを、優先的に購入していただきたいという内容ですが、本市では、繊維製品

のうち、作業手袋、いわゆる軍手でございますが、市内業者から、市内で作られました商品

を優先して購入を現在しております。主に現業の事務所とか、クリーンセンターで使われて

いるものですが、例年 1 万双ほど購入をしております。本市の方針では、繊維製品をはじ

め、全ての物品を購入する際には、地元中小企業の受注機会の増大に配慮を致しまして、市

内業者で取り扱いができる物品につきましては、その中から選定をするようにしておりま

して、いわゆる地産地消というものに心掛けておるという現状でございます。以上でござい

ます。よろしくお願いします。

司会－ それでは、市長、よろしくお願い致します。

市長－ ただ今、岡崎産品の優先購入というお話と作業手袋の購入のお話をいただいたわ

けでありますけれども、先ほど DVD でご覧いただきましたように、ただ今の 100 周年記念

事業に関連致しまして、「岡崎さくら 100 年プロジェクト」というものを推進しておるわけ

であります。そこで、ささやかな提案でありますけれども、例えば、ピンクの軍手などを作

っていただけた場合には、これを桜の植樹でありますとか、作業の際に使わせていただきま

して、そのことでちょっとオシャレにもなりますし、また軍手の新たな使い道のＰＲにも、

そんなものにもなるんじゃないかと思います。あるいは、きっと使わずに、そのまま記念で

持って帰られる方などもあるかと思いますけれども、そういった形での販売の仕方、本来の

目的とはちょっと変わってくることもございますけれども、そんなことも考えてはいかが

かと思うわけであります。

最低の購入ロットでありますとか、予算の話などはまたこれから具体的に詰めていかな

ければならないこともあると思いますけれども、軍手でありますので、そんなにとんでもな

い値段になるとは思いませんので、これは市のほうでも対応できるのではないかと思って

おりますので、是非、検討して頂きたいと思っております。以上です。

司会－ それでは、引き続きよろしくお願い致します。

団体要望－ では、三つ目の要望です。事業所税について。経営支援の一環として、市内の

事業所に対し、事業所税の税額免除および減免についてのお考えをお伺いしたいです。

司会－ ありがとうございます。それでは、市長、よろしくお願い致します。
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市長－ 事業所税につきましては、これは都市環境の整備でありますとか、都市機能の回復

に必要な財源需要を賄うために創設されたものでありまして、現実には、道路、公園、水道

などを改善する事業に使用されておるところであります。事業所税というものは、人口 30

万以上で政令で指定された都市が対象となるわけでありまして、岡崎はちょうどその対象

となるわけであります。県内におきましては、岡崎以外には名古屋市、豊橋市、豊田市、一

宮市、そして春日井市がこの課税をしておるところでございます。また、事業所税は、事業

所の面積が一定規模以上になります資産割りと、従業員数に応じて割り当てられます従業

者割りについて、一定の税率が定められるということになっておりまして、ご要望のような

事業所税の税額免除または減免ということは、現在、法律上できない状況になっております。

ただし、減免につきましては、一定の特例がありますので、ご不明な点がありましたら、ぜ

ひ、一度市民税課のほうにご相談いただけたらとは思っております。

なお、工場や倉庫棟を新増築されました場合、愛知県で実施しております奨励金に加えま

して、岡崎市では、要件に従って、一定期間の事業所税の資産割り相当額を奨励金として、

これを交付する支援というものを行っておりまして、産業の育成支援をさせていただいて

おりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。

司会－ ありがとうございました。あらかじめいただいておりますご要望は以上でござい

ます。それでは、その他のご意見がある方いらっしゃいましたら、挙手をお願いしたいと思

います。発言の前にお名前をお願い致します。はい。マイクをお持ちします。よろしくお願

い致します。

市民Ａ－ 岡崎繊維青年クラブです。私のほうから 2 点ありまして、実は先ほど内田市長が

おっしゃられた桜色の軍手について、先日、実はごあいさつに伺ったときに、ちょっとその

話がありましたので、実は動き始めておりまして、実現可能かどうかは分からないんですけ

れども、できれば市制 100 周年に向けて、できるようにしたいなというふうに動いておりま

すので、また報告ができるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願い致します。

そして、もう 1 点なんですが、昨年度、三島小学校のほうで、今小学校でごみのリサイク

ルについて勉強をされているということで、ちょっとご縁がありまして、繊維リサイクルの、

いわゆる出前講座みたいなことをさせていただいたんですけれども、今、僕も小学校時代の

ときに、石工団地の見学に行ったり、八丁みその見学行ったりと地場産業の見学とか、地場

産業の勉強っていうことができる機会があったんですけれども、できたら、繊維リサイクル

の勉強についても、もう少し小学校等でできればなというふうに思っておりまして、こうい

ったことが広がっていくと岡崎は、例えば、石も有名ですし、みそも有名ですし、またリサ

イクルについても PRできるんじゃないかなというふうに思いますし、徳川家康はかなり質

素倹約されてた人物だというふうにお聞きしておりますので、そういった形でもつながり

ができるんじゃないかなと思いまして、昨年、校長会のほうでは一応 PRはさせていただい
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たんですけれども、それ以降、ちょっと話の進展がなかなか難しいところもありましたので、

できれば、プッシュをしていただけたらなっていうふうに思いましたので、よろしくお願い

致します。

司会－ ありがとうございます。よろしくお願い致します。

経済振興部長－ ただいま、繊維青年クラブさんの活動の一環ということで、小学校のほう

に出前講座に行かれて、リサイクルの授業を行っているというお話でございますが、繊維青

年クラブの皆さまには、そういった活動で学校教育に携わっていただいているということ

で非常に感謝を申し上げます。現在、小学校の 3年生の社会科の教科書のほうでは、岡崎繊

維産業のことが紹介をされております。未来を生きる子どもたちに対しまして、こういった

岡崎の繊維産業、または環境問題、こういったものに関心を持っていただくということは非

常に大切なことだと思っております。今、ご要望のありましたことにつきましては、また改

めて、私どものほうから教育委員会のほうに要望としてお伝えを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。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他ございますでしょうか。

市民Ｂ－ リバーフロント計画ですかね。これ、中心部がどんどん、どんどん悪くなってき

たのは、岡崎の場合は駐車場が全然ないもんで、刈谷なんか行くと、すごい電車もなんにも

ないのに、800万人もおるような状態で、このフロント計画をやるだとか、市民会館をやる

ために、駐車場やなんかはどのぐらい増やすおつもりでおるのか、ちょっと聞きたいと思い

ますけど。

司会－ お願い致します。

市長－ 岡崎市内の公共駐車場ですけど、中にはただでもいいじゃないかっていう声もあ

って、そんなことも、私たちも県会議員の時に言っとったことがあるんですけども、ご案内

のとおり、民間の駐車場っていうのも随分あるんですよ。そういった方たちが、公共の料金

を下げたり、何かやるとすぐ文句が出てきちゃったり、そういうことがございます。まずそ

ういう点の料金の問題があります。ただ、絶対量が少ないというのはおっしゃるとおりであ

ります。それで、私どもの今回、リバーフロント計画を進めて行くなかで、どこを駐車場を

したらいいかとか考えていくと、やっぱりこれも河川敷に戻ってくるわけであります。具体

的には今、河川敷に、お城のもう少し南のほうですね、南というか西のほうと言うか、そち

らのほうで今テニスコートがございます。それからテニスコートからもう少し下のほうに

も、これ、ちょっと今畑になったとこもありますので、これも今後の交渉も必要となってま
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いりますけど、その辺をなんとか、いつもそれだけの分量が必要なわけじゃございませんの

で、大きなイベントをやるときには、そこが活用できるような形に持っていけるような、駐

車場用地として、活用していきたいと思っています。

それから、まだ立体にはなっておりませんけれども、これは僕の個人的な考えであります

けど、この立体ができるところは、立体駐車場にしていったらどうかっていうことを、僕は

個人的に今、思っています。そういうことを今いろいろ詰めております。

市民Ｂ－ ありがとうございます。

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

はい。よろしくお願い致します。

市民Ｃ－ ちょっと先ほどの事業内容について、若干提案をさせていただければなと思い

ます。岡崎市の場合は事業所税が発生する町でありまして、当然 1000平米を超す、床面積

のですね、課税されるわけですけども、一部岡崎市が持つ特例というのもあるということは

承知しておりますし、実は、私の経営する三河染色のほうも、実はその特例を受けている会

社の一つでございます。繊維産業、繊維等の製品、あとは染色整理加工等の部分に対しては、

これを設けていただいたことに対しては感謝を申し上げますし、また、それだけではなくて、

その拡充っていうか、また新たな特例も実はお願いしたいなというふうにも考えておりま

す。岡崎の繊維産業でございますけども、まさに繊維リサイクルの町でありますし、使われ

ない不要になった衣料がまた、そうして製品化される、こうした循環型のシステムがこの岡

崎には産業として成り立ってるわけでございます。やはり、環境に優しいエコの事業集団で

あると思っております。であるならば、環境に優しい企業に対する特例も、実はあってもい

いのではないか。で、この特例に対しては、岡崎市の条例の中で指定するものだと思ってい

ますので、当然、この条例改正っていうのも必要だと思いますけども、また違った角度で、

ご配慮いただけるといいのかなと思っております。

われわれにとって、事業所税というのは非常に重たい税金でございます。1000 平米を超

すと平米 600 円ですので、60 万あるんですけども、それが利益の中から出せるうちはいい

んですけども、利益がない、本当にいっぱいいっぱいでやってる事業者としてみたら、本当

に重たい税金であるというふうに、その辺はちょっとご理解いただきたいなと思ってます。

ぜひ、そういった特例をまた今後変更というか、増やしていただけるのであれば、お願いし

たいです。岡崎市、本来であれば、事業所税も、今、どちらかというと、新たな企業誘致用

の補助制度、あるいは新しい増設用の補助制度でありますよね。これはあくまでも新しい事

業、会社が来る、工場が来る、誘致をすることによって、当然その岡崎に大きな会社が来る。

それも大きな、大切な施策であると思いますけど、環境を考えますと、これ、逆に言うと、

逆行する話ですね。企業誘致というのは、環境保全にいいかって言ったら、どっちかってい
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ったら悪い。だけれども、環境を考えた施策というのもやっぱり進めるっていうのが、まさ

に環境保護の政策、180度違う施策がある、そういったことがありますんで、そういった面

では、そういった企業誘致はもちろんですが、誘致する企業によっては、さらに、その特例

をっていうことも必要じゃないかなということで、意見を言わしていただきました。よろし

くお願いします。

司会－ ありがとうございます。よろしくお願い致します。

市長－ ご指摘のとおり、事業所税につきましては、当業界だけじゃなくて、さまざまな業

界からのご意見もいただいておりまして、こんなもんがあるから、岡崎にある事業者が出て

いっちゃうんだぞと、こんなお叱りの声もいただいておるところでございます。しかしなが

ら、先ほど申し上げました工場や倉庫等を新増築した場合には、奨励金の他に岡崎市におき

ましては、現在、中小企業者向けの各種融資制度も実施させていただく中で、民間事業者の

皆さんを側面的に支援をさせていただいてるところであります。また、ごみの集団回収につ

きましては、いつもご協力をいただいておるわけでございまして、本当に感謝を申し上げる

ものであります。今後、ご要望させていただきました協力金等につきましては、環境の部署

とも連携を図りまして、協議していただきたいと考えております。さらに、この問題は岡崎

市だけではちょっと荷が重うございまして、国全体で環境保護政策に取り組んでほしいと、

こういうふうに今考えておるわけでございまして、私どもも、ただ手をこまねいているわけ

ではございませんで、県の市長会のほうからも、これは国に対して正式に要望してまいりた

い、こんなふうにも考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

司会－ ありがとうございました。その他、ご意見。はい。

市民Ｄ 去年ですかね、焼却場を見学させていただいて、発電なんかも結構やってみえると

いうようなことを伺いました。これも去年の話ですけど、中部電力からいついつから電気料

金上がりますからご理解くださいっていう電話がありまして、ご理解くださいって言われ

ても、これ、理解はできんって言ったら、じゃあ、よそからぜひ買ってくださいって言われ

まして、ものすごく不愉快な思いをしたんですけど、岡崎市でも、そういう発電やっておる

ということで、いろいろ法律もあるんでしょうけども、例えば、岡崎市で発電した分をどこ

に売られてるのか知りませんが、中電に売られいてるんですかね。例えば、いずれ地場産業

の業者に少しでも安く売れるとか、そういうふうな方策がもし考えられることがあるなら、

またそのようなことも考えていただきたいなと思います。

司会－ ありがとうございます。はい、環境部長お願い致します。
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環境部長－ 今、中央クリーンセンターの発電のことについてですけれども、現在は入札制

をとっておりまして、売りでも買いでもどちらも現在入札制をとっております。その結果と

しまして、どちらも中電さんではないですよね。売るほうは中電さんではございませんで、

買うほうも確か中電でなかったと思います。これは毎年やっておりますので、そのときに高

値を、買うほうは安いほうですね、提示していただいたところになるわけでございます。今、

ご要望といいますか、ご質問については、優先的に市で発電したものを市内の事業者さんに

優先的にというご提案だと思いますけれども、現在はそういうシステムはない状況でござ

いますので、今後、電力の自由化、それから送電網の発電とそれから送電の分離が行われた

場合には、その可能性はあると考えておりますけれども、現在ではちょっと難しい要望かな

と考えております。以上でございます。

司会－ ありがとうございます。それではその他、ございましたら、よろしくお願い致しま

す。

市民Ｃ－ 市政の中、いろんな業種がございます。実は、私が日本和紡績工業組合と言いま

したが、もう一つ、実は、岡崎特産織物協会にも所属しております。この岡崎特産織物協会

の扱っている商品というのが、帯芯と申しまして、全国でもこの岡崎、西三河で全国の帯芯

が、実は生産をされております。この岡崎から全国に発送されているというのが現状でござ

います。ただし、そのお着物っていうのは、今、本当に、着物離れと、ライフスタイルが変

わる中で、着物を着る機会というのが、だんだん減っているというのもありまして、どちら

かというと、呉服業界、着物はだんだんと売れ行きが落ちていると、右肩下がりに落ちてい

ると。

当然、私ども、その帯芯を扱っている。毎年、その加工本数っていうのは、年々減少って

いうのが現状です。やはり、このままでは、やはり岡崎から日本の着物文化っていうのは、

やっぱり次の世代にも伝えていかないといけない話でございますし、かといって、安くした

ら売れるってこともない。やはり、日本人として、やはり着物文化に触れる、あるいは着物

文化に対する愛着的なものも一緒なのかなと思っています。そうなると、やはり、生まれて、

例えば、小学校の時、着物を着る時間があるとか、小学校、岡崎で生まれて岡崎で育ったら、

学校教育の中で着物を着る時間があって、着物を自分で着れるようになったとか、そういっ

たことを、例えば、教育の中で、一環でやっていただくと、これはまた岡崎の文化として次

の世代へ伝わっていくのかなというふうに思ってます。こういったように着物を着る機会

を得る、あるいは着物が着れるようになれば、やはり、その着る機会も逆に増えていくんじ

ゃないか、ぜひ、そういった、事業者に対する支援はもちろんですけども、教育の面でも、

ぜひ、ご支援をいただくとありがたいなと思っております。

話を聞きますと、結構呉服屋さんが、積極的に浴衣の着付け教室とかというのを小学校の

中で、何校かはやってるようなことは聞いておりますけども、こういったことを岡崎の中で
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大きく取り上げる中で、いくことが、逆にそういった子どもたちにとっても、岡崎の文化に

触れ、岡崎に愛着を持つ、そんなことにつながっていくのかなと思ってますので、またぜひ、

ご検討いただければと思います。よろしくお願い致します。

司会－ ありがとうございました。それでは、部長お願い致します。

経済振興部長－ 今、ご要望がありました小学生ごろから着物に慣れ親しむように教育を

というご要望でございますが、これにつきましては、事前にこの要望をしたいと伺っており

まして、教育委員会のほうに確認を取らさせていただきました。現在、小・中学校の教育と

いうのは、『学校指導要綱』に基づいて、授業が行われております。平成 23 年度からこの

『学校指導要綱』、新しい要綱が設けられまして、その中では、着物の着装、要は着付けで

すね、着付けを取り入れることができるというふうに新しい指導要綱が施行されました。

この新しい『学校指導要綱』を受けまして、本市の中学校におきましては、昨年度、八つ

の中学校が、先ほどお話がありましたように、岡崎呉服協同組合さん、こちらの協力をいた

だきまして、浴衣とか、着物、そういったものをお借りをしまして、着物の着付けなどの授

業に取り組んでおるという状況でございます。また、小学校におきましても、同様に呉服組

合さんの協力をいただいて、5 年生の家庭科のカリキュラム、こちらで和裁授業というもの

を取り入れているということです。その授業の中で、玉結びとか波縫い、こういったもの、

和裁の基本技術、これを授業の中で取り入れているということです。昨年は 10校の小学校

が実施をしたというふうに伺っております。

教育委員会としましては、今後もこういった機会等を通じまして、子どもたちが着物に親

しむ機会を今後も増やしていきたいというふうに伺っております。以上でございます。よろ

しくお願い致します。

司会－ それでは、その他、ございましたら、よろしくお願い致します。

商工労政課長－ いつも商工労政課の業務もお世話になりましてありがとうございます。

せっかくの機会ですので、ここで宣伝させていただこうと思いまして、ちょっと発言させて

いただきました。まず、2 件あるんですけれども、まず 1 件は繊維青年クラブさんも、出前

講座ですとか、あるいは集団回収、廃品回収の協力だとか、そういうことをやっておられる

というふうに聞きましたけども、まず業界向けには商工団体共同事業補助制度というもの

を商工労政課で持っておりまして、各業界の皆さまが活動されますその公益的な活動に対

しまして、これ、最低で 30 万円以上の事業になりますけども、18万程度の補助ということ

で、そういう制度を持っております。これを、この 8 月下旬までに各団体の皆さまに来年の

事業計画をお聞きするというアンケートを採ります。そういう事をお聞きする中で、予算の

確保に努めまして、28 年度の補助につなげるということを心掛けてまいりたいと思います
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ので、またご協力をお願い致します。

もう 1 点でございますけども、会議資料の中に、OKa-Biz、岡崎ビジネスサポートセンタ

ー、OKa-Biz のチラシとこの報告書を付けております。これが、各個別の事業主さま、中小

企業、零細事業者の皆さまからの事業でございます。特に、この OKa-Biz、売り上げアップ

ということを目指しているので、やはり事業をやられてる以上は、皆さんやはり何かの強み

があるはずだと、その強みを伸ばしてターゲットを絞って、セールスポイントを見つけ、タ

ーゲットを絞って、なんとか売り上げ拡大につなげていっていただこうと、この活動報告書

の事例のほうでも、成果事例が載っておりますけども、製造業の方も行っております。現在

はひと月以上ちょっと予約待ちということがございますけども、火曜日、木曜日、金曜日、

土曜日という 4 日間は相談を受け付けておりますので、またここに書いてあります OKa-Biz

のほうへ連絡していただきまして、まずなんでもいいから、何か売り上げアップさせたいん

だけどもということでご相談いただければ、何かのお力になるかと思いますので、よろしく

お願い致します。以上、2 点、ちょっと宣伝させていただきまして、今後のまた皆さんの事

業の何かのたしになるかと思っております。今後とも、よろしくお願い致します。

司会－ それでは、ご質問も尽きたようでございますので、最後によろしくお願い致します。

団体顧問－ 大変ご苦労さまでございます。内田市長をお迎えしまして、大変公務のお忙し

い中、こういった機会を設けていただきまして、本当にありがとうございます。なかなか、

充実したお話ができたのではないかなと思っております。あいさつがあるということでち

ょっと控えとったのですが、私 1 点だけちょっとお願いがあるんですけど、先ほど、魅力的

なお土産というような話も出てまいりました。

実は、以前オカザえもんの軍手を作って、1 双 500 円で売ったと、すごいことが起きたわ

けですが、それを私思い出しまして、私、枕作っておりまして、枕の表にカバーにオカザえ

もんをあしらいまして、ちょっと委員会で見せようと思って持っていって、委員会へ持って

いったら、別に売るつもりはなかったんですけど、あっという間に売れちゃいまして、1 万

円で売った。その価格で買った人が和紡績組合理事長さんですが、こりゃいけるぞというこ

とで特産品ということでやらしていただいたんです。

やはり、こういったものを作ってこれをぜひ、ふるさと納税というものに特産品を活用し

ていただきたいなと思っております。岡崎の、あまり物をつくるのはどうかという話をされ

ておりますが、実は私、先日までちょっと東北のほうに視察へ行ってまいりまして、ある市

が今年の 1月かふるさと納税を始め、その贈答品を始めたらしいんです。それまで年間 100

万か 200 万だった。始めた途端に、月 1500万ぐらいになるそうです。すごく増えていると。

で、一つの議論として、そんな贈り物にしちゃうからその分だけ目減りしちゃうじゃないか

と、税金がと言われるけど、結局、その地場から買うわけですから、当然産業振興になるわ

けです、その分だけ。ですから、大きな目で見りゃ市が得するんです。ですから、やはり、
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岡崎市しかないもの、といったものをぜひ、繊維団体さんにも作っていただいて、そういっ

たものをぜひ、応募してもらうなり、なんなり、ふるさと納税に付けていただく。前もあり

ましたよね、犬山市がからくり人形を、400 万以上を寄付してくれた人に出しますよと、そ

ういったものもあるんです。ですから、ぜひ、こういったことを作っていただいて、で、是

非、岡崎の繊維関連の特産品、珍しいもの、岡崎しかないよっていうものを作っていただい

て、産業振興に役立てていただきたいと、切にお願い申し上げるような次第です。今日は本

当にご苦労さまでございました。これにて、私のお礼のあいさつとさせていただきます。ど

うもご苦労さまでした。

司会－ 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－ 同じことを申し上げますけど、本当に最近、殺人的な暑さでございますけど、その

ような中、仕事でお疲れの後、こうしてこちらまでお越しいただきまして、重ねてお礼申し

上げます。今日は、皆さまがたからさまざまなご意見いただきまして、必ずしもよいお返事

ばかりできたわけじゃございませんけれども、私どももこれからなんとか少しでもお応え

できるように、また部内で検討してまいりますので、また今後とも、岡崎、これからは岡崎

っていうのは、短期間で大きく変わっていくような時期を迎えるのではないかと思います。

是非、それに期待していただきますとともに、併せてご理解とご協力、重ねてお願い申し上

げましてごあいさつに代えさせていただきたいと思います。今日は本当にありがとうござ

いました。


