
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年 10 月 5 日（月）14 時 00 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：河川美化団体 39 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。

本日は、河川美化団体の皆さまがたにおかれましては、日中の大変お忙しい中にもかか

わらず、こうした市民対話集会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

また、日頃はそれぞれの地域の河川美化活動に際しまして多大なご尽力を賜っておりま

すことに、重ねてお礼を申し上げたいと思います。

さて、ご存じのとおり岡崎市は、市の中心を矢作川や乙川をはじめとした矢作川水系の

豊かな水資源に恵まれた川の町であります。市内を流れる河川というものは、市民の皆さ

まがたの喉を潤すとともに、心を癒やすよりどころとなっております。

一方で、河川の草刈りに関する問題は、私が県会議員をやっておりました頃から、何度

もいただいている重要課題の一つであります。かつては年に数回、公共の事業として各河

川の草刈りというものが行われておったわけでありますけれども、景気の後退とともに、

まず県も、市も、国も、維持管理費というものが大幅に削減されまして、今では河川ごと

に原則として年1回草を刈っていただく、そんなような状況になっているわけであります。

しかしながら、幸いなことに岡崎市におきましては、本日お集まり頂いております九つ

の河川美化団体の皆さまでありますとか、また各地域の町内会の皆さまがたのお力添えに

よりまして『自分たちの地域は自分たちの力できれいにする』、こういった素晴らしい伝統

が育まれておりまして河川環境が今日まで守られてきている、そういうことだろうと思っ

ております。あらためてこのことに関しまして、この場をお借りしてお礼を申し上げたい

と思っております。

私どももこうした皆さまがたのご厚意に甘えるばかりではなくて、少しでも皆さまがた

のご要望にもお応えし、皆さまがたと共に河川環境というものを守り続けるよう、今後の

施策の充実に向けた調査・研究の指示を担当課にしておりますので、引き続きのご理解と

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

続きまして、最近の市政の動きと、私がこれから目指してまいります岡崎市の将来像に

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申し上げま

す。

まず初めに、私の選挙公約の大きな柱の一つでありました岡崎市南部地域への総合病院

の建設につきましては、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ことで合意ができたものであります。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るとともに、市民病院の負担

というものが軽減されることにつながるわけであります。ですから、市民病院につきまし

ても、これまで市民病院に行くと一日仕事で、ずうっと待っておらないかんということを

よく言われましたけれども、そういうことが、新病院ができた後は少なくなると思ってお

ります。市民病院につきましては、この地域の医療をリードする中枢病院でありますので、

その役割を十分に果たすべく、一昨年の西棟の建設に続きまして、この９月には救急救命

センター棟もオープンすることができたわけであります。
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そして、次に同じく選挙公約の一つでありました市民会館についてでありますけれども、

来年の10月のリニューアルオープンを目指しまして、ただいま改修工事を始めたところで

あります。私はかねがね県会議員のときから、公共の施設というものが築40年ぐらいで建

て替えられてしまうというのは、どうもおかしい、疑問を持っておったところであります

けれども、昨今の建設費の上昇でありますとか職人の人手不足というものを見ましたとき

に、今回、改修という手法を取ったということは正しい判断であったと思っております。

今、皆さんに見ていただいているのが改修後の予想図でございますけれども、私もこれ

を見て驚いたわけですけれども、まるで建て替えたようなきれいな感じになりそうであり

ますので、完成後、存分に皆さまがたには楽しんでいただける施設になろうと思っており

ます。改修工事中は、市民の皆さまには大変なご不便をお掛けすることにもなると思いま

すけれども、これが本市の新たな文化芸術の拠点として、市民の皆さまがたから『改修し

て良かった』というふうに実感していただける施設になることを今は確信しておるところ

でございますので、何とぞご理解とご協力のほどを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、来年、平成28年度は市制施行100

周年といった記念すべき節目の年が続くわけであります。私どもは、これを絶好の機会と

捉えまして、岡崎の持っております歴史的な文化資産と、そして乙川、矢作川の河川空間

を生かした観光産業都市としての岡崎の町づくりを図りまして、物づくりに並ぶもう一つ

の新しい経済の柱に育て上げたい、このように思っておるわけでございます。といいまし

ても、この地域の豊かさの根源というのはあくまでも物づくりにあるわけですので、それ

を補完するような形で、この観光産業というものを育て上げていきたい、こういうふうに

思っておるわけであります。

まず、家康公の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、お隣の静岡県の浜松市、静岡市のゆかりの3市が連携して記念事業を展開してお

るところであります。今後の主な予定といたしましては、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』というものを開

催いたします。さらには、12月26日の家康公の生誕日に本市におまきして、３市の連携事

業のエンディングセレモニーとして、青白く光るLEDボール３万個を川に流す『泰平の祈り

プロジェクト』というものを実施いたしますので、ぜひとも多くの皆さまにご覧いただき

たいと思います。これは国庫補助事業になっておりまして、５年間国の補助を得て行われ

るものでございます。

心配されている方もいますけれども、流したボールというのは決して流しっ放しではな

くて、これは回収して再利用されることになっておりますので、どうぞご安心いただきた

いと思っています。

そして、来年の市制施行100周年につきましては、岡崎市の新たな世紀の始まりとしまし

て、事業全体を『新世紀岡崎・飛躍祭』と名付けまして記念事業を展開してまいります。

主な事業といたしましては、平成28年７月１日の市制記念日の記念式典をはじめといたし
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まして、翌２日と３日には市民や子どもを対象としました『おかざき100年祭』を開催いた

します。また、市民の皆さまと一緒に桜の町づくりを進めるため、企業の協力によりまし

て1,000本の桜をご寄付頂けるわけでございますけれども、この苗木を生かした『岡崎さく

ら100年プロジェクト』をはじめといたしまして、全小学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

崎を振り返って将来の町づくりにつながる、そんな事業を行ってまいりたいと考えており

ます。

そんな新たな町づくりの第一歩であります岡崎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回を超える市民対話集会を行いまして、さ

らには百数十回、もう200回ぐらいになるかと思いますけれども、講演会でありますとか、

パンフレットの全戸配布や広報紙、また私のホームページのブログなどで、さまざまな手

法で市民の皆さまがたに何度も事業内容の周知を図ってまいったところであります。選挙

の審判を受けて、議会での議決に加えて、さらにこれほど念入りに事業を進めるケースと

いうものは全国でも珍しいというふうに言われております。

また、国や県に対しても陳情や要望を重ね、事業への協力をお願いしてきた結果、３月

の末には、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ことができました。これは、

いわば国から事業のお墨付きをいただいたようなものでございまして、大変この後、県の

ほうの対応も柔らかくなってきたところでございます。

そして、この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

の要求どおりの満額交付ということでありまして、これまた大変うれしいニュースが飛び

込んできたわけであります。これは、この事業に対する国からの期待感の表れであるとい

うふうに思っているわけであります。国交省にさまざまな要望活動、陳情活動に行きます

と、必ずこういう問題が出まして、今回の満額というのは異例である、特例であると、こ

のことを毎回重ねて言われておるところであります。

事業の内容につきましては、殿橋と明代橋のライトアップをはじめとしまして、河川敷

にはランニングコースや遊歩道を整備しますとともに、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、仮称でありますが『岡崎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カ年を目標にして整備を進めてまいりたいと思っております。

乙川の人道橋につきましては平成29年度末の完成を目指しておりまして、今年度から整

備に着手いたしたところであります。この橋は人道橋として利用するものでありますけれ

ども、災害時には緊急車両が通れるように、基礎は鉄筋コンクリートでしっかり造られる

ことになっております。さらにこの人道橋は、単に殿橋、明代橋の歩道の混雑を緩和する

だけではなくて、表装には岡崎産の木材を活用するとともに、16メートルとゆとりある幅

を持たせることによりまして、歩行者が水辺の景観をゆったりと楽しむことのできる空間
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となるものであります。この岡崎産の木材というのは、いわば額田の木でありまして、額

田の森林資源を生かす、また額田の山を整備する、そういったことにも寄与するというこ

とも目的にしているわけであります。

そして、橋を公園施設とすることによりまして、橋上ではさまざまなイベントを実施す

ることが可能になります。木の部分を外すと金具が出てまいりまして、橋の上にテントを

張ることもできるようなことも考えておるわけであります。議会におきまして、建設費の

問題を質問されたことがありますけれども、これは実施面におきまして、橋を16メートル

幅で造っても、12メートル幅にしても、橋脚部分に掛かる費用というのは同じであります

ので、橋を造る値段としては大きな差がないということが分かりまして、それならば利用

価値の大きい、利用勝手のいい、セントラルアベニューとの連続性も考えて、幅16メート

ルということで橋を造ることに決まったわけであります。

また、セントラルアベニューにつきましては、岡崎の石工業のPRとともに、郷土の歴史

を理解するきっかけとなるように、徳川四天王の石像というものを設置いたします。これ

は当初、殿橋のたもとに作ろうと言っておったわけでございますけれども、殿橋、明代橋

というのは県道に架かる県の橋でございまして、何度も交渉したわけですけれども、県が

一地方自治体の大きな橋を二つとも建て替えるということになると、仮橋を造ったりする

費用も含めて何百億もかかっちゃいますので、それをすぐにやるわけにはいかないという

ことで、補修になるわけであります。その結果、どうするかということで、この人道橋と

いうのが出てきたわけでありますけれども、その殿橋のたもとに四天王像を置けないとい

うことで、それをどこに置くかということで考えたところ、今お話し申し上げました人道

橋からセントラルアベニューに渡る緑地帯に、これを並べていこう。でもって東岡崎駅前

に到着されましたお客さまが、人道橋を抜けて、セントラルアベニューを抜けながら、岡

崎の歴史に触れながら中心市街地に歩いて行く、そしてその先には岡崎城があるというこ

とでございますので、そういった動線をつくるという意味もあるわけであります。

この四天王像につきましては、先日、デザインが決まりまして、今後は来年度のお披露

目を目指して作業が進められることになっております。それぞれ単なる像が立っているだ

けではなくて、歴史的な、有名な歴史ばかりを切り出した躍動感のあふれる石像が出来上

がることで、そのことを期待しておるわけであります。

また、あそこのセントラルアベニューというものは、高齢化が進む中心市街地におきま

しては、緊急避難所としての場所としても利用したいと考えております。現在、緊急避難

場所というのは、大体各学区、小学校や中学校になっているわけでありますけれども、中

心市街地というのは避難場所が、248にある連尺小学校だとか、それから山の上の梅園小学

校みたいなところになっておりますので、高齢者の方がいきなりそこまで避難しろといっ

ても大変だなと思いまして、いざというときに緊急に近くに避難できる場所として、籠田

公園からセントラルアベニュー、そしてまた人道橋のライン、これは幅16メーターありま

すし、籠田公園がありますから、かなりの方がそこで緊急避難場所として使って頂けるだ
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ろうと思っております。

次に、岡崎に来られたお客さまをお迎えする玄関口であります東岡崎駅についてですけ

れども、岡崎と岡崎市民のシンボルとなる立派な家康公の像をぜひ設置したいというふう

に考えております。今、家康公の400年ということで、さまざまなPRをしておるわけですけ

れども、東京などに行ってみますと、徳川家康というのは静岡県の人だと思っている人が

かなり多いわけであります。愛知県では岡崎だということは周知の事実ですけれども、日

本全国を見ると、そういった状況でありますので、そんなことのないように、岡崎の玄関

口に、みんなが納得できる誇れる家康公の像をぜひ建てたいというふうに思っております。

そして、これは皆さまへのお願いでありますけれども、この像の制作にあたっては、公

共がポンとやっちゃうんじゃなくて、子どもから大人まで、市民一人一人の善意によって

作られたという本来の意味での岡崎の象徴にしたいと思っておりますので、広く市民の皆

さまにもご協力を呼び掛けたい、こんなふうに思っております。もう既にライオンズやロ

ータリーの方からは、できることがあったら言ってくれということを言われておりますの

で、それに加えて、子どもさんが10円でも20円でも結構だから、あの像を造るときに、僕

も協力したんだよ、こう言って胸が張れるような像にしたいというふうに思っております。

こうした乙川リバーフロント地区の整備といいますのは、河川空間を生かした岡崎の新

しい町づくりの第１歩でありまして、さらに岡崎公園を中心とした国の歴史まちづくり事

業の認定を受けて歴史的な文化資産を活用した町づくり、さらには昨今問題となっており

ます空き家や遊休不動産、それから公共用地の活用によりまして、人の回遊性を高めた中

心市街地の活性化、いわゆるリノベーションの町づくり、刷新の町づくり、こういうもの

の推進によりまして、さらなる活性化につなげてまいりたいと考えております。

歴史的文化資産につきましては、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ました建造物が名古屋よりも多い13もあるわけですけれども、そ

の近くに住んでおる人が、意外とそんなこと知らんでなんてこともあるわけでありまして、

これまで十二分に活用されてきたとはとても言えないわけであります。

殊に、岡崎の歴史町づくりを進めていく上で欠かすことのできない岡崎城は、歴史的に

大変価値のあるお堀ですとか石垣、岡崎城に来ないと、他にはないというものがあるわけ

であります。さらに近年の調査によりまして、このお城は日本で４番目に大きな城郭を持

ったお城であるということが分かったわけであります。これからも、こうした歴史的由来

や事実ということをしっかり掘り起こして、明確で統一性のある案内の表示だとか城郭の

広さということを、町を歩いても実感していただけるように、町の中に交通の邪魔になら

ないようにラインを引いたり、またできるとこでは各城門を復元するなどして、見える化

ということも検討していきたいと思っております。そして、またそういうものがあると、

それが一つの岡崎市内を回るための目印になるだろうと思っております。

こうした整備に加えまして、外からお見えのお客さまに町を回遊していただきまして、

満足感を抱いてお帰りいただくためには、そうしたハードのものだけじゃなくて、ソフト
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の事業というものも重要になってまいります。まず、観光地のどこへ行ってもおいしい食

べ物があります。そうしたものを岡崎もぜひ持ちたいと思っております。今、一生懸命努

力して、まぜめんでありますとか、いろんなものの民間の方と協力して試行錯誤しており

ます。

それから、魅力的なお土産。岡崎は、八丁みそとあわ雪、その食べ物の二つはあります

けれども、岡崎に行けばこれというふうないいお土産というのはまだないのでございまし

て、これもさまざまな木を使ったもの、石を使ったもの、いろいろと今努力して作ってお

りますけれども、岡崎に行けばこれといった、ぜひ代名詞になるようなお土産を作りたい

と思っております。

それから、公共でさまざまな工夫を凝らした事業を展開していくわけでありますけど、

それだけではなくて、民間の地域のお祭りでありますとか、民間の施設、そういったもの

が市内にあることによりまして、またお客さまの回遊性というのが高まっていくんじゃな

いかと。

そして、四つ目でございますけれども、これはどこの観光地に行っても絶対必要なこと

でありますけれども、岡崎に行ったらこんなにいいことがあったと、岡崎の町の人はこん

なに親切に案内してくれたよとか、そういった岡崎ならではのサービス、こういった四つ

の要素というものが必要であろうと思っています。今後、課題をクリアするためには、行

政だけではなく、民間の方と連携して、しっかりとこうした取り組みの担い手の育成を行

っていきたい、このように考えております。

そこで、今回のリバーフロント計画というのは、単に橋を造るだけ、川を整備するだけ

といったハードの整備だけではなくて、将来的には河川堤防沿いにカフェだとかレストラ

ンなどの、そういったものが進出しやすい環境というものをつくることによって、民間の

方にも大いにもうけていただきたいなと思っております。そして、その結果として、行政

には税金として収益が上がるようにしたい。あくまでも民が主体の町づくりにシフトする

ことが重要であろうというふうに考えております。

よく町づくりでありますとか都市計画をお話ししたときに、岡崎の地図、写真を見て、

これだけの景観と素晴らしい川が生かさないのは本当にもったいないですね、こういった

ことをよく言われるわけであります。私も、もしこの事業をうまく進めれば、岡崎という

のは決してヨーロッパの町にも負けないような、そんな素晴らしい所になると思っていま

す。

また、将来は泰平の祈りプロジェクトや東岡崎駅と岡崎公園を乙川で結ぶ木船の運航で

ありますとか、手こぎボートやカヌーの営業についても収益事業として民間にお任せした

いと考えております。皆さんも昔、乙川で手こぎボートをこがれた方もあると思いますが、

僕らがまだ小学校の頃から、乙川のボート屋さんで友達と小遣いを出し合ってボートに乗

った記憶があるんですが、いつの間にか子どもは川には近づいちゃいけない、危険な所だ

ということで、川が、また川の河川敷の沿線というのが遊んではいけない場所になってし
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まったわけでありますけれども、これからはもっと市民が親しめる空間の川にしていきた

いと考えております。

そうした新たな町づくりのスタートいたしまして、この７月に『キックオフフォーラム』

というものを開催したわけでございますけれども、それを皮切りに８月には県の内外の大

学生で編成されました六つのチームが、先ほどのセントラルアベニュー、中央緑道の再生

計画と、それから、太陽の城跡のホテルがなかなか決まりませんけれども、あそこをどん

な形のホテルを造ったらいいかということを含めた活用計画を提案してもらう短期集中型

のワークショップというものを開催いたしまして、結果、本当に素晴らしい提案をいただ

くことができました。

今、東京都の都市計画で、石原知事のときから問題になっているのが、ヒートアイラン

ド現象といいまして、高層ビルで町が囲われちゃったことによって、都市の内部では異常

な高温になってしまった。特に冷暖房の排気がありますので、それによって夏なんかは気

温がさらに上がってしまうという現象が起きているわけですけれども、これからは地方も

町づくりの中で高層化が進んでいく中で、そういうことも考えないかんと思うんですけれ

ども、僕は驚いたんですけど、大学生というのは、一応専門的な知識、勉強をしたんだから

当然かもしれませんけれども、風の道まで考えた形で、このビジョンの計画を考えておっ

てくれたわけでございまして、これをもし実現できれば、その建物を見るためだけによそ

からお客さまが呼べるなと思っております。ただ、残念なことに、日本の企業家の中でそ

れだけお金を出して岡崎でホテルをやろうという人はちょっと今のところ出ていないわけ

でありまして、もしお金を出してくれるんなら、私は必ずしも日本にこだわらなくて、台

湾や香港でも、シンガポールでもいいですし、あるいは中東のドバイでもいいです。お金

を出して、こういう夢あるプランをやってやろうという人がおれば、ぜひと思っておるわ

けであります。

余計なことをしゃべってきましたけれども、それから10月25日には、河川活用のかわま

ちづくり、中央緑道の活用、歴史観光まちづくり、遊休不動産の活用などの中心市街地の

にぎわいの創出をテーマにしました市民参加のワークショップというものをこれから開催

するわけであります。長年、河川の美化に努めていただいております皆さまがたにも、ぜ

ひこの会に参加していただきまして、さまざまなご意見を頂戴できればと思っております

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上、きょうは時間の都合もありまして、乙川リバーフロントを中心にお話しさせてい

ただきましたけれども、今後も、福祉や医療、防災や教育といった市政の基本政策の充実

に引き続きしっかりと取り組みまして、その上で、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、より以上の愛着と誇りを持てる夢ある次の新しい岡崎を築くととも

に、誰もが訪れたい、また住んでみたいと思えるような、そんな魅力ある町づくりに、こ

れからもまい進していきたいと考えております。これから２、３年しますと、皆さまがた

の目で見て、確かに岡崎は変わってきたな、こうして実感していただけけることを確信い
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たしておるところであります。

どうか皆さまがたもご期待いただきますとともに、なお一層のご協力をお願い申し上げ

まして、きょうの私の話を終了させていただきます。ご静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。

それではお席のほう、市長さんたち前によろしくお願いいたします。

それでは、青木川を守り美しくする会のご紹介につきましてよろしくお願いいたします。

青木川を守り美しくする会― まず、団体紹介ということでありますが、滝町の歴史、生

活に深く関わり、滝町住民に親しまれた清流青木川を守り美しくするために、昭和47年度

より滝町全住民を会員として発足した。主な活動として、滝町全域の青木川の草刈り、ご

み拾い、アユの放流、沿道に桜の植林等美化活動、美化啓蒙活動を実施している。青木川

の美化活動を通じて、滝町住民の連帯意識高揚にも寄与するものと思います。

現状と課題でございます。草刈り奉仕を毎年実施しているが、蜂に刺されたり、川底の

地形が複雑な地形をしており足場が不安定であるため転倒の危険、草刈り機の使用に注意

喚起をして作業をしている。

また、昭和30年頃であれば、雨で増水をしても、２、３日で清流に戻っていたが、最近

は褐色の濁水でなかなか通常の清流に戻らない。高速道路工事、ゴルフ場の排水、家庭排

水等、何が原因かは不明である。

司会－ ありがとうございました。

それでは引き続きまして、団体からの要望、提案を事前に伺っておりますので、続けて

よろしくお願いいたします。

青木川を守り美しくする会代表者－ 岡崎市環境部の対応は適切で満足をしております。

河川美化の住民活動は、地域で無理なくやれる程度が良いと思うので、あまり内容、スケ

ールのハードルを市当局、住民双方とも上げず、理想を求めないことであると思います。

いかに活動の継続と住民の参加意識を高めるようにするか。これらの奉仕作業参加により、

地域コミュニティーの活性化を図ることが肝要と思います。以上です。

司会－ ありがとうございました。

それでは、回答についてよろしくお願いいたします。

市長－まず、青木川を美しくする会の皆さまがたには、本当に市政にご協力をいただいて

おりますことを、あらためて感謝申し上げる次第であります。

地域を思う気持ちが大変高まってまいりますと、場合によっては住民の皆さまお一人お
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一人の自分の体力を超えた作業をやってしまう、そんなことがあるわけでありまして、お

話しいただきましたとおり、岡崎市といたしましては、地域で無理なくやれる程度という

のが原則でございまして、またそういうやり方が長く続く秘訣ではないか、こんなふうに

も思っております。

昨今、地域のつながりの希薄化、また協働意識の低下を憂う声が高まっておるわけであ

りますけれども、青木川を美しくする会の皆さまがたの、こうした自主的な活動が活発に

行われていますことは、地域のコミュニケーションの活性化にもつながっておるわけであ

りまして、大変大切な活動であると思っております。今後も末永く本会の活動を継続して

いただくためにも、おけがをなさることがないように適切な範囲で活動していただきます

よう、岡崎市としてもご協力してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

司会－ ありがとうございました。

次に、伊賀川を美しくする会のご紹介につきましてよろしくお願いいたします。

伊賀川を美しくする会代表者－

美しい伊賀川と流域の緑を守り、住みよい町づくりを目的に、昭和47年、1972年６月13

日に設立をしました。会員は伊賀川流域住民約2万3,000世帯だと思いますが、学区として

は、梅園学区、根石、井田、愛宕、広幡、連尺の33町が現在は参加をしております。年会

費は各町6,000円ということで、あと市の補助、それから県の報奨金、そういったもので運

営をしております。

伊賀川の環境保全活動として、６月、市のほうからも応援をいただき草刈り一斉清掃、

９月、各町内単位での草刈り清掃、それから河川パトロールを実施しております。環境チ

ェックやごみ拾いを年２回実施しております。総会は６月に行っております。あと役員会、

理事会、そういったものが随時組まれております。あと恒例の川まつりの行事、稚魚を放

して子どもたちが川の中で活動できる、そういった活動をしております。これは今年度、

第42回を数えております。毎年７月に行っています。あと伊賀川のフォト散策ということ

で、平成21年度が第１回ですが、ちょっとまだ桜が咲き切ってないんですが、桜の写真と

か川の様子を写真に撮ってもらってコンテストをして、皆さんに、流域住民、岡崎市民の

人々に参加をしていただき、川と交流をしていただくということを考えております。あと、

河川美化活動の啓蒙のために看板等の設置を進めております。以上が、団体紹介です。

司会－ ありがとうございます。

それでは引き続きまして、要望、提案のほう、よろしくお願いいたします。

伊賀川を美しくする会代表者－ 現状としましては、平成20年度８月末の集中豪雨、大変
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な被害を受けましたが、岡崎市、愛知県、国のご配慮をいただきまして、平成21年度より

改修工事が始まり、ほぼ今年度までに終了ができると思っております。最近では、魚の泳

ぐ姿を楽しみに来たり、多くの住民が散策コースとして付近を歩いてくださっているとこ

ろがよく見えます。また、雨がかなりたくさん降っても、最近は川の水位のほうはほぼ問

題なく、安心して生活できていると思います。この工事の関係で堤防の桜の木が大変少な

くなってしまいましたが、内田市長さんのご配慮で補植や手入れが行われ、きっと数年後

には多くの市民が桜をめでる春が訪れる、そういう姿が期待されます。河川の美化活動に、

住民だけではなくて、葵中学校、城北中学校、梅園小学校、それから広幡小学校、愛宕小

学校、連尺小学校の児童生徒も参加をしてくれております。

課題としては、住民の草刈り活動への参加の意欲をさらに高めたいということ、それか

らより自然な川にするための工夫、努力をしていかなければいけないと思っております。

平成22年３月に伊賀川の水辺マップというものができましたが、これのまた増刷と改訂を

していく必要があるかなという気がします。

岡崎市のほうにお願いをしたいことは、自然豊かな川を楽しめる水辺空間というものが

創造できないかと。中橋から下のほうでは、川の下のほうに下りていって散策するコース

もあります。残念ながら、私のうちの前のほうは壁ができておりまして、絶壁なんですが、

もう少し上へ行くと、東名高速道路の橋の下から石神橋の上流までの自然が残っている川

の環境がもう少し整備できて、住民や散策される市民が休憩したり集い合うことができる

川辺にすることができるのではないか、そんなふうに考えております。そこの辺について

何とか対策を考えていただけないだろうかというふうに思います。

それから、安全な川との交流ということで、うちの前の辺は下りる所がかなり長くなっ

て、それから急な階段に下りるということになってしまいますので、今、『きけん』という

ふうな看板を設置しているんですが、子どもたちが安全に川と遊べる、交流できる、そう

いう安全対策についてお考えはどうでしょうかということをお聞きしたいと思います。

また、かなり急傾斜の所になってしまって、堤防の辺がですね、原動機付きの草刈り機

を用いて草刈りしているんですけれども、そこの辺についてどんなふうに対応していって

いただけるか、また考えをお聞かせください。以上です。

司会－ ありがとうございました。

それでは、よろしくお願いいたします。

市長－ 伊賀川を美しくする会の皆さまがたにおきましても、本当に長年にわたりまして

ご協力、感謝申し上げる次第であります。

今もお話がありましたとおり、平成20年８月末豪雨でございますけれども、あの災害に

よりまして伊賀川が氾濫いたしまして、流域住民の皆さまの中から２名がお亡くなりにな

るなど、大変大きな被害が起きたわけでございます。当時、私も県会議員をやっておりま
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して、朝から現場を見に回りまして、それからその後、県のほうに復旧事業を早くやって

くれよということで、本当に昨日のことのように思い出すわけでございますが、被災後、

床上浸水対策特別緊急事業によりまして国のほうからの大きな予算が下りてまいりまして、

河川改修事業が行われました。その結果、今、伊賀川は河川断面が約３倍に広がっており

まして、先般、台風が２回来ましたけれども、危険に見えるようなことはなかったわけで

ございます。それで完全とは言えないと思いますので、今後とも上流部へ向けて河川改修

を進めてもらうように、これから国にも県にも働き掛けてまいりたいと思っておるわけで

ございます。

そして、河川改修を行うと必ず出てまいりますのが桜の木のことでございます。これも、

地元の方からそんなに文句は出てないんですけれども、久しぶりに河川堰堤を通れた方が、

市は何をやっておると、岡崎の名所の桜をあんなに切っちゃってどうするんだということ

を何度か連絡いただいたことがあるんですけれども、これは都市河川というのはあくまで

地域住民、特に沿線のかたがたの安心と安全を守らなければいけない川でございますので、

まず安全対策第一に進めていくわけであります。

それからもう一つ、桜の木でございますけれども、戦後の戦災復興の政策として日本国

中にソメイヨシノが一斉に植えられたわけでございます。それがちょうど、60年、70年た

って、ちょうど境を過ぎて木が駄目になってきているんですよね。ですから、台風で倒れ

た桜を見てみると、みんな中が腐っておったり空洞になったりしておるわけであります。

ですから、今回の河川改修を進めていく中でも、やたらめったら桜の木を切っておるわけ

ではなくて、その辺をちゃんと桜の木のドクターに見てもらいまして、これは駄目だとい

うやつは切っておりますし、若くてまだ大丈夫なようなやつは、邪魔になる場合は抜いて

保管しておりまして、またそれを再度植えるように申しておるわけでございます。そして、

河川の状況を見ながら桜をできるだけ復活させていく、こういう方向で今事業を進めてお

るわけであります。まだ十分ではございませんけれども、今後もこれは皆さまがたのご意

見を聞きながら、ここは植えられるんじゃないかという所は、県のほうと話し合って、さ

らに桜の木を増やしてまいり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。

それから、先ほど自分で、川はかつて楽しい所だったと、それがいつの間にか危険な所

だというようなことを言っておって、こういうことで本当に申し訳ないと思っております

けれども、河川断面を広げたことによりまして、当然河川の崖は急傾斜になっています。

急傾斜というより絶壁みたいになっている所がありまして、フェンスを付けないと、とて

も危ないという所も、広幡小学校の前の辺りなんかはあるわけであります。それで下りる

場所がないかというと、必ず川の両側のどちらかに斜めに下りる階段を造って、ある一定

の距離に、そういうのがどちらかに造ってあるわけでありますけれども、ただ川も広くな

って深くなっておりますし、そういう状況から、子どもだけが下に下りていって遊ぶとい

うのはいいのかどうか。かつてのように子どもだけで遊び場として遊ぶような状況ではな
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くなってきておるんではないかというふうに思うわけであります。そこで、もし子どもさ

んをそういうふうに遊ばせる場合は、必ずどなたか大人の方が見守っていただく。こうい

った安全策を設けないと駄目ではないかなということを思うわけであります。

それから下り口を、どうしたらいいんだろう。鍵を付けちゃったら、そんなもの簡単に

ますます下りられなくなるし、そうかといってロープを張っておくだけじゃ、そんなもの

子どもは乗り越えていくに決まっているし、フェンスをやっておったって乗り越えるわけ

ですから、その辺のことも考えなきゃいけないねということを言っておるわけですけれど

も、施設的な準備をすることとともに、子どもさんたちにも、子どもだけで川に遊びに行

っちゃいけないよ。それから、これはよく広幡小学校の父兄の方にも言うんですけど、自

分ところの子どもじゃなくても川の所で遊ぼうとしておったらちゃんと声を掛けてくださ

い、こういうことも言っておるんですけど、やはり大人、また地域の人がみんなでこうし

たものは見守っていかないかんじゃないかということも思っております。

それから、最後に草刈りの事故でありますけれども、これは各地域の河川の草刈りだと

か、村役で出られた方なんかが、非常に草刈り機でけがをしたという声を聞くわけであり

ますけれども、なんでも安全第一でございますので、ここはちょっと危ないなあというこ

とを思った所は、もっとも思わないからやってけがをしたわけでございますけど、なるべ

く草刈り機をやる前に現場をちゃんと見ていただいて、危ないと思う所は手でやっていた

だくような、またはその分は残しておいていただいても結構ですが、そういうふうに安全

第一でやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

司会－よろしかったでしょうか。

それでは、次に大井野川を美しくする会のご紹介につきまして、よろしくお願いいたし

ます。

大井野川を美しくする会代表者－ どうもお疲れさまです。

まず、団体紹介ですけれども、昭和57年５月１日に会則を施行しました。大井野町に住

居する世帯をもって組織すると。目的として、美しい川を守るため、草刈り整備を実施し、

川の浸食および土砂の蓄積を防止し、河川美化活動を推進し、住民の連帯意識を高め住み

よい町づくりを進めると。活動としては、草刈り、河川パトロール等をしております。役

員等に関しては、地区の役員がそのまま兼務という形を取っております。

それから、２番目として現状と課題なんですけれども、現状は年１回、住民による全員

の一斉草刈り、一斉掃除をしております。河川とか河川周辺の地権者による草刈りを年に

各箇所数回していただいております。また、市のほうでも、数年、４、５年に１回ですか

ね、市の河川課による蓄積物の撤去をしていただいております。

課題としては、河川ののり面が大雨等により浸食され、川に蓄積されています。蓄積に

より川底が上がり、草木も多くなり、作業時間も増えております。また、豪雨時には河川
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そばの住宅の庭まで水があふれてくるような危険な状態になっているような箇所もあると

いうのが現状の課題です。

司会－ ありがとうございます。

それでは引き続きまして、要望、提案について、よろしくお願いいたします。

大井野川を美しくする会代表者－ 市政に対する要望ということなんですけれども、皆さ

んご存じのように、ここ最近、異常気象と呼ばれるような天候があり、記録的というメデ

ィアの放送を聞いておりますが、日本各地でもそういう風水害が増加しています。幸いに

も当学区においては大規模な風水害は発生していませんが、それでも、のり面崩れが発生

し、その都度復旧、市のほうでコンクリート土のう作りをしてもらっています。

ところで、新東名が間もなく開通するわけですが、そのことで、以前より心配している

んですけれども、高速道路本体が出来上がった頃から降雨時に川の水位のスピードが、工

事前と比較すると速くなっているように感じております。現在、沈砂池の撤去作業が進ん

でいますが、その後、完成する調整池が今まで対応してきた沈砂池の雨水の調整能力を比

較して同等レベルであるのかどうかも、その辺も伺いたい。

また、高速道路完成後、河川の環境がどのようになるかは様子を見ることになると思い

ますが、河川ののり面の箇所が増加するような状況であれば、河川改修も視野に入れた対

策を愛知県に要望することも必要と考えていますので、その際には岡崎市としても県に対

する要望を検討していただけるのか、その辺を伺いたいと思います。

司会－ ありがとうございます。

それでは回答、よろしくお願いいいたします。

土木建設部長－ 大井野川を美しくする会の皆さん、日頃の河川の美化活動、どうもあり

がとうございます。土木事業に関連することも多いですので、土木建設部長からお答えを

少しします。

大井野川は、砂防法の適用を受けます砂防指定地内の普通河川です。従いまして、この

流域の中では、開発を行う場合には、砂防法の基準に沿った調整池や沈砂池を造ることが

義務づけられています。新東名の工事につきましても、他の開発と同様に、中日本高速道

路が基準に沿った調整池や沈砂池を造っております。新東名の工事の事前説明にあったか

と思いますけれども、調整池は開発による土地の形状の変化に対応した雨の流出の増加分

を防ぐことが目的となっています。また、土地の形状が元に戻らない限りは永久に存続を

させるようになります。これに対しまして沈砂池は、工事による土砂の流出を防ぐことが

目的です。工事完了後、土砂の流出が収まり、のり面の整備などの土砂流出対策が完了し

ますと縮小することも可能です。
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次に改修工事ですが、大井野川のような砂防河川の川幅を広げるような改修工事は愛知

県のほうが行っています。現状で判断しますと、迅速な工事着手は厳しい、難しい状況で

す。一方、市は災害時の護岸の復旧、また通常時の維持管理、例えば堆積しました土砂の

しゅんせつなどを行っています。それぞれの守備範囲がありますので、必ずしも満足な対

応というのは難しいかもしれませんけれども、市の範囲内でありましたら、予算の都合も

ありますが、検討しますので、要望をいただきたいと思います。しかし、河川の改修は必

要なことと考えております。地元の皆さまと一緒になって県へ繰り返し要望を行ってまい

りたいと思いますので、今後ともご協力をお願いいたします。以上です。

司会－よろしかったでしょうか。

大井野川を美しくする会代表者－ よろしくご協力のほうお願いいたします。

司会－ ありがとうございました。

次に乙川を美しくする会のご紹介につきましてよろしくお願いします。

乙川を美しくする会代表者－乙川を美しくする会は、昭和48年１月27日に設立し、乙川の

中流域及びその支流域に位置する男川、美合、緑丘、竜谷、藤川、山中、本宿、秦梨、生

平学区及び小豆坂学区の一部の住民で構成され、平成27年度の構成員は15,587世帯に及ん

でいます。会の活動としましては、河川パトロールを年６回、草刈りやごみ拾いなどの美

化活動を年間40回以上行っており、河川美化のみならず、参加者の環境美化一色の啓発に

も大きな成果を上げています。こうした長年にわたる環境美化活動が認められ、平成27年

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました。

現状と課題ですが、乙川の支流には、河川の中に土砂が堆積し、葦や雑木が生えている

所がある。こうした場所は、地元住民による河川の草刈り清掃に大きな負担がかかるとと

もに、河床が上がっているため、豪雨時の増水や河川氾濫が心配される。河川のしゅんせ

つを各町から市に要望しているが、一部の河川を除き要望どおり実施されないのが現状で

す。また河川敷に生えている竹が河川清掃の妨げになっているところがあり、地元住民に

よる竹林の伐採は大変困難なのが現状です。

司会－ ありがとうございます。

それでは引き続きまして、要望、提案について、よろしくお願いいたします。

乙川を美しくする会代表者－要望ですが、河川に生育している葦が水質の浄化やホタルの

生育のために役立っており、浚渫を望まない地域もありますが、一方で河川美化活動の負

担軽減や災害対策のために、河川の浚渫が必要なところがありますので、できるだけ、市
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として全体的な河川管理の中で環境、防災両面に配慮していただき、適当な時期に浚渫を

お願いしたいと思います。

また、昨年乙川サミットで、河川敷の竹の伐採と機械によるチップ化を体験しました。

竹の伐採は地元では難しいため、河川敷の竹林対策をお願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございます。

それでは市長、よろしくお願いいいたします。

市長－乙川を美しくする会の皆さまがたにおきましても、本当に長年にわたりましてご協

力、感謝申し上げる次第であります。ご要望の河川の浚渫につきましては、愛知県も市も、

現状多くの地区から様々なご要望を頂いているところで、限られた予算の中で緊急性や重

要度などを考慮しながら、可能な限り多くの要望にお応えできるよう、みなさまのご理解

をいただきながら対応をさせて頂きたいと思っております。２点目のご要望ですが、昨年

度の９月７日、乙川流域の河川美化団体や漁業組合の方々が一堂に会して開催された「乙

川サミット」では、乙川右岸の竹林を河川管理者や市内業者の協力で竹の伐採とチップ化

を体験して頂いたところであります。しかしながら、竹林の伐採からチップ化に至る作業

は、大変重労働なものでありまして、住民の方がやるのは非常に困難なものであります。

竹林について、景観や河川維持など、早急に対応しなければいけない箇所については、河

川管理者である愛知県に地元の皆様と一緒に要望させて頂きたいと思います。一方で、岡

崎市には、水環境全体について将来あるべき姿を掲げ、それに向けてどのような取組みを

するかをまとめた「岡崎市水環境創造プラン」があり、その中で「竹・草の有効活用の検

討」を挙げておりますので、引き続き検討して参りたいと思っております。

司会－ ありがとうございました。

次に鹿乗川を美しくする会のご紹介につきましてよろしくお願いします。

鹿乗川を美しくする会代表者－ 鹿乗川を美しくする会は、鹿乗川及び矢作地区水路を美

しくするため、地域の住民が一体となって市民運動を展開し、自然環境保全を図ることを

目的として、昭和59年７月４日に矢作地域の５学区の総代、社教委員、生産組合、衛生委

員、などで発足しました。草刈り清掃活動を、昭和60年から毎年６月の第１日曜日に実施

しています。また流域の環境保全パトロールも実施しています。

現状と課題ですが、河川の草刈において、草刈機を所有する人も減少し、活動時間が伸び

ております。草刈りに従事する会員の高齢化がすすんでいます。平成25年には草刈り機で

の取り扱い事故があり、救急搬送された経緯もございます。

司会－ ありがとうございます。
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それでは引き続きまして、要望、提案について、よろしくお願いいたします。

鹿乗川を美しくする会代表者－ 年々会員の高齢化がすすんでおりますので、草刈り機を

使う人が減少しています。その分、時間や必要経費などの負担が増えておりますので、手

当等の予算措置をお願いしたいと思います。また、機械で刈るところは、オペレータ－に

委託してできるように補助をして頂けたらと思っています。また、鹿乗川は地域住民の散

歩道として利用されております。一部地域を限定してでも遊歩道として整備を図れないか

と思っていますのでよろしくお願いします。

司会－ ありがとうございます。

それでは回答、よろしくお願いいいたします。

環境部長－ご要望の補助助成につきましては、貴会を始め９つの河川美化団体に、毎年、

清掃活動の補助金として、必要な事業費の３分の１相当を補助させていただいております。

これらの補助金は、河川美化団体の皆様方ご自身が取り組まれる尊い河川美化活動に必

要な経費や人的負担についてご支援させていただくものでございます。したがいまして、

ご要望のようにオペレーターの方へ業務を委託する経費は補助の対象とはしておりません

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

草刈りが困難な箇所につきましては、河川管理者である愛知県に、地元の皆様と一緒に

要望をさせていただきたいと思います。ですので、まずは皆様にはまずはけがなどをしな

いように、安全第一で、その規模や体力にあった適切な清掃活動を行っていただければと

思います。

遊歩道の整備については、鹿乗川は平成12年度の東海豪雨で氾濫し、流域住民の皆様の

財産に甚大な被害を及ぼしたことは、深く記憶に刻まれております。現在愛知県のほうが、

床上浸水対策特別緊急事業により改修を進めています。遊歩道の整備については、改修工

事とその周辺の状況との適合性を踏まえ、整備の可能性について調査、検討してまいりま

すので、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。

次に香山自彊会のご紹介につきましてよろしくお願いします。

香山自彊会代表者－ 上・中奥殿町地区で、年に数回「美しくきれいに」を考えて、東西

に流れる霞川の草刈り、清掃等を行っています。霞川はホタルが生息する河川でもあるの

で、ホタルの増殖や保護活動も行っています。現状と課題につきましては、現在新東名高

速道路の工事現場から出る土石が河川に流出しており、その影響で、川底の土石が多く堆

積し、雑草も大きく茂り、地域住民の除去活動だけでは、追いつかない状況となっていま
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す。今後心配される自然災害の被害を最小限にするためにも霞川の川底の土石の撤去が必

要であり課題となっております。

司会－ ありがとうございます。

それでは引き続きまして、要望、提案について、よろしくお願いいたします。

香山自彊会代表者－河川の環境美化、ホタルの保護活動を今後行っていくにあたり、霞川

の川底土石の撤去を市に対して要望したいと思います。この件に関しては、別途総代を通

じて要望しておりますので、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございます。

それでは回答、よろしくお願いいいたします。

土木建設部長－新東名高速道路の工事には、地元の皆様のご協力をいただき、大変ありが

とうございます。おかげをもちまして、今年度末には、開通の予定と中日本高速道路から

聞いております。また、工事中の土石等の流出についても、中日本高速道路は、沈砂池を

作るなどして、霞川へ土石等が流出しないように、細心の注意をはらった施工に努めてい

るとも聞いています。私どもも折に触れて、確認もしております。自然に堆積したものか、

工事が原因なのか、判断は難しいこともありますので、霞川の土石については、市の方で

撤去を行う考えでおります。現在下流側から継続的に土石の撤去をしていますので、それ

と調整を図りながら、ご要望にお応えしたいと思います。しかしながら、明らかに新東名

から流出した場合には、原因者の中日本高速道路に強く撤去を要望しますので、ご連絡頂

ければと思います。

司会－ ありがとうございました。

次に菅生川を美しくする会のご紹介につきましてよろしくお願いします。

菅生川を美しくする会代表者－菅生川を美しくする会は昭和48年６月15日に結成され、菅

生川流域６学区で、河川美化の一躍を担っています。現状と課題は時間の都合もあります

ので、省かせて頂きます。

司会－ ありがとうございます。

それでは引き続きまして、要望、提案について、よろしくお願いいたします。

菅生川を美しくする会代表者－要望としましては、現在リバーフロント計画が実行段階に

ありますが、一連の事業が一段落したあとには、吹矢橋から上流の竹橋までの堤防下段の
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整備をお願いしたいと思います。遊歩道として河川の両サイドの散策路ができれば、市民

が水に親しみ、馴染むもともできますので、流域河川整備を希望いたします。また、現在

は定期的に河川パトロールとして、主にごみ拾い清掃、一部、指定地区の被災処理、雑草

除去をいたしておりますが、河川美化と水環境保全のため、川底のしゅんせつを定期的に

実施していただきますよう要望いたします。これによって、リバーフロントの区間の水環

境が非常に良くなる、特に竹橋から吹矢橋の所がちょっと問題があろうかと思いますので、

よろしくお願いいたします。菅生川を美しくする会としては、以上であります。

司会－ ありがとうございました。

それでは、回答をお願いいたします。

市長－ 地元の菅生川を美しくする会の皆さまがた、本当に重ね重ねいろいろお世話にな

っておりまして、感謝申し上げる次第であります。

今言われましたリバーフロント地区の整備につきましては、一応、当面は明代橋までの

区間ということになっておりますけれども、これは国のほうから補助金をもらうために、

区間を区切って計画書を出さなきゃいけないもんで、そういうことになっておるわけであ

りまして、将来的には、今言っていただきましたとおり、上のほうまで整備したいという

ふうに考えておるわけであります。それで、吹矢橋から竹橋の河川整備につきましては、

もう既に県が河川事業を終了している区間であるわけですけれども、現状、高水敷を歩道

として活用するためには、どちらかというと右岸よりも左岸のほうが利用できる可能性が

高いと思っています。しかし、左岸のほうも、歩いて見てみますと、竜美丘会館の付近で

は高水敷が途中で切れておったりする所がございまして、また吹矢橋の橋脚が支障になる

ために課題が残るわけでございます。

今、私どもが考えておりますことは、リバーフロント計画で発表した範囲の中を当面整

備していきたいと思っておるわけですけれども、ただサイクリングロードが中途になっち

ゃいますので、何とかいい方法はないかということで考えておりまして、大平の所に日清

紡に頂いた用地があるんですけど、これがちょうどいい具合につながっていますので、で

きたらあの辺から河川堤防に上がって中央総合公園につなげないかなと。そうすると、サ

イクリングロードとしては一応終了できる、完結できる路線となりますので、それを今進

めたいというふうに計画しておるわけでございます。将来的には、選挙のときに言ったよ

うに、河川敷沿いにずうっと額田に抜けるような、そんなふうに造りたいと思っておりま

すけれども、それをやるには河川改修をやっていかないとできません。これも選挙のとき

に言ったけれども、自分で現地のほうへ見に行ってきまして、あれはちょっと当面は難し

いなあというふうに思いますので、将来的な課題として努力していきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。

それから、乙川のしゅんせつにつきましては、先ほどお答えしましたとおりでございま
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して、これからも考えて努力していきますけれども、野鳥の会の方で、今、乙川ってタヌ

キが住んでいる。野良猫と一緒にタヌキが来るんですけれども、乙川というのは、こんな

40万都市のど真ん中なんで、そんな自然が残っている素晴らしい川であります。そういっ

た側面も大事にしていかなければいけないと思っていますけれども、しゅんせつはやらな

ければいけないです。そういうことも持っている素晴らしい川ですので、よろしくお願い

いたします。

司会－ よろしかったでしょうか。ありがとうございました。

次に、牧平・寺前川を愛する会のご紹介につきまして、よろしくお願いいたします。

牧平・寺前川を愛する会代表者－ われわれの会は、平成12年５月に発足しましたボラン

ティアグループです。それで、牧平と樫山地区をはじめとしまして、この会に賛同するも

ので構成されています。私たちの活動は、整備された寺前川、これは矢作川水系の鹿勝川

といいますが、この寺前川を市民の憩いの場とするとともに、自然と協働のできる場所と

して、良好な環境ときれいな川、美しい花木を守り育てていくこととするものです。年間

を通して活動し、毎月、１回が多いですが、１から２回の活動日には、河川の清掃、周辺

の草取り、草刈り、花や木の消毒、剪定、施肥などの作業を行っています。現在の会員数

は19名と１企業で、女性は３名です。

課題としましては、花木等の土留め木材が腐食が進行していると。これはシロアリもそ

うですが、自然の腐食もある。それから、会員の高齢化ですね。平均年齢で74歳というこ

とで、会員も減少しているということで、少しずつ入っていただけるように勧誘していか

ないといけないなと思っております。それで土留めの補修は、特に悪い所は現在も少しず

つ実施しております。材料の購入とか修理用品の確保、これが非常に難しい。今年できた

のは、まだ約30メートルだけです。それで木の消毒も、木が大きくなって大変になってき

ている。それから、高齢化によりのり面等の草刈り等も危険が生じておる。できるだけ若

い人にお願いしてやっているような状況です。

植木の中には、サザンカ、ツバキが約50種類で500本ぐらいあります。その他には、桜と

か藤とか、ムク、ナンテン、梅などがあります。それでヒガンバナは、のり面とか、また

川の両岸、平芝橋から野中橋まで約１キロ近くあるんですが植え付けてあります。それで、

彼岸には満開となって、皆の目を楽しませております。

それから、環境整備としましては、備品倉庫の製作・設置、これはログハウスですが、

造りました。それから、藤棚のセット、また腐食したんで新しく製作します。それから、

川の中に流れ橋を２基設置し、本体はワイヤーでつないでいますが、水が増水すると流れ

て、そしてまた水が引くと、われわれが元に戻すという橋です。それから、ベンチの製作・

設置ということで、腐食した場所は更新しております。大体7本ぐらい作り変えております。

それから、行事および懇親会の実施ですが、ホタルの観賞会、これは６月上旬に行って
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おります。それから、灯籠祭りということで８月16日に、灯籠は大体100個近くあるんです

が、これに言葉を書いて、火を入れて、階段や川の両側に並べて、福聚寺の住職さんがし

てくださいます。それと、ジネンジョのとろろ会の実施ということで、１月の中旬にやり

ますが、会員の方が作ったジネンジョ等を持ち寄って、とろろ会食を行って、懇親会も行

っております。

それから、豊富小学校の４年生ですが、この交流会も年に４、５回行っております。小

学生が課外授業として川の水質とか生物調査に来ますが、それのお手伝いをしたり、また

一緒になって魚を捕まえたり、生き物を捕まえたりして協力しております。それに、あと

花壇がありますんで、花壇の草取りとか、耕運機による耕しとか、肥料の打ち込み、それ

に花の植え付け、また花の種の採取も一緒にやっております。そのお礼として、２月に小

学校の生徒たちが感謝の会を開いてくれます。そして招待されますんで、課外授業での出

来事とか、器楽の合奏、合唱等も行って、学習発表会が楽しみの一つにもなっております。

司会－ それでは、要望、提案のほうをよろしくお願いいたします。

牧平・寺前川を愛する会代表者－ では、要望のほうですが、延べ800メートル近い土留め

が施工されております。両岸にですね。それが16年近くなってきましたんで、さっきも言

いましたように、シロアリとか自然の腐食等によって相当ひどくなっております。それで、

大きいのは40センチぐらいの丸太が埋め込んであります。それは、その横にタイルが張っ

てあるということで、これを剝がして、また抜き取るというのは、われわれ素人にはとて

もじゃないですができない。それと、材料費とか土木機械、人件費等、必要になってきま

す。どうしても市のお力をお借りしたいということで、２年前から要望しておるんですが、

何とか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。

それでは、回答をお願いいたします。

土木建設部長－ 牧平・寺前川を愛する会の皆さま、ご高齢化の中、清掃活動、美化活動

をしていただきまして、どうもありがとうございます。これも土木の関係ですので、私の

ほうから答えさせていただきます。

寺前川の土留めの腐食につきましては、ご要望をいただきまして私どもも現地を確認し

ました。環境的には大変高いポテンシャルを持ってみえるところかなと思っています。た

だ、現在市内の多くのところからさまざまなご要望をいただいておりまして、全てに対応

していくのは大変厳しい、予算的にも厳しい状況です。そのため、私どもとしましては、

家屋浸水とか護岸の崩壊など危険度の高い要望、また転落防護柵を設置するとか安全・安

心に関わる要望、そういったものを優先して地元の皆さまにご理解をいただいているとこ
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ろです。そういう中で対応に追われております。牧平・寺前川を愛する会のご要望につき

ましても、他の要望と同じように、当面、壊れた所の、材料費も含めまして修繕を行うな

ど、そういった維持管理を中心とした対応をしてまいりたいと思いますので、会の皆さま

と協議をさせていただきまして、寺前川の良好な水辺空間の維持保全に努めてまいりたい

と考えております。以上です。

司会－ よろしかったでしょうか。

牧平・寺前川を愛する会代表者－ もし木材で駄目なら、コンクリかなんかでも、ちょっ

とできないものかと思うんですが。

土木建設部長－ 私ども、今ここでどういう状況か分からない中で、「やります」と言いた

いところですけれども、ちょっと難しいことがありますので、現場へ行かせていただいて

判断していきたいと思います。何分につきましても、材料費も含め、できる限りのことを

してまいりたいと思います。

司会－ ありがとうございました。

最後に、家下川を美しくする会のご紹介につきまして、よろしくお願いいたします。

家下川を美しくする会代表者－ 会は平成18年度に矢北・北野学区に、運動広場とか散歩、

ウォーキング等が少ないので、そういう場所がないので、矢作川右岸ですが、家下川河川

敷内を候補に挙げ、立ち上げました。北野から日名橋まで約２キロの間、広い範囲の草刈

りと竹刈り、竹の栽培、伐採と、それからごみ拾い等を行っております。月約２回、年間

20何回やっております。地元の住民とか、総代会さんとか、企業の三菱さんとかマルヤス、

フタバさん、それから学校の矢作北中学、城西高校さんの生徒の協力で毎年行っておりま

す。散歩とかウォーキングが、そのために増えまして、きれいになったおかげで、ごみと

か、そういうものが少なくなり、良い景観になり、安全で安心な場所を提供できたと思っ

ております。皆さまのおかげで、国土交通省より中部整備局長賞と、および協力団体認定

証を受け取ることができました。認定証は、ここら辺の三河地方では豊田と、うちだけで

す。そのため、その他の活動は、竹の利用によってどんど焼きとか、その他、竹ろうそく

の月見会とか、竹に伴って北野小学校の農業体験とか、その他、北野学区の歩け歩け運動

にいろいろ参加しております。また、使って頂いております。

その他、今度、岡崎に岡崎マレットゴルフ協会というのができたんですが、マレットゴ

ルフ場の場所も家下川でやっていただくように、一生懸命造るようにしておりますが、な

かなか難しくなっております。以上です。
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司会－ ありがとうございます。

それでは、要望、提案のほうをよろしくお願いいたします。

家下川を美しくする会代表者－ 要望としましては、矢作川右岸の日名橋までは、一応、

公園になっておるんですが、日名橋から北野町までは公園化がなされてないために、ぜひ

その公園化をお願いしたいと思います。

それと、草刈り等を年20何回やっておりますが、そのための費用が、燃料とかいろいろ

かさむもんですから、ボランティアでなかなかその費用を捻出するのが難しいので、それ

も助成をお願いしたいと思います。

それから、環境維持継続と健康増進のためには、遊歩道をこちらで一生懸命やっている

んですが、なかなか難しいところもありまして、岡崎市に遊歩道を整備していただきたい

と思っております。

それとマレットゴルフの場所も造るために一生懸命やっておりますが、なかなか難しい

ので、それも助成を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。

それでは、回答について、よろしくお願いいたします。

市長－ 家下川を美しくする会の皆さまがたにおかれましても、河川美化のために大変ご

努力、ご尽力をいただいておりまして、重ねて御礼を申し上げたいと思っております。

私も県会議員の頃から、矢作地区には公園が少ない、こういうこともずっと言われ続け

ておりまして気にしておるわけでございます。その対策の一つとして、矢作川の河川敷を、

当面いい用地が見つかれば、それを公園化することも考えたいと思っておるわけですけれ

ども、矢作川の河川敷というのも代用していきたいということも、これは今までも言って

きたわけでございますけれども、平成11年度に国の水辺学校プロジェクトの登録を受けま

してから、矢作川の右岸において遊歩道整備というものを実施してきたわけであります。

渡橋から日名橋までの５キロ区間につきましては、今年度中に完成をいたしておるところ

であります。それから、日名橋上流の散策路の延伸についてでありますけれども、これも

国土交通省との協議を開始したところでありまして、渡橋から日名橋までの５キロ区間に

引き続き整備を進められるように考えていきたいと考えております。

ただ、今の状況の中で車道に隣接した所の低くなっている所に公園をつくるというのは、

なかなか難しいんではないかと思っておるわけであります。そういうきょうあいなところ

は、ちょっと離れた所に遊歩道をつくるような形で整備していきたいと考えておりますし、

小公園ならできるであろうと考えております。

それから、マレットゴルフ場の件ですけれども、今申し上げしたことと同じ理由の中で、

現地の写真も見ましたし、担当部局のほうも何度か足を運んでおるようでございますけれ



23

ども、あそこのスペースの中でマレットゴルフ場をつくるというのは、なかなかちょっと

難しいんではないかという声を聞いております。それで、マレットゴルフ協会の方とのご

相談の中で、現在の仁木運動広場の周辺の河川敷が有力な候補地として検討されておりま

して、この間私も写真を見せてもらいまして、そこで造れば駐車場まで完備したマレット

ゴルフ場ができるということもございますので、マレットゴルフ場としては、それを第１

候補に考えていきたいと思っておるところでございます。

今後の河川整備につきましては、現地を見ながら無理のないような形で、皆さまがたの

もちろんご意見も取り入れながら整備をしていきたいと考えております。何せ河川堤防を

車がかなりのスピードで走っておりますので、あれがもしハンドルを切り損なって、公園

や運動をやっておる皆さんの頭の上に落ちてきたなんていうことがありますと、これはな

んであんなところに公園をつくったかということに逆になってしまいますので、そういっ

たことも考えながら進んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

司会－ それでは、よろしかったでしょうか。

環境部長－ 補助金の件で要望をいただきましたので、答えさせていただきます。

先ほど鹿乗川を美しくする会さんでもお答えしましたとおり、活動経費の３分の１相当

を補助させていただいておりますのが今の補助制度でございます。その中に既に機器の賃

借料、燃料費等も対象経費に含めることができることになっております。そうは申します

ものの予算に限りがございますので、なかなかご期待に添えることができないかもしれま

せんが、具体的な方法につきまして、直接担当しております私ども環境総務課と相談させ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

市長－ 今議会の質問でも答えておりますけれども、今、サイクリングロードも併せて考

えているわけでありまして、岡崎市内の区間だけでサイクリングロードをつくるんではな

くて、安城、豊田もサイクリングロードの計画がありますので、できたらそれにつなぐと、

かなり長大な距離でのサイクリングロードができます。まだこれは話し掛けておりません

けれども、そういう話が出ておりますので、できたらそういう方向で持っていくと、岡崎

市だけじゃなくて、西三河の中でかなり売り物になるサイクリングロードができるんじゃ

ないかと思っておりますので、できたら積極的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。

事前にいただいているご要望は以上でございます。本日、大変申し訳ございません。予

定時間を大幅に過ぎております。最後に内田市長のほうから、一言ごあいさつのほうをお

願いいたします。
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市長－ 僕があいさつするより、もし何か他に、この際聞いておきたいことがございまし

たらお聞きしておきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。なければ僕が話しちゃい

ます。よろしいですか。

もしまた何かありましたら、担当部局を通じてご意見をいただきたいと思います。

今日は皆さま、本当に昼間のお忙しい時間にわざわざ市役所においでいただきまして、

ありがとうございました。それにも増して常日頃、今、ここで見ておりましたら、年に12

回から24回も草刈りというところもあるわけでございまして、本当に皆さまがたのご協力

に対しまして、あらためて感謝申し上げたいと思っております。

皆さまがたのおかげで、この岡崎が素晴らしい河川環境というものを守っておられると

思っております。今日皆さまがたにお答えしたものの中には、役所は財政に限界がある中

で、その中で仕事をしておりますので、すぐやりますと、なかなか言いたくても言えない

部分があるわけですけれども、問題点ということをしっかり今日はお聞きいたしましたの

で、そうしたものを担当部局に持ち帰って、またこれから検討することになると思います

ので、われわれがちゃんと問題点を認識したというところをご理解いただければと思って

おります。

今後とも皆さまがたのご要望に耳を傾けて、よりよい市政をつくっていきたいと思って

おりますので、どうかよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。


