
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年 11 月 12 日（木）19 時 00 分

場 所：岡崎げんき館多目的室

団体名：岡崎げんき館市民会議 33 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。本日は大変お忙しい中、本市民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。皆さま方におかれましては、日頃から本市の市政運営に

関しまして多大なるご理解とご協力を賜っておるわけでございまして、そのことは厚く御

礼申し上げたいと思っております。

さて本市におきましては昨年度、市民の健康づくりを推進するための第２次『健康おかざ

き21計画』をスタートしたところであります。計画の基本目標であります『健康寿命の延伸

と健康格差の縮小』というものを実現するためには、市民の皆さま方が生涯を通じて健康づ

くりに積極的に取り組めるように、社会の環境というものを整備していくことが何よりも

大切になっていると思います。

本日の会場であります岡崎げんき館は、プールやトレーニングジムなどを設けた市民の

健康づくりの拠点施設として、平成20年３月にオープンしたものであります。健康づくりは、

オープン当初の予想をはるかに超える年間32万人以上、げんき館全体におきましては43万

人を超える方にご利用いただいておりまして、市民の健康に対する意識の高さというもの

をあらためて実感するものであります。私はかつて県会議員でありましたときに、週に１、

２度こちらのプールにも泳ぎに来たことがあるのですけれども、あまりの混雑ぶりに、いつ

しかやめてしまったわけなんですけども。それほど市民の皆さまにご利用いただいている

ということであります。

また皆さま方におかれましては、行政との協働によりまして、健康に関する各分野の専門

家の視点や市民感覚を取り入れた各種講座や教室を企画していただいておりまして、毎回

それぞれ大好評になっているところでありまして、本当に感謝をしております。皆さま方の

日頃からのそうした活動やご尽力に対しまして、あらためて御礼を申し上げたいと思いま

す。今後も市民の健康づくりの推進を図っていただくために、本日は皆さま方から忌憚のな

いご意見やご提案を頂ければというふうに思っております。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。

それでは続きまして、最新の市政の動きと私が目指します岡崎の将来像につきまして、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いたします。こうした説明や集会

というのが、これまでも200回近く全市で続けてきておりまして、中には「前聞いたぞ」、そ

ういうものもあるかもしれませんけれども、今回なるべく新しいことを付け加えてまいり

ましたので、よろしくお願いいたします。

まず始めに、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におきます総

合病院の建設につきましては、学校法人藤田学園との５年後の平成32年の開業を目指しま

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ところであります。市

民病院も700床になりますので、ちょうど半分ぐらいの大きさの病院が新しく岡崎に誕生す

るということになります。これによりまして岡崎市内の医療の地域格差が大きく是正され

ると共に、市民病院の負担は軽減されるものと期待をしておるところであります。
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次に同じく選挙公約の一つでありました市民会館でありますが、来年の10月のリニュー

アルオープンを目指しまして、ただ今、改修工事を始めたところであります。今回、改修と

いう決断をしたということは、国や県の長寿命化の方針にも沿っておりますし、また先般の

国立競技場や各地の箱物行政の例を見ても分かりますとおり、建設費の上昇と職人の人手

不足という昨今の状況を考えますと、今回の判断っていうものは正しいものであったので

はないか、このように思っています。

今回の市民会館の工事におきましては、ホール棟と外回りの高さをそろえることになり

まして、敷地のフラット化ということを行うことになりまして、ホールエントランスなどの、

今は段差ができて階段を上ったり下りたりしなければならないわけでありますけれども、

その段差をなるべく解消するようにしております。また、新たに会議棟とリハーサル棟にエ

レベーターを設置するなどしましてバリアフリー化にも配慮しています。改修とは言いま

しても、今ご覧になっていただきまして分かりますとおり、空調は一新いたしますし、舞台・

客席も今までよりも大きくいたしまして、見ていただいたとおり、まるで新築に近いような

出来栄えになると思っております。改修工事中は市民の皆さまには大変なご不便をお掛け

することになると思いますけれども、改修後には新たな岡崎の文化施設として、文化芸術の

拠点として、市民の皆さまから、改修してやっぱり良かったなと、こういうふうに実感して

いただける施設になるものと確信をしておるところでありますので、よろしくお願いいた

します。

そして岡崎市におきましては、本年は『家康公四百年祭』、そして来年の平成28年度は市

制施行100周年といった、共に記念すべき大きな歴史的な節目の年を迎えるわけであります。

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』としての街づくりを図りまして、ものづくりに並ぶ、

もう一つの新しい経済の柱に育て上げていきたい、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

岡崎と、お隣静岡県の浜松市、こちら出世の地であります。そして静岡市、こちらは大御所

の地でありますけれども、こうしたゆかりの3市が連携いたしまして、さまざまな記念事業

を展開してきているところであります。

岡崎市におきましては、来月の12月26日の家康公の生誕日に、この３市連携事業のエン

ディングセレモニーといたしまして、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』というものを実施いたします。これはもう既に今年の１月に実証実験で3,0

00個でやってみましたけれども、大変美しくロマンチックな景観が実現することができま

した。12月には、これはちょっと想像図でございますけれども、このように10倍の数を流し

ますので大変素晴らしい景観になるかなと期待しておるところであります。寒い中で開催

となりますけれども、河川敷におきましては温かい飲食の販売を予定しておりますので、ぜ

ひご家族でお越し頂きたいと思っております。この流したボールについてもごみ化を心配
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される方もおりますけれども、全て回収いたしまして再利用されることになっております

ので、ご安心頂きたいと思います。

また、この事業はリバーフロント計画のソフト事業の一つでありまして国の国庫補助の

対象にもなっております。５年間、これから国庫補助対象として行われるわけでありますけ

れども、将来的にはいつまでも市が、やはり官が経営しとるんではなくて、民間運営してい

けるように考えております。さらに先般、今回の３市連携で事業を進めてきたわけでござい

ますけども、この関係というものを今後も生かしまして、家康公の文化的歴史的価値という

ものをさらに深めて、一層それぞれの地域の活性化につなげるために、3市連携によります

日本遺産の認定に向けた取り組みを進めることに合意しまして、先般浜松市で記者会見を

行ったところであります。

こうしたさまざまな取り組みを通じまして、明治維新以降、どちらかというと過小評価さ

れがちな家康公の功績でありますとか、どうもたぬきおやじ的なイメージが強くて実体か

ら離れて、江戸時代そのものも封建的なイメージのみが先行しているような気がいたしま

す。そういった江戸時代っていうものの本当の姿というものを、この岡崎から発信してまい

りたい、このように考えております。

例えば、現在日本人の性格だといわれております生真面目さとか習慣性というのは、どち

らかというと江戸時代に形成されてきたもののような気がいたしますし、また天ぷらだと

か、すしだとかいう食文化。それから伝統芸能の多くも江戸期に熟成されまして完成された

ものが多いのではないか、このように考えます。さらに明治維新でも、あのように短期間で

国家の近代化、大転換ができたということは、江戸期に90パーセントを超える識字率、読み

書きっていうことができる教養を持っていた。そういうことが、私は大きな要素になってい

るのではないかというふうに思っております。その結果短期間で、百姓の子どもでも誰でも、

勉強さえすれば大学を出て高い地位に就けるという、そういった国民国家の形成ができた。

それが日本が他の国ではなかなかできない結果を出した一番の要因ではないかというふう

に思っています。

そして来年の市制施行100周年につきましては、岡崎の新たな世紀の始まりといたしまし

て、事業全体を『新世紀岡崎・飛躍祭』、100歳と飛躍をかけたもの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考えております。主な事業といたしまし

ては、平成27年７月１日の記念式典の始めといたしまして、翌７月の２日３日には、市民や

子どもを対象とした『おかざき・100年祭』を開催いたします。また市民の皆さまと一緒に、

桜の街づくりを進めるために、企業の協力によります千本の桜の苗木を生かした『岡崎さく

ら100年プロジェクト』や、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、これは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、将来

の街づくりにつなげる事業を行っていきたいというふうに考えています。

時々、伊賀川の桜の木を切ったので、乙川の桜の木を最近伐採しておりますんで、そのこ

とでお叱りを受けることがあるわけでありますけれども、これはいたずらに木を切ってい
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るわけではなくて、大体、日本全国に植えられてる一番多い桜はソメイヨシノでありまして、

ソメイヨシノは戦後復興の象徴の一つとして全国で植えられたわけでありますけれども、

寿命と言えば大体50から60年でありまして、ちょうど今その時期を全国的に迎えているわ

けであります。昨今、台風が来ますと折れてしまうと。桜の木っての、大体そういったもの

でありまして。中を見てみますと空洞になってたり、腐ってたり、そういうふうになってる

わけであります。ですから、こないだのお祭りのときに私も歩いてみて、大変見苦しい状態

で申し訳なかったと思っておりますけれども、あれはもう寿命が来て倒れ掛かってる木を

伐採したものでありますので、ご理解いただきたいと思います。そして、それに代わる桜を

これからしっかり植えていきたい。こういう計画を持っておるものでございます。

そして、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、本年３月末に、愛知県の管理いたします河川事業とし

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ことができた

わけであります。

そして４月には、これが一番肝心なわけでありますけれども、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全国的にも異例の、私どもの要求どおりの満額交付とい

う、国の後押しを受けて受注がスタートを切ることができました。満額交付というと、全額

国のお金でやってもらえるかっていうふうに、ちょっと勘違いされることがありますけど、

そうではなくて、私どもが「幾ら出してください」ということを国にお願いした金額が満額

認められたということであります。でも、これでもすごいことで、その後も何度も国交省に

出向くわけですけれども、担当官とこの話しするたびに「これは特例の措置ですから」って

何度も何度も言われました。周辺の市町村に聞くと大体、良くて要求した額の３割から４割、

場合によると２割ぐらいに削られちゃうというケースもあるわけでありますので、「あんま

りそういったこと言わないでください」と、もう事あるごとに言われるわけでございますけ

れども、なんにいたしましても、ここで見ていただいても分かりますとおり、認定を受けて

交付も大きく頂いたということでございまして、「国と県からお墨付きを頂いた」、そう言っ

てもおかしくないというふうに思っています。そのことによって、さまざまに便宜が図られ

たと思っています。

乙川リバーフロント計画の主だった事業といたしましては、殿橋と明代橋のライトアッ

プを始めとしまして、仮称でありますけれども乙川人道橋の新設、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、これも仮称でありますけれど

も乙川セントラルアベニューとして再整備をしていく予定であります。平成29年度の完成

予定の人道橋は、先月末に工事の安全祈願祭も無事行いまして、いよいよ本格的に工事に着

手したところであります。なお橋の表層は、岡崎の木を使った木調となるわけでありますけ

れども、これは岡崎は額田と合併しまして、今市域の６割が森林になっとるわけでありまし

て、その山林整備をすること、そして、また防災についても考える。きれいな水の形成をす

るということをアピールするためのものでもあります。また橋だけではなくて、市内の各公
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園のベンチの机などにも岡崎産の木を使って、さまざまな整備をしていきたいというふう

に考えております。

またセントラルアベニューにおきましては、岡崎の石工業のPRと共に、郷土の歴史を理解

していただくきっかけとして徳川四天王の石像を設置したいというふうに考えております。

既にこちらはデザインが決まりまして、来年度のお披露目を目指して、ただ今、作業が進め

られているところでありますけれども、これも単なる石の像というだけではなくて、それぞ

れの武将の歴史的に有名な一場面を切り出した、躍動感あふれる石像を創っていただくよ

うに期待しているところであります。

そして、さらに災害時におきまして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。表面は木調でありますけれども、先ほど申し上げましたとおり鉄筋コンク

リートでできておりますので、十分、重車両が通っても通れるだけの強度がございます。ま

た現在の中心市街地におきましては、梅園学区で言いますと避難場所というのは山の上の

梅園小学校であります。連尺学区で言いますと、伊賀川を越えて248号沿いの、低地に入る

連尺小学校に避難するということになっとるわけでありますけれども、実際、今中心市街地

も大変な高齢化でございまして、お年寄りや体の不自由な方に、そんな所まで行ってくれと

いうのはなかなか無理な話だろうと思っております。そこで緊急の避難場所としては、人道

橋とセントラルアベニュー、籠田公園の空間を活用したいというふうに考えております。

そして今回は、先ほどの事業計画の中では、河川敷に下りるための階段でありますとか、

スロープに手すりを付けたり、段差やこの坂の勾配を緩やかに改良したりすると共に、この

数も増やしていただけるということになりました。こちらも県でやっていただけるという

ことでありまして、これも認定事業になった効果ではないかというふうに思っております。

さらに河川敷には舗装された遊歩道を整備するなどのバリアフリー化、高齢者やお体の不

自由な方にも配慮して、誰でもが気楽に乙川の河川敷に下りることができ、また夜９時ぐら

いまでは犬の散歩ができたり、デートコースになるような、そんな空間を作っていきたいと

いうふうに考えております。先ほど映像で見ていただきましたとおり、かつての乙川の周

辺っていうのは、もっと市民が楽しみ親しめる空間であったりもするわけでありまして、今

後はぜひそれを取り戻し、さらに楽しい居場所にしたいというふうに考えております。

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、ただ今こちらは駅前再整備が進んでおるところでありますけれども、この一角に、

ぜひ市民のシンボルとなるような立派な家康の像を設置したいと、こういうふうに考えて

おります。先ほど言いました、浜松、静岡、両市に行きますと、どちらも駅前に立派な家康

の像があるわけですけども、「『岡崎は家康の生誕の地』と言っても、駅前に何もないじゃな

いか」と、こんなことを皆さんも一度は言われたことがあろうかと思いますけど、今後はそ

んなことがないよういしたいというふうに考えています。

この家康像の設置に当たりましては有識者によります検討会議を設けまして、こちらの

ほうで設置場所だとかデザイン、これに検討を重ねて頂きました。さらに家康公のデザイン
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の参考とさせて頂くために、先般デザインコンクールを実施いたしまして、小学生から大人

まで990点の応募を頂いたわけであります。あらためて、市民の方がこういったことに対す

る思いがこんなに深いんだなと思ったわけでございますけれども、検討会議から製作者に

はこの選ばれたデザインを、このとおりにするわけじゃないんですけども、参考にして創っ

ていただくように伝えて頂いたところであります。製作者につきましては、日本芸術院の会

員でありまして、銅像製作者としては現在、日本で屈指の方であります神戸峰男さんという、

岐阜県の方でございますけれども、この先生をご推薦頂きまして、ご本人にも内諾を頂いて

るところであります。

まだデザインの詳細につきましては、これから製作者の方を交えて検討を進めてまいり

ますけれども、提言にもありますとおり岡崎で徳川家康というふうに改名して、そして岡崎

にいた頃は19歳から25～26歳の頃でありますんで、その頃のお姿の騎馬像を、騎乗の姿を

創ってもらいたい。若々しい家康の像の、躍進する岡崎のイメージを重ねたような、そんな

のにしていただきたいというふうに考えております。

そして家康公の像につきましては、既に各ライオンズクラブやロータリーの皆さまから

「できることがあったら協力をさせてくれ」という申し入れの声を頂いておりますけれど

も、それだけではなくて、子どもから大人まで一般の市民一人一人からの寄付を、浄財を頂

いて創りたいというふうに考えておりますので、その節には、よろしくお願い申し上げたい

と思います。こういうやり方は欧米でよく行われてるということであるわけですけども、寄

付金っていうのはたくさん寄付したかとか、そういうことではなくて、そのものをつくるた

めに自分も協力したい、自分も参加しているんだと、そういう気持ちを市民の一人一人に

持っていただくことが大切ではないか、このように思っています。

さらに今回のリバーフロント計画におきましては、橋を造る、河川敷を整備するといった

公共によって行われるハード面だけではなくて、カフェやレストランなどの民間によりま

す施設、民間が進出しやすい環境とか仕組みをつくることによりまして、まずは民間の方に

大いにもうけていただきまして、その結果として行政のほうにも税として収益が上がる。こ

ういった形で、あくまで民が主体のまちづくりに、これからシフトさせるようにしていきた

いというふうに考えております。

そこで先ほど申し上げました『泰平の祈りプロジェクト』や、東岡崎駅と岡崎公園を木船

で乙川の上から結ぶ観光船の運航だとか、今はもうありませんけれど、もう一度、てこぎ

ボートを復活させたいと思っておりますし、最近は岡崎でカヌーで頑張ってくれる若い人

たちもいますので、そういった方たちにこの場所で練習をして頂けるような、そんなふうに

したいと思っていますし、そういったものも収益事業として民間の方に任せられるような、

そんな形につくりたいというふうに考えております。

そしてこのリバーフロント地区の整備に引き続きまして、岡崎の新しい街づくりの整備

のために、大樹寺を始めとしまして、岡崎には実に13という、名古屋よりも数の多い国の文

化財指定を受けた建造物があるわけでありますけども、今までこれが十二分には活かされ



7

てきませんでしたので、これからは駐車場対策なども考えて、家康公生誕の岡崎城や、こう

したさまざまな文化施設を活かした街づくりのために、国の歴史まち事業の認定というも

のも出して頂いてというふうに考えております。こうした国の行いますさまざまな認定事

業というのは、認定を頂くということが、さまざまな補助事業の対象というふうにもなりま

すし、また事業を行っていくのを、手続き上いろいろと便宜を図って頂けることになります

ので、ぜひ取りたいっていうふうに思っております。

また近年増加しております空き店舗などの遊休不動産や、公共用地の新しい活用方法を

見いだしまして、街のにぎわいづくりにつなげていく『岡崎版リノベーションまちづくり』。

要するに革新の街づくり、刷新の街づくりという意味でありますけれども、これを推進する

ことによりまして、中心市街地はもとより本市全体の活性化につなげてまいりたいという

ふうに考えております。こうした新しい街づくりの実現には、リバーフロント地区におけま

すソフト事業や、新事業に取り組んでいただくための担い手づくりというものが必要にな

りますんで、こちらにも努力をしてまいりたいと考えております。

そこで、そうした計画をさらに深いものとするために、７月に『キックオフフォーラム』っ

ていうものを皮切りに、８月には県の内外の大学生たちに呼び掛けまして中央緑道の再生

計画。また太陽の城跡に、ホテル、コンベンションホールを造りたいというふうに、今考え

ているわけでありますけれども、どんなものにしたらいいんだろうか、そういったことを学

生たちに投げ掛けまして、ワークショップを開催していただきまして、大変素晴らしいアイ

デアがいっぱい出てまいったわけであります。これ、本当に私も半信半疑でやったんですけ

れど、驚きましたことに愛知県内だけではなくて、千葉や東京、京都の大学からも学生が手

弁当で、自分で交通費も出して、宿泊も自前で、われわれからお金出した分っての製作費だ

けなんですけれども、そんなボランティアの形で学生たちも大勢岡崎に来まして、岡崎の街

づくりをどうしたらいいかって、もう本当に斬新なアイデアをたくさん出してもらいまし

た。

今ホテルの交渉を市のほうでいろいろと、日本の様々なホテル業者とかに投げ掛けてい

るんですけども、どうしても日本の実業家というのは、現状の岡崎の人口がどれだけで、観

光客がどのぐらい来て、どのくらいのお金かっていう、現在の状況を算定の基礎として考え

られる傾向が強くて、なかなか私たちの望むような形のホテルっていうのが出てきてくれ

ないわけでありますけども、昨今は、よその地域でもそうですが、中国人の観光客が大変多

く来ております。もし場合によっては、お金を出して事業をやってくれるというなら、私は

台湾でもシンガポールでも中東のドバイでも、どこでもこのPR活動していきたいと思って

おります。とにかくそうした素晴らしい面が一つできると、それが空き店舗の地域なんてい

うのは大きく変わっていくものであるというふうに思っていますので、今どういう形に最

終的に落ち着くか分かりませんけれども、せっかく若い者が出してくれたこのアイデアと

いうものを活かす方向で頑張っていきたいというふうに思っております。

今回の計画で、よく勘違いされるわけでありますけれども、こういったことを発表すると、
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「これが最終プランで、このようにもうやってってしまう」というふうに、よく言われるこ

とがありますけれども、これはあくまで一つのアイデアとして、これから街づくりを考えて

いく中での材料とするっていうことであります。

そして今回の計画の中で一番私が重要だと思いますことは、これまでも東岡崎駅前の再

開発だとか、乙川、お城の活用、さらに中心市街地の活性化ということは個別ではやってき

たわけでありますけれども、これを総合的にトータルに考えて対応していくっていうの、今

回が初めてであるわけでありまして、こうした政策は、総合的に考えていって、初めて実っ

てくるものであると考えておりますので、特に都市計画の専門家の方にお話を伺いますと、

「この乙川の景観っていうのは軒並み素晴らしい。これはもうヨーロッパの町にも負けな

い潜在力を持っている」と言われますので、ぜひこの事業は、これからの岡崎の街づくりに

記念の第一歩として成功させたいというふうに考えております。

こうしたさまざまな取り組みによりまして、私が常々申しております、観光に必要な四つ

の要素っていうことが、またあるわけでございます。

まず第一に必要なことは、観光地はどこに行っても、そこの土地ならではのおいしい食べ

物っていうのがあるわけであります。岡崎には八丁みそがありますけれども、食べ物として

何がおいしいかっていうのが、いまいちこれっていう物がないわけでありまして、今、まぜ

めんとかいろいろ頑張って、食品業界の方が試行錯誤して頂いておりますけれども、ぜひと

も岡崎ならこれ、という食べ物をつくりたいと思っています。

それからお土産につきましても今まであるにはありましたけども、これも岡崎に行けば

これっていうお土産っていうのがなかなかないわけでありまして。先ほど言いました額田

の木を使ったもの、それから石製品も岡崎は有名でございますから、そうしたものを使って

もいいです。何か岡崎らしいお土産というものを、ぜひつくり出したいと思っています。

そして公共でさまざまな事業やイベントを行うわけなんですけれども、それだけではな

くて地域に根差した地域のお祭りだとか、民間の独自の面白い施設とか、そういったものも、

ぜひつくっていただきたいと思っております。

そして最後の４番目は、これはどこの観光地でも必要でありますけれども、岡崎ならでは

のサービス。岡崎に行ったら、こんなに親切ですよ。岡崎って本当に感じのいい所だと、こ

ういったイメージを持っていただくようなサービスっていうものを、民間の方と共に考え

て、ご協力を頂いて、行っていきたいというふうに思っております。

こうしたものがないと、なかなかこの観光の事業っていうのは地に足を着けたものには

ならないっていうふうに思っています。そして市民はもちろんでありますけれども、外から

お見えのお客さまが岡崎の町を回遊して満足して、ここでお帰り頂くことができる観光産

業都市としての岡崎を、ぜひつくりたいというふうに思っております。観光産業のことばっ

かり言うと、「私ん所は観光にはあんまり関係ないよ」と言われる方がお見えになりますけ

れども、観光というのは観光に直接関わる方たちだけではなくて、関連の産業、またパンフ

レットなんかを作ったりもしますし、印刷業なんかでも影響があります。食品関係、製造業
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も、当然お土産なんかもありますんで影響もあるわけであります。そういうことによる影響

力が出てくることによって、市内全体を活性化してくことができるというふうに考えます

ので、どうかご理解いただきたいと思っております。

そして、説明が長く落としてしまいましたけども、この岡崎にはブドウがありますし、今

南部のほうでイチゴの生産がだいぶ盛んになってきているそうであります。それから岡崎

市じゃありませんけども、幸田の柿もありますので、そういった食べ物を観光コースの中に

組み入れて、一様の観光コースではなくて、さまざまな季節ごとの観光コースということも

考えていきたいというふうに思っております。

今日は本市の市政の動きの一端をご紹介申し上げたわけなんですけれども、今後も福祉

でありますとか医療、防災や教育といった基本的な政策にも十二分に力を注いでまいりま

して、さらにこの町に生まれた子どもたちが、このふるさと、岡崎に対して、より以上に大

きな愛情を、誇りを持てるような、そんな『夢ある次の新しい岡崎』を築くために頑張って

まいりたい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。あと２、３年いた

しますれば、きっと皆さま方が自分の目で見て明らかに岡崎が変わってきたなと、こういう

ふうに思っていただけるということを確信いたしております。どうか皆さま方にご期待い

ただきますと共に、より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。どうも、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。それでは前のお席にお願いいたします。

司会－ それでは岡崎げんき館市民会議のご紹介を、お願いいたします。

げんき館市民会議代表者－ 本日は内田岡崎市長さんと直接対話できる機会としてこのよ

うな場を設けていただき、誠にありがとうございます。そして今、市長さんから岡崎の未来

について映像で拝見させていただいて、岡崎市民として、ますます将来が楽しみだな、と思

うようになりました。リバーフロントを歩くのも元気な足があってこそ、健康あればこそ、

まさにわれわれ、げんき館市民会議の活動とリンクしてくるわけでございます。

では、げんき館市民会議の紹介をさせてす頂きます。げんき館市民会議は、げんき館の活

用・運営に関して市民や関係団体の意見などを反映させるために、岡崎市からの働き掛けに

よって平成15年度に５つのグループによる市民ワークショップが開催されました。その後、

公募市民や地域のかたがた、そして市内の健康づくりに携わるさまざまな団体の方にも参

加していただき、平成16年10月に、岡崎げんき館市民会議として正式に発足し、今年で11年

目を迎える団体です。

市民会議には５つの部会があり、保健サポート部会、運動サポート部会、栄養サポート部

会、子どもサポート部会、市民交流会からなっています。これら５つの部会が、主にげんき

館を拠点とした13の事業を市やSPCさんと連携しながら定期的に実施しています。また年間
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の大きな行事としては、先月行われました『秋のげんきまつり』や、毎年３月に開催してい

ます市民フォーラムなどがあります。市民会議の活動スローガンは『笑顔でげんきの輪を広

げよう！』です。この言葉どおりに、メンバーがそれぞれの専門分野や得意分野を生かして、

げんき館を中心に笑顔で日々市民の健康づくりに貢献しています。そして『げんきの輪』と

いう言葉に象徴されるように、参加団体同士がコラボをしたり協力し合って、健康講座や栄

養教室などを幅広く開催しています。その活動の基本には、岡崎市が推進する『健康おかざ

き21計画』があると思います。その母体である『健康日本21』は各市町村の地域性に合わせ

て策定されていますが、その中でも特に、市の健康づくりの拠点としてげんき館があり、市

とSPCさんと市民の声を生かした市民会議の三者が協働して、その実現に向けて活動してい

るというのは全国的にも珍しいと聞いております。

市民一人一人が元気づくりに取り組めるように、さまざまな講座やイベントや情報発信

をしているげんき館市民会議です。市民の健康寿命が延びれば市の医療費や福祉への出費

も抑えられ、経済効果も抜群です。何より岡崎を健やかで心豊かな街にしたいという熱い思

いの市民会議です。今後も市民団体ならではの視点と専門性を発揮しつつ、いつも温かく協

力してくださる保健所の皆さんとSPCさんと共に、われわれ市民会議メンバー一同、これか

らも市民の健康づくりのお手伝いをしてまいりたいと考えておりますので、どうか今まで

以上に協働と連携を強化して頂ければと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。以上です。

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、発表していただきます。よろしくお願いいたします。

保健サポート部会代表者－ 所属はこの市民会議の中では保健サポート部会と申しまして、

主に三師会ですね。医師会、歯科医師会、薬剤師会の、この三つの会が中心となって構成し

ている保健サポート部会に所属しております。私は歯科医師会所属でありますが、ちょうど

平成20年、こちらげんき館オープンしたわけですけど、それを前後して、その前の代表から

引き継がせて頂いて４年間代表を務めさせて頂きました。

今も代表からもお話がありましたように、このげんき館市民会議というのは岡崎市から

の呼び掛けにより平成14年、15年頃から活動を始めてまいりました。当初、仮称であったわ

けですけど、岡崎げんき館の整備基本計画、基本構想っていうのがありまして、それに基づ

いて市民の皆さんからの意見とか力を借りたいということで、われわれ集まったわけです

が、そのわれわれの市民会議のこの存在意義と言いますか、この市民の健康づくりを協働と

いう形で推進する岡崎市として、どう評価されているのか、またどういったことを期待され

ているのかっていうのを、ぜひ市長から伺いたいと思います。本当に抽象的な質問・要望で

申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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司会－ はい、ありがとうございます。お願いいたします。

市長－ いつも大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。この岡崎げんき館

は、平成14年度に整備基本構想を策定いたしまして、本市における健康づくりの拠点施設と

して、今お話し頂きましたとおり平成20年の３月にオープンしたものであります。この整備

基本構想におきましては、げんき館における市民活動支援事業の目的として、各種市民団体

との連携を図り、地域交流の機会を提供することとなっております。

また市民の健康づくりを担いますこの岡崎げんき館では、行政主導ではなく、市民会議、

SPC、行政との協働によりまして、三者が対等な立場で運営を行うこととしております。殊

に市民会議の皆さまにおかれましては、げんき館の在り方に関する提案や健康づくり、市民

交流事業の企画運営をして頂くなど、その役割は大変重要なものであると認識しておりま

す。

さらに『健康おかざき21計画』におきましては、市民が健康づくりに取り組みやすい環境

を社会全体でつくっていくということを目指しまして、地域の健康づくりの核となる人材

の育成にも努め、さらに地域や各種団体との連携を深めていくということとしていますこ

とから、行政の役割といたしましては、市民会議、事業へのご提案をすると共に、活動費や

活動場所も提供させていただくということになっております。

これらの役割分担の下に市民会議の皆さま方におかれましては、市民ニーズの的確な把

握、市民目線によります講座や教室の企画・運営などを積極的に行っていただいておるとこ

ろであります。今後とも、本市における健康意識や、行動のきっかけづくりとして、継続し

て取り組める環境づくりを担う、またパートナーとして引き続き連携・協力をお願い申し上

げるものであります。

なお来年平成28年におきましては、本市は先ほど申し上げましたとおり市制施行100周年

を迎えるわけでありまして、例年開催しております『秋のげんきまつり』を、100周年記念

事業として位置付けておるところであります。この記念事業を市民会議の皆さま方と協力・

連携の下、さらに立派に成功させたいと思っておりますので、どうぞその点も、よろしくお

願い申し上げます。以上です。

司会－ はい。ただ今の回答につきましては、いかがでしょうか。

保健サポート部会代表者－市長におかれましては非常に高いご評価を頂きましてありがと

うございます。先ほども代表からもお話が出ましたが、やはりこの岡崎げんき館市民会議の

特殊性というか、私どももかつては他の市・町のこういった関連っていいますか、似たよう

な施設を訪問したり、またオープンした後はこちらに来ていただいて、いろんな交流をしつ

つ質問を受けたりした中で、どこへ行っても驚かれるのが、これだけの団体の皆さんが一つ

になって、市民の健康づくりという一つのテーマに向かって頑張っているっていうのは非



12

常に珍しいですねと。手前みそで恐縮ですが、私ども三師会においても、それぞれの団体は

もちろん岡崎市と連携していろんな事業進めておりますが、この三師会が一緒になって一

つの事業をやっていくとか、なかなかこれは、やれるようでやれない。いろいろ他の地区で

は事情もあるでしょうし、そんな中で進めております。

ですからそういったことを市長にも、ぜひ市の内外にどんどんアピール、PRして頂きまし

て、またよその地域に行かれたおりには、そういった所でげんき館に似たような施設はどう

なんだろうとか、そういったことを、ぜひ探ってきて頂きたいといいますか教えていただき

たいと思います。何せ、この旧市民病院の跡地ということで、後ほどの要望で触れると思い

ますが、施設が限られておりますので決して立派な大きな施設ではありません。例えば横浜

にお邪魔したときなどは、世界選手権とかが開催できるような大きなプールやいろいろな

施設はあるんですが、なかなかそれぞれの部門では特化して素晴らしくても、やはりこの岡

崎げんき館のように、市民の皆さん、そしていろんな団体、専門家の皆さんが一つになって

活動するっていう所は、どうも少ないようですね。ですからその辺も今まで以上にご評価い

ただいて、そしてまた市民の元気に市長も一つ力をお貸しいただければと思います。

ぜひ、また許して頂けるんであれば、私、保健サポート部会ではありますが、運動、栄養、

子ども、市民交流とありますんで、そういった方たちからも事業の内容だとか、ちょっとし

た感想みたいなことを伺えるといいかと思いますが、いかがでしょうか。

げんき館市民会議代表者－ぜひ日々頑張ってらっしゃる方の生の声も、ちょっと聞けたら

と思います。

保健サポート部会代表者－ よろしいでしょうか。じゃあ運動サポート部会いきなり振っ

ちゃうけど、どうぞ。参加者の皆さんの感じとか。

運動サポート部会代表者－ 後から、要望でもちょっと意見をさせていただきます。運動サ

ポート部会のほうは『健康づくり講座』、『地域ふれあい健康教室』、そして『ウオーキング

教室』の３事業を開催しております。

『地域ふれあい健康教室』に対しましては栄養サポート部会の食会さんと合同で開催して

おります。運動と栄養、両方とも健康づくりには欠かせない事業なので、げんき館を拠点に

したものと、あと地域で、『地域ふれあい』っていう名称ですので各市民センターを年間２

回ずつ、いろいろな所を回って開催させていただいております。各事業とも、皆さん参加者

が本当にたくさん応募していただきまして好評を頂いております。

『ウオーキング教室』に関しましては市内のいろいろな名所を、車でしか通らなかった所

を歩いてみたら本当に新しい発見とか、そういったことがとても楽しいということで、また

次回も参加したいっていうご意見も頂いております。

『健康づくり講座』のほうも、ここの多目的室を使わせていただいて開催しておりますが、
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やはりだんだん50代、60代、70代という感じで高齢者の方も多く、どんどん参加されていま

して、応募情報もかなりたくさんの参加を頂いております。そういった感じですが、よろし

いでしょうか。ありがとうございます。

司会－ ありがとうございました。

保健サポート部会代表者－じゃあ栄養サポート部会はどうでしょう。

栄養サポート部会代表者－ 栄養サポート部会は、岡崎栄養士会と岡崎市食生活改善協議

会という二つの団体で部会をつくっていて、やはり主に食を通じて健康を守るっていうこ

とがテーマでございまして、メインテーマは『栄養ステーション』ということになりますが、

『栄養ステーション』は年４回、ここの調理室それから市民活動室をお借りして会を開いて

おります。やはり食を通じてということですので、そこで食を、みんなで食べて味わう、そ

の後に少し勉強をして帰るということが、まず一つありまして、やはり健康になるような食

をということが一番なんですけども、それをみんなで作っていくと、最初は、あたかも私た

ちがみんな集まってくるわけですけども、料理を作ってる間に本当に皆さん仲良くなりま

して。食べてる間は非常に話がはずんで、来て良かったということを、皆さん言って頂けま

すし、後で少し食に関して勉強を少しして頂いて、ミニミニ講座、やはりそういうことで勉

強もして頂いて、一人一人は栄養相談もお受けするというような形で、料理だけではなくて

それにプラスα健康ということをテーマに勉強しています。その他、食生活改善協議会は障

がい者の料理教室とか、そういういろんなテーマで料理をやっていて、幅広いかたがたと交

流をしております。これからも健康をつくることを目的に頑張っていきたいと。よろしくお

願いします。

司会－ ありがとうございます。

保健サポート部会代表者－子どもサポート部会は、どうですか。

司会－ はい。よろしくお願いいたします。

子どもサポート部会代表者－ 子どもサポート部会は岡崎短期大学・岡崎女子大学の『げん

きクラブ』というクラブ活動をしている団体と、小児科医会からお医者さんが２名出てきて

くださって、岡崎市内のお子さんの健全育成について活動をしている部会です。今回、市長

さんとお話ができる機会があるということをサポート部会にもお話ししまして、お医者さ

んたちから「ぜひ、市長さんにお話をしてきなさい」という使命を受けてきましたんで、

ちょっと私、本当に緊張をしているんですけれども、少しお話をさせていただけたらと思い
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ますので、よろしくお願いいたします。

先日の市政だよりにも出ておりましたが、岡崎市が早期療育システムっていうのを発達

センターに向けて考えていまして、その入り口部門として療育的支援事業という事業があ

ります。これは保健や福祉、子育て支援などが一丸となって、療育という発達支援の必要な

お子さんを見極め、保護者の方に療育の必要性を感じて頂いて、療育につなげていくという

システムの中の、一番の入り口となっている事業になります。これが29年からスタートする

んですけれども、そこまでの試験的にパイロット事業として、今年の10月から市内の保育園

１カ所で事業が始まりました。

そのパイロット事業を市民会議の中の、子どもサポート部会の中にある『ぷち』という団

体が一緒に事業をさせて頂いています。『ぷち』は、げんき館ができてからずっと、気にな

る親子への支援をさせて頂いている団体となっています。その気になる親子さんへの支援

をずっとさせて頂いているっていう、その市民会議の事業から早期の療育システムの少し

一端を担わせて頂けるようになったことも、すごくうれしいなって思っております。今、始

まったんですけれども、やっぱり発達の気になるお子さんを持つ親御さんに寄り添う支援

の重要性とか、その責任の重さっていうのを日々感じながらパイロット事業に携わらさせ

て頂いています。なので、システムそのものもすごく大事ですけれども、一番の入り口とな

る療育的支援事業の大切さを一緒に考えさせて頂きたいなって感じています。

そのことを伝えてくださいということでしたので、市民会議として一員として一生懸命

頑張りたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。

保健サポート部会代表者－あと市民交流部会という、特に地元、若宮商店街の皆さんを中心

とした、この地域の皆さんの部会があるんですが、なんかこの際、お話ししたいこととかあ

りますか。

保健サポート部会代表者－どうですか。ぜひお願いします。地元の、そして元代表として。

市民交流部会代表者－ やはりわれわれの市民交流部会の第一の目的っていうのは、体の

健康に関しては、みんな他の部会に任せるっていうことで、心の健康を活性化させようとい

うところで、じゃあ祭りに力を入れていこうじゃないかっていうことで、地元の若宮商店街

の皆さま方の協力で、いろんな祭りに対してのにぎやかしみたいなところですね。それを

やっております。

われわれの要望ではありますけれども、やはりこういったみんなで騒いで楽しくやって

いこうという中においては、市民会議だけで50名おりますけれども、もっと他の市民団体と

のいろんな連携、図書館とか、なごみんとかありますけども、こういったもので大きな、もっ
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と固まりにして、いろいろとその市民の健康とか、常にそういったことに関して考えていけ

たらなとは思っておりますので、その辺の協力も、できたら市のほうにも行政のほうにもお

願いしたいと思っております。以上です。

司会－ ありがとうございました。

保健サポート部会代表者－私ばかりしゃべってしまって、突然振らして頂いて、すいません

でした。

今の５つの部会、いろんな活動をしておりますが、先ほど子どもサポート部会からもお話

ありましたように、例えば医師会の先生が運動の教室にアドバイザーとして参加している

とか、先ほどもPRさして頂きましたけど、そのような他にはない、この岡崎げんき館、そし

て岡崎げんき館市民会議というこの良さがありますので、ぜひその辺りもどんどん内外に

アピールしていただいて、器はこれ以上は大きくならないかもしれないですけど、中身のよ

り濃いものにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最初の要望

は以上ということで、ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは引き続きまして要望提案をよろしくお願いい

たします。

運動サポート部会代表者－ 失礼いたします。私、先ほど言ったように運動サポート部会に

属しておりますが、その中での今回、市民会議の委託料の増額についてご意見させて頂きま

す。

市民会議の運営活動費は市からの委託料で賄っていますが、事業によっては募集定員を

超える申し込みがあるため、やむなく参加をお断りもしている状況です。例えば『ウオーキ

ング教室』については以前30名定員の募集に対して多いときには50名近い応募があり、多く

の方にお断りをした経緯があります。そういった状況の中から、昨年からできるだけ多くの

方に参加をしていただくため35名定員にして開催をしています。また、年18回、６回コース

を３クール開催から、年20回、５回コースを４クールに増やして開催しています。それでも

今年度も毎回定員を上回る応募にお断りしている状況です。今月24日から始まる『ウオーキ

ング教室』も57名もの応募者に、残念ながら３分の１以上の方にお断りをしました。運動を

始める始めの一歩のきっかけとなるように、より多くの市民に参加して頂きたいと思いま

す。そのためには、安全面も考慮してスタッフの増員を図り、開催日数を増やすことが望ま

れます。しかし限られた金額の範囲で企画・実施しているため、現在は実施回数を増やすこ

とも困難な状況です。健康づくりのきっかけとして申し込みをしていただいた方がより多

く参加できるように、委託料の増額を要望します。予算の増額によりスタッフの増員も図ら

れ、より多くの方に健康づくりの機会を提供することができます。
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さて、市民会議活動の多くは市民会議のメンバーのボランティア精神に支えられていま

す。メンバーの多くは手弁当で駆けつけ、市民の健康と笑顔のために頑張っています。これ

もひとえに岡崎を元気で健康な町にしたい、市民の皆さんの健康づくりのお手伝いをした

いという思いからです。それぞれ家事や仕事がある中、やり繰りをしています。市民会議は

岡崎市との協働の下、市民の健康づくりに寄与していきたいと考えます。その点を含めて、

さらに岡崎げんき館を中心とした健康づくり活動が活発に広がっていきますように、今後

ともご理解・ご支援を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。

市長－ まず本当にお仕事やご家庭のある中で限られた予算でご尽力をいただいておりま

すこと、重ねて感謝申し上げたいと思います。市民会議の皆さま方が企画されています教室

や講座につきましては毎回多くの申し込みがあり、リピーターも多いと聞いておるところ

であります。限られた予算の中で、事業内容を工夫して活動するどころじゃない状況にあり

まして、本当に申し訳ないと思っておるわけであります。

ご要望いただきました予算の増額についてでありますが、より多くの方が健康づくりを

意識して行動するきっかけとなるような新しい事業を、ぜひ提案頂きまして、そのような提

案に対しましてはこちらも積極的に予算を付けてまいりたいと考えております。例えば、げ

んき館の中だけではなくて地域で自主的に活動できる指導者の育成でありますとか、各地

域での講座や教室の開催など、げんき館が遠くてなかなか来ることができないという方の

ための、健康づくりに取り組めるような活動をしていこうということも、一つの考え方では

ないかと思っております。また従来から続けて頂いております事業につきましては参加費

や対象者の見直しを行うなど、より効果的な内容となるように意見交換をさせて頂きたい

と考えております。

多くの市民の皆さま方に、健康づくりの機会を提供して頂くためには、市民会議の皆さま

のような民間の活動によるお力添えっていうのが必要であろうと考えております。市とい

たしましても、市民会議の皆さま方にはこれまで同様、活動を実践して頂けますよう今後と

も支援をしてまいりたいと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。

司会－ それでは、ただ今の回答でよろしかったでしょうか。

司会－ ありがとうございます。それでは次の要望・提案をよろしくお願いいたします。

保健サポート部会員－駐車場の問題っていうのは、これはわれわれ市民会議だけの問題
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じゃなくて、げんき館全体の問題だと思いますけれど。今回こういう会があるということで、

一応駐車場の問題、提案をさして頂きました。この中におられる皆さん、多分、駐車場で困っ

た方って、すぐに入られなかったことが結構あるんじゃないかと、市長さんもプールに来ら

れてたということなので、大変だったと。

市長－ 困ります。大変なので帰ったことが２回あります。

保健サポート部会員－だから、そういう問題が常々ありまして、げんき館発足の時点から

「駐車場、足りないんじゃないか」ということが言われてきた。われわれ市民会議と保健所

とSPCとの三者で定期的に協議会をやっていますが、事あるごとにその問題がぶり返してき

た。ただ「じゃあどうするか」っていう話になると「立体駐車場にできれば一番いいんだけ

ど、あれって高いよな」っていう話になって、他のアイデアがなかなか浮かばずに、そのま

ままた話が終わってしまう。そういう状況が常に続いております。

特にそういう状況が続きますと、「げんき館行ってもちょっと駐車場混んじゃって入れな

いよな、特にイベントのときなんかに」、そういうことが口コミで広がっちゃうと、そのた

めに行くのをやめようかっていう話にならないとも限らない。一昨年でしたか。『秋のげん

きまつり』のときに、私、駐車場の当番で駐車場の整理をやらせて頂いたことがあるんです

けど、やっぱり一番混み合う午前中の時間にストップをかけて、ズラッと車が並んじゃうん

ですね。そういうことがたびたび起こると、「げんきまつりの時、混んじゃうよな」ってい

う話になっちゃうと、せっかくいい、例えば講演会があったりとかしても、それが足かせに

なってしまうと。

今年度、まだできてないそうですが、駐車場の北の端に10台ほど保健所の車のスペースが

取ってあるわけですが、周辺の駐車場を整備してそこに移るという話で、来年になるとそれ

ができるそうなんですね。10台ほどですかね。それだけでも少しは混雑が解消されるかなと

は思うんですが、やはりそのイベントのときなんかは、その10台ぐらいじゃとても足らんの

だろうと考えてます。だからと言って、いいアイデアがあるというわけではないんですが、

立体にするのは確かにお金が掛かるんで、この時点で要望していいのかどうかがちょっと

迷うところですが、何か周辺の土地も含めて、少しずつでも混雑が解消できるようなアイデ

アを頂きたいと思っております。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。

保健部長－ ご意見・ご質問ありがとうございます。駐車場の問題でございますけども、こ

れにつきましては、ただ今ご要望いただきましたように、駐車場の混雑によりまして、岡崎

げんき館をご利用される皆さま、たびたびご迷惑をお掛けしておるようなことがございま

して、申し訳ございません。



18

保健所ではこれまで、少しでも混雑を解消するようにということで、また駐車場内での安

全確保のために、混雑が予想される日には、できるだけ他の会議を入れない等、行事の分散

化ですとか、警備員を配置して誘導するなどのソフト対策を行ってきたところでございま

す。先ほど先生のお話がありましたように、今年度、げんき館のすぐ南側の土地ですね、個

人所有地ですけども、お借りする話をやっとまとめることができまして、10月の17日に正式

に契約をいたしました。現在は、砂利敷き等、整備が必要なものですから業者の選定をして

いるところでございますので、年が明けて１月中には整備が終わって、げんき館の駐車場に

停めております公用車16台をそちらの駐車場に持っていくことを予定しておるところでご

ざいます。他にも、先生に逆に言われちゃいましたけども、私どもも周辺で借りれる土地が

あったら、なにかいい情報があったらお聞かせいただければ、こちらのほうからも交渉に出

向くことも考えていきたいなと思っております。

駐車場の台数の増加につきましては、やはりお話があったとおり、立体駐車場ということ

になりますと簡易な駐車場でも非常に、億単位のお金が掛かってくるということになりま

すし、その間、何カ月間も代替の駐車場がないと、駐車場の利用ができなければ、当然、利

用者の利用もできないということもございまして、やっぱりいつまでたっても変わらない

状況かなとは思います。だから、少しでも増やせるような方策というのは考えていきたいと

思います。

特に平日の混雑時ですね。10時からお昼前後ぐらいの時間は、この入り口から交差点の辺

までつながっちゃうんですね。その台数は大体十数台っていつも数えているんですけども、

公用車が抜ける分だけ少しでも余裕ができれば、何とか駐車待ちっていうのは解消できる

んじゃないのかなと思っておりますし、今後とも混雑の状況は調査を続けてまいりますの

で、それの状況の報告も含めまして、今後の在り方、引き続きげんき館の皆さん、それから

SPCの皆さんにも相談し、新しい提案がありましたら、提案をしていただきながら意見交換

をしていきたいなと思っております。ずっと続いていることなんですけども、申し訳ありま

せんが今しばらくまた様子を見させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

したいと思います。

司会－ ただ今の回答でよろしかったでしょうか。

市民交流部会代表者－市民会議としての駐車場や立駐が欲しいという意見はもっともだと

思いますけど、私、若宮商店街の地元の人たちの中には、やっぱり反対意見もあって、立駐

に関しては、やはり景色が暗くなるというのと、以前市民病院だった所の立駐っていうのが

本当に訳の分からん人間が住みついたりとか、そういったことで結構、われわれも防犯のほ

うで苦労いたしました。それと今、岡崎市がやっております、まちバスがほとんど機能して
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ない状態ですので、げんき館に来る方はもうちょっと、まちバスを利用してくれれば、その

辺は減るんじゃないかとは思いますけども、その辺も検討していただきたいと思います。一

応、地元としてはちょっと反対っていうことは言ってありますけど。

司会－ はい、ありがとうございました。事前に頂いているご要望は以上でございます。

それでは多少お時間もございますので、その他ご意見のある方がいらっしゃいましたら

挙手をお願いいたします。発言の前にお名前をお願いいたします。また多くの皆さまからご

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よろしくお願いいたします。

それではご意見ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。

げんき館市民会議代表者－今の駐車場に関してですけども、確かに不便も不便だし、昼間は

警備員さんがいるのでうまく誘導してくれるんですけども、夜になると警備員さんがいな

くて、私の見た光景だと、何台か一つの場所取り合うような、ちょっと殺気立ってるような。

それで、教室に遅れちゃうとかですね。あと事故が起こらないかっていうことを心配するわ

けです。なので本当に起こる前に考えていただきたいというのが一つと、さっきのまちバス

で、例えば本庁の駐車場が立駐とか、もしスペースがあれば、そことうまくつなげて、それ

を告知して、みんな安心して参加できるようなアイデアなんかも、またご検討いただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

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せんでしょうか。

はい、どうぞ。

若宮通り商店街会長一 はい、失礼します。市民交流部会、一応地元の若宮通り商店街、会

長をしております。駐車場の件なんですけれど、やはり地元としては申し訳ないんですけど

駐車場は今まで、元の市民病院の立体駐車場がありまして、暗くなっちゃったりとか、先ほ

ど言われたように本当に夜ちょっと浮浪者がいたりとか、そういうことがありました。地元

としては渋滞は知ってるんですけれども、やはりそこら辺を何とか解消して、現実に本当に

利用してる人でなくて、やはり以前ですと、ここへ停められてどっかへ買い物に行かれたり

とか、現実にそういう問題ありまして、一時は本当に岡短の学生が停めて、それをこちらの

警備員の人が声掛けして頂いて、そういうのがだいぶ減ったんですけれど、じゃあ全部なく

なってるのかっていうと、そうでもないみたいなんですね、現実的には。

あと、やはり健診なんかのときに混んでおると思うんですけど、健診の時間でも少し長く

していただければ、その分だけでも渋滞は減るんじゃないかと。いつも渋滞しているわけで

ないものですから、本当そういうときだけ渋滞してるような感じとは思うんです。ですから、

できることなら一つ考えて頂いて。

例えば、できるかできないか分かんないですけど入り口にゲートを造って、利用者さんに
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は判を押して、出るときに見せて出てくださいと。昼は30分か１時間とか有料みたいな感じ

になれば、恐らくグッと減ると思います。だから有料とかじゃないにしても、何か一つゲー

トを設けるなり考えて頂ければ若干減るんじゃないかなと。もしそれでもなければ、たくさ

ん利用して頂けるんですから、第２の駐車場を造るっていう話はいいかと思うんですけど、

まず一つ考えて頂けたらなというのが地元としての意見でございます。よろしくお願いし

ます。

司会－ ありがとうございました。お願いいたします。

保健部長－ いろいろご意見をありがとうございます。利用される方、常用の方、それぞれ

これだけ駐車場の話でいろいろ出てくるとちょっと思っておりませんでした。有意義なお

話を聞かせて頂いたので、ありがたく思っております。駐車場の解消の方法っていうのも、

私どもも今までもいろいろ考えてきておりまして、そのゲートも検討はしておりますし、立

駐にするにしましてもせいぜい２層ぐらいの低いものか、もう一層上にあればいいのかな

と思っておるんですけども、それでも非常に大きな金額が掛かるっていうこともあります

ので、しっかり検討しなくちゃいけないということもございますので、また、本当に皆さん

のご意見をお聞きして検討は継続していきたいと思っております。少しでも停められる所

がありましたら、私ども交渉に出向きますので、なにかいい情報があったらぜひ、特に地元

の商店街の皆さん、教えて頂きたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

司会－ はい。その他ございましたら。

それではご意見も尽きたようでございます。最後に市長からご挨拶をお願いいたします。

市長－ 今日はどうも、平日のお忙しい中にも関わらず、夜分多数ご参集いただきまして本

当にありがとうございました。私も、今日お聞きして初めて知ったこともございまして、か

つての駐車場に浮浪者がおったなんてことは、今まで全く想像もしなかったわけでありま

す。そういったことを、また内部で検討させて頂きまして、考えていきたいと思っておりま

す。今日頂きましたご意見を、適切なお答えができたかどうか分かりませんけれども、一応

その分野の一番の責任者が来ておりまして、皆さまの意見をきちっと聞かせて頂きました

ので、われわれがそれを認識したということが一番の価値があったのではないかというふ

うに思っております。これから努力をして、そのことですぐできることもございますし、ま

たしばらく時間がかかること、またお金が要りますので、そういった意味でなかなか難し

いっていうものもありますけども、これからも皆さま方のご意見をしっかり聞いて対策を

とっていきたいと思いますので、またいろいろとご指導賜りますが、よろしくお願い申し上

げる次第であります。

駐車場の問題につきましても、私自身もいろいろと疑問に思ったことがありまして、浮浪
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者の方がお見えになったことがあるなんてこと知りませんで、市民病院の所の駐車場は、後

から造った確か駐車場でしたので「あれを、なんで壊しちゃったんだ」っていうことを言い

ましたら、アスベストの問題があったそうですね。そういうことで壊しちゃったわけで、ま

た手狭であったってこともありまして、先ほどの部長が言いましたとおり、「２階建てぐら

いで、もう一層増やすぐらいどうか、駐車場はできないのか」ということも、検討は中でし

ておりますので、それがまた本当によろしいのかどうか、これは、またいつになるか分かり

ませんけれども、皆さま方のご意見をもう一回、後で聞かしていただく中で、しっかり検討

していきたい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。

また、今日はこうした場で私が聞きに来るので、個人的に一言、言いたいっていう方がご

ざいましたら、後で残って頂きまして、私も残っておりますので、またこちらのほうにお申

し出ください。今日は本当に、どうもありがとうございました。


