
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年２月２日（火）19 時 00 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎商工会議所青年部 52 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－ 市長の内田康宏であります。本日は月初めの大変お忙しい中にもかかわりませず、

こうして市民対話集会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。皆さま方に

は日頃から本市市政運営に関しまして、多大なるご理解とご協力をたまわっているわけで

ございまして、あらためて厚く御礼申し上げます。

本日は、私が現在の市政の状況をご報告申し上げますと共に、皆さま方からご意見を私が

直接お聞きいたしますことによりまして、これからの市政運営にそうしたご意見をできる

限り生かしてまいりたい。こういうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。もう既に何度も私の話を聞いていただいた方もおられると思いますけれども、毎回

少しずつ新しい内容も加わっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

商工会議所青年部の皆さまにおかれましては、平成元年の設立以来、第一線でご活躍され

ておみえになります多くの諸先輩を輩出しまして、現在でも 200 名を超える会員の方がた

が在籍しているというふうにお聞きしております。皆さま方にはこれまでの活動を軸とさ

れておみえになりました、自己研鑚、相互啓発、そして地域振興の３本の柱の精神と共に、

これからも岡崎の地域経済の発展に大きく貢献していただけるものと期待しているもので

あります。

また、平成 25 年度、26年度の２カ年に開催されましたビジネスプランコンテストにおき

ましては、大学生を中心とした若い世代の皆さま方を対象に、起業家教育や人材発掘を目的

としたチャレンジすることの素晴らしさということを経験する機会も提供していただいた

とも聞いております。さらに、今年の９月２日と３日には、岡崎中央総合公園におきまして、

第 29回東海ブロック大会が開催されるとも聞いております。他の地域の若い経営者が一堂

に集い、語らい、そして岡崎におきまして絆を深めることによって、市制 100 周年という節

目を迎えた本市から、ぜひとも次代の地域経済界を担っていくニューリーダーが育ってい

くことを期待しております。

さて、昨年は家康公 400 年祭ということで、生誕の地でありますこの岡崎と、出世の地で

あります浜松、そして大御所の地の静岡の３市が連携しまして、数々の記念事業を展開して

まいったところであります。去る 12 月 26 日には 400 年祭のエンディングセレモニーとい

たしまして、提灯行列や乙川に青く光る LED ボール３万個を見ていただいております『泰平

の祈り』を開催したところでありますが、２万人を超える多くの市民や観光客の皆さま方の

ご来会をたまわりまして、成功裏に 400 年祭のフィナーレを飾ることができたわけでござ

います。ご尽力いただきました市民の皆さまや関係者のかたがたには、あらためて御礼を申

し上げたいと思います。

また、岡崎公園内にも 15 万球のイルミネーションによって幻想的に演出しました『岡崎

家康公イルミネーション 2015』は大変好評でありまして、これは 12 月 26 日で終わる予定

だったんですけれども、新年の１日の午前２時まで、これはつけさせていただくことになり

ました。今後もこのイルミネーションの『泰平の祈り』を継続的に実施することによりまし

て、岡崎の新たな冬のイベントとして定着させたい。このように考えております。『泰平の
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祈り』は５年間の国の補助事業で行われているものでありまして、もし昨年見逃したという

方は、ぜひ今年は来ていただきたいと思います。

そして、今年の７月にはいよいよ本市の市制施行 100 周年を迎えるわけであります。100

周年の記念事業につきましては、事業全体を『新世紀・岡崎飛躍祭』と名付けまして記念事

業を展開してきたところでございますが、私どもは昨年の 400 年祭と今年の 100 周年をワ

ンパッケージとして捉えまして、岡崎市内外へも岡崎の PR活動というものを進めてまいり

たいと考えています。

まずその一つであります『岡崎さくら 100 年プロジェクト』につきましては、市民の皆さ

ま方と一緒に桜のまちづくりを進めるべく、昨年 11 月の植樹を皮切りといたしまして、今

年度は約 1150 本の植樹を市内で行う予定にしています。今後３年間をかけまして、市内に

新たな桜のスポットづくりを行ってまいりたいと考えていますが、これからは開花時期の

異なるさまざまな桜を市内各地に植えることによりまして、長い間、市内で桜が楽しめるよ

うにしたい。家康行列するときに桜のない年があるなんていうことのないようにしたい。こ

のように考えています。

さらに、これから私たちも高齢化社会の一員となるわけでありますけれども、遠くの名所

までわざわざ車に乗って出掛けなくても、近所の公園で手軽に桜が楽しめる環境づくりと

いうものを取り組んでまいりたいというふうに考えています。また、岡崎はもともと桜の名

所でありますので、市の花として、現在の藤に加えまして桜も追加したい。このようにも考

えています。

次に、『赤い糸プロジェクト』におきましては、市内の事業者のかたがたの参加をいただ

きまして、本市の歴史、伝統工芸、食べ物などの基礎資源を生かした新たな特産品の開発や、

赤ワインに合う八丁味噌を使った市制 100 周年記念メニューの開発を進めていただいてい

るところであります。この事業を通じまして、観光の重要な要素として、私が常々申し上げ

ております岡崎ならではのおいしい食べ物、魅力的なおみやげ、こういったものの誕生につ

ながることを期待しておるわけであります。さらに、全小学校区ごとの地域の魅力を取りま

とめました『岡崎まちものがたり作成事業』。こうした単なる一過性の祭典ではなくて、こ

れまでの岡崎の歴史を振り返り、将来のまちづくりにつながる事業というものを行ってま

いりたいと考えております。ことにまちものがたり事業は、100 年先にも残ることになりま

すので、ご関係の方がおみえになりましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

また、恒例の桜まつりや花火大会につきましても、100 周年の記念にふさわしいイベント

となるよう、こちらも準備を進めているところであります。春の家康行列におきましては、

名前はまだ記者会見をしておりませんので公表できないわけでありますけれども、皆さん

がた、十分ご存じの著名人の方に参加していただきまして、また同時に、一日警察署長にな

っていただける女優の方も、思わぬ方にご参加いただけることになりましたので、どうぞ楽

しみにしておいていただきたいと思います。

その他、２月 13日には、新東名高速道路の愛知県区間が開通する運びとなります。こ
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の開通によりまして、長年の懸案でありました現在の東名高速道路の渋滞緩和につながる

ものと期待しております。さらに、岡崎市には新たな玄関口となります岡崎東インターチ

ェンジと、東海３県では最大規模のサービスエリアとなります『ネオパーサ岡崎』が北部

に建設されることになりまして、雇用や誘客促進にも寄与してくれるものと期待している

ところであります。完成後は刈谷のハイウェイオアシスに負けないものになる、こういう

ことを期待しております。また、それぞれの東名高速道路の利便性の向上のために、スマ

ートインターチェンジの設置につきましても、ただ今、国会議員の先生と共に要望してお

るところであります。

さらに 10月には、現在改修中の市民会館がリニューアルオープンの予定となっています。

今回の改修におきましては、敷地はフラット化されまして、空調や舞台、客席も一新いたし

ますので、今見ていただいておりますとおり、改修とは言いましても新築に近い出来栄えと

なります。完成後は本市の新たな文化芸術の拠点としてご活用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。そして、岡崎が将来にわたって誰もが住んで

いたい、訪れてみたいと思っていただける魅力あるまちづくりにこれからも頑張っていき

たいと思っています。

『乙川リバーフロント計画』についてでありますが、この計画は乙川から東岡崎、さらに

は岡崎城から岡崎公園の一体的な整備を行いまして、康生地区、伝馬通りの空き店舗を活用、

そして市内の歴史的な資産などを活用した中心市街地全体の活性化、さらには市域全域の

活性化をも目指すための第一歩です。これまでもさまざまな活性化が行われてきたところ

でありますけれども、今回のように総合的な対応というのは初めてになるわけであります。

こうした政策は総合的に行われてこそ、初めて効果が出てくるものではないか。このように

考えています。そして、その第一歩になります『乙川リバーフロント計画』になりますが、

昨年の３月に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 27 年度の国からの交付金が全国でも異例

の要求通りの満額交付という順調なスタートを切ることができたわけであります。今後も

もし順調に交付金をいただけることができれば、仮設工事などを除いた補助対象工事の最

大で半分ぐらいが国から補助されることになりますので、引き続き国への支援を積極的に

働きかけてまいりたいと考えています。これほど好条件のもとで事業が進むということは

近年ではまれなことでありまして、周辺の市町に聞いても、ほとんどないことであります。

また、かわまちづくりには、全国では約 150 カ所の地域が登録されているわけであります

けれども、そうした中で『乙川リバーフロント計画』は、民間と行政が連携した先進的な取

り組みとしまして、全国からも注目されているところでありまして、今月 16 日には東京で

開催されます国交省主催の『かわまちづくり全国会議シンポジウム』に私が出向きまして、

岡崎の取り組みというものを先進事例として発表することになっております。このように、

市民の皆さまと共にみんなでやってまいりました『乙川リバーフロント計画』は、国からの
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お墨付きというだけではなくて、今や全国からも注目を浴びる、そんな事業となっているわ

けであります。

そして、こうしたまちづくりのための受け皿となります施設整備でありますが、昨年の秋、

平成 29 年度完成目指しての『(仮称)乙川人道橋』の工事が無事始まりました。また、殿橋

下流側の河川敷、プロムナードとしての堤防道路につきましてもただ今整備が進められて

おりまして、いよいよ市民の皆さま方がご自分の目で見て、リバーフロント地区の整備が進

んでいることが実感していただける状況になったものと思います。

一方で、工事の過程で桜をはじめとした樹木を伐採しておりまして、その部分だけ見た方

からお叱りの声をいただくことがありますけれども、戦後復興期で全国各地に植えられた

のがソメイヨシノでありますが、この桜は樹齢が 60 年ほどといわれておりまして、現在、

加齢に伴う衰弱によりまして、倒木などの危険性も増してきております。実際、今回伐採い

たしました木は、切り口等見ていただければお分かりのとおり、中が空洞化したり、腐りか

けた老木でありまして、事前にこうしたものは樹木医がチェックの上で伐採しております

ので、ご理解いただきたいと思います。

また、中央緑道にありますヒマラヤ杉につきましては、これも短期間で成長することから、

戦後全国で街路樹として採用されたものでありますけれども、残念ながら根が浅いことか

ら、台風などの強風で倒れやすい特徴があります。ここ数年の間に、全国各地で倒木や枝の

落下で車が通れない、けが人、死者さえ出たケースも出ております。実際、中央緑道におき

ましても、過去の台風によりまして倒木したヒマラヤ杉もありまして、現在では本来の高さ

の半分に切りそろえてあるわけでありますけれども、まだそれでも光を遮り暗い、こういっ

た市民からのご指摘もあるわけであります。

そこで今後は、『さくら 100 年プロジェクト』などを通じまして、市民の皆さま方にとっ

ても、また樹木にとってもより良い環境づくりというものを図ってまいりたいというふう

に考えております。当然のことながら、樹木景観を考えた植樹ということも行っていきたい

と思っていますので、どうぞご安心いただきたいと思います。その他にも、今年の桜まつり

の時期には、民間によります木舟の運行や、殿橋、明代橋のライトアップがスタートいたし

ます。これまで暗闇に包まれておりました乙川周辺の夜景が明るくなり、河川の空間が昼夜

を問わずにぎやかになるということで、カフェやレストランの進出につながることを期待

しておりますし、私どももただ見守っておるだけではなく、その方向に向けて環境整備をし

てまいりたいと考えております。

また、岡崎の石工業の PR と共に、郷土の歴史を生かすきっかけづくりとして設置いたし

ます徳川四天王の石像につきましては、現在来年度のお披露目を目指しまして制作中であ

ります。それぞれの武将が活躍した歴史的な一場面を切り出しております素晴らしいデザ

インとなっておりまして、三河武士団と家康公の天下統一への歩みをたどることができる。

そういうふうなものになります。

先日、石工団地のほうまで制作状況を私、見に行ってまいりましたけれども、そこでそれ
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ぞれの親方の方とお話したときに、この事業を進めることで何が一番よかったか。通常の仕

事ではなかなか伝統技術の伝承ということができないんですけれども、こういった高い技

術を要求される高度な作品の仕事が入って、そうしたことを若い人たちに伝えていくこと

ができるし、また個々の職員が目の色を変えて、どうやったらこの難しいものを作れるか工

夫する。こういうことで大変活性化してきている。そういう声をいただきました。こういっ

たことというのは、石工業に限らず、私たちがこれから生きがいのある仕事の創出というこ

とを考えていかなきゃいけないな。このこともきちんとしたいと思います。

さらに、新たな岡崎のシンボルとしまして東岡崎周辺に設置いたします徳川家康公像に

つきましては、この岡崎で徳川家康と名乗られた 25 歳当時の馬上の若々しい姿の銅像を、

日本芸術院の会員であります、日本屈指の銅像制作者でもあります神戸峰男先生に制作し

ていただく予定となっています。私は子どもの頃から、岡崎は家康公のふるさとといわれる

けれども駅前に像一つないじゃない、こんなことを何度も言われて悔しい思いをしたこと

がありますけれども、皆さんも同じことを一度は言われたことがあろうかと思いますけれ

ども、家康公の像の完成時にはこうしたことをもう言われないようにして、さすが岡崎とい

われるような立派なものを造っていただけると思っている次第でございます。

この像は、単なる観光のスポットとして造るだけではなくて、これから青雲の志を抱いて

岡崎を旅立っていく若者たちの立志の誓いの場として、また、家康公の故事に倣って、これ

まで人生うまくいかなかった、再起を賭けるかたがたの祈りの場となればと思う次第であ

ります。

家康公の像は、東岡崎駅周辺の整備に合わせまして、平成 30年度の末頃に設置を目指し

ておりますけれども、今月中にはデザインのイメージを公表する予定となっております。そ

して、この家康公像は、これまで申し上げてまいりましたとおり、市民の皆さま方の浄財、

寄付をもとに設置するつもりでありまして、騎馬像のイメージ画の公表に合わせまして本

格的に寄付を募ってまいりたいと思っておりますので、こちらのほうにつきましてもぜひ

ご協力をお願い申し上げたいと思っています。ちなみに、まだ正式な募金活動を行っていな

いわけでありますけれども、既に多くの方から 200 万円ほどの寄付をいただいているわけ

でございます。この事業に対する市民の方の関心というのはかなり高いんだな。こんな確信

を持ったものでございます。

このように、さまざまに整備が進められているところでありますけれども、今回の計画で

最も重要だと思いますのは、整備された人道橋などをいかに使って市民の皆さまに活用し

ていただき、そのことを通じてどのように岡崎のまちににぎわいを取り戻していくか。この

ことが一番肝心ではないかと思います。そこで、昨年 7月の『キックオフフォーラム』を皮

切りといたしまして、８月には県内外の大学生が中央緑道の再生計画を太陽の城の跡地に

誘致を目指しておりますホテルやコンベンション施設につきまして提案するデザインのワ

ークショップを開催したところ、大変若々しく斬新で素晴らしい提案をしていただくこと

ができました。ホテルの誘致につきましては、これまでにも幾つかの事業者と話を進めてき
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たわけでありますけれども、残念ながら今のところ、合意には至っていないわけであります。

デザインシャレットで提案されましたプランが実現されれば、岡崎の中心市街地の景観は

一変するであろう。このように期待しているところでありますので、ぜひともこうしたプラ

ンに賛同してくれる事業が出てくることを願っております。できれば、日本の事業者にやっ

てほしいわけでありますけれども、もしなければ、仮に外国であってもお金を出してくれる、

こういった事業をやろうというとこがあれば、仮に香港や上海でも、中東ドバイにでも行っ

てセールスに参るつもりでいます。

さらに昨年の 10月からは市民の皆さま方と共に、まちづくりをするためのワークショッ

プを開催いたしまして、『かわまちづくり』『中央緑道の活用』『歴史まちづくり』『にぎわい

の創出』、この四つのテーマのもとに市民の皆さま方と議論を深めているところでありまし

て、先月 24 日には、それぞれのグループの皆さま方から建設的な提案をいただいたところ

であります。今回いただきました提案や専門家の意見を参考にしながら、順次、事業を具体

化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。

以上、本日は最近の市政の動きの一端をご報告申し上げたわけでありますけれども、今、

これまでの３年間の市政の歩みを振り返ってみますと、私自身も最大限努力してきたつも

りでいますけれども、多くの公約がこのように早く進むとは思ってもいなかったと思いま

す。物事が順調に進み、目的を達成させるには、天の時、地の利、人の和、いわゆる天地人

ということが必要であるといわれますけれども、まさしく今はそうした三つの要素がそろ

ったからこそ、このように実現してきているのではないか。そんなふうにありがたく思って

おります。そして現在、私に与えられました職は天命である。このように思い、これからも

引き続き市民の皆さま方と共に、このまちに生まれた子どもたちがふるさと岡崎により大

きな愛情と誇りを持てる、夢ある次の新しい岡崎を目指してまい進する覚悟であります。こ

れからも、基本的な政策はもちろんしっかりとやっていくわけでありますけれども、次の

100 年を見据えた新たな布石を投じることによりまして、本市の新たな時代に向けるさらな

る飛躍につなげてまいりたいと考えております。

今日は本当にありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それではお席の移動をお願いいたします。

司会－ それでは、岡崎商工会議所青年部のご紹介をお願いいたします。

商工会議所青年部会長－ 本日の市民対話集会、参加させていただきましてありがとうご

ざいます。また、昨年６月、この福祉会館をお借りできましたこと、また、市長におかれま

してはその際の会長会議でごあいさつをいただきましたこと、あらためてお礼申し上げま

す。ありがとうございました。私たち、岡崎商工会議所青年部は、商工会議所の活動の一翼

を担うと共に、若手経営者、リーダーの育成を目的とした、市長からもお話しいただきまし
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たけれども、相互啓発、自己研鑚、そして地域振興、３本の柱を軸に活動をしてまいりまし

た。そして現在、221 名の会員を持つ団体となり、愛知県はもとより、東海３県 38 団体ご

ざいますが、ナンバーワンの会員数を誇る団体と成長することができました。そして特に今

年は、私、岡崎のほうから東海ブロック商工会議所青年部連合会の会長を輩出をし、９月の

２日、３日に東海ブロック大会岡崎大会の開催、そしてまた２年後には 30周年を迎えるこ

とになります。そうした岡崎市の新しい一歩を踏み出すと同時に、私たち青年部もこうして

また新たな一歩を踏み出すことができる中で、こうした場をいただけましたこと、本当に感

謝を申し上げます。今年は、今回この要望・意見を青年部メンバーから集めたところ、たく

さん出たんですが、幾つか絞り込ませていただいて、今日、いろいろとお話させていただき

ますので、どうぞ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、団体からの要望・提案を事前にお伺いしてお

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。

青年部副会長－ あらためまして、こんばんは。会長のほうからありましたように、たくさ

ん出ましたので、私のほうから２点ほど、特に補助金に関わることをご質問させていただき

ます。

まず一つ目。マル岡など借入金の保証金に対する補助や持続化補助金など、市として中小

企業支援を積極的に活動されて、事業者としては非常に助かっております。補助金の手続き

などが簡素化もう少ししていただけたら、申請のときに、また請求するときに労力が掛かり

過ぎないというふうに感じますので、その辺が。また、その完了後の支払いが変更できない

かなということでご検討いただきたい。これが一つ目でございます。

続けてもう一ついかせていただきます。これは、市内北部のほうで飲食店を経営している

メンバーからの質問であります。中心市街地活性化が叫ばれ、関係される方はいろいろな努

力をされていますが、効果が目に見えてくるのは時間と労力が必要と思います。リバーフロ

ント計画も踏まえ、中心市街地の再開発が必然でもあると思いますが、環境が整えば、あと

は自身の努力かと思います。ただ、その他のエリアに市が積極的に関わっていただけている

かどうか。そういった印象は受けておりません。個人事業主が集まる商業エリアでは、衰退

させぬようとする気持ちはあるのですが、時間と予算がございません。思いは募っても、取

りまとめたり、行動する時間がなかなか割くことができません。そういった事業者に助成す

る仕組みがあるのも知ってはいるのですけれども、活用することが、しようとすることがで

きないという状況にございます。中心市街地以外の支援について、お金だけではなくて、人

的な支援を欲しているエリアもあろうかと思いますので、この辺もご検討いただきたいと。

この２点、私のほうから発言をさせていただきました。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。それでは回答、よろしくお願いいたします。
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市長－ まず、補助金の手続きの簡素化と、完了後の支払いの変更ということでございます。

これは国でも県でも市でも、よくご指摘をいただく役所の体制のご指摘でございますけれ

ども、まず、保証料補助につきましては、氏名や住所の印字など、これは市側で行うように

簡素化に努めておるところであります。また、持続化の補助金につきましては、今回も国の

補正予算が付いたようであります。申請時には商工会議所や商工会などが窓口となってお

りますので、ぜひこれをご活用いただきたいと思っております。ただ、完了後の支払い方法

の変更につきましては、これはあくまで公金を扱う制度でありますので、事業後の支払いに

ご理解をお願いしておるものでございます。なお、民間の大型の補助事業におきましては、

先に支出される場合があると聞いておりますので、こちらのほうはぜひインターネット等

で一度ご確認いただけたらと思っております。

次に中心市街地以外のご支援といわれますけれども、まず第１点目としまして、岡崎では、

商店街を対象として、地域活性化を目的とした専門家を派遣する『商業活性化アドバイザー

派遣制度』というものを設けています。２点目といたしまして、本市におきましては、岡崎

市図書館交流プラザりぶら内におきまして、『岡崎ビジネスサポートセンター』、いわゆる

OKa-Biz ですね。これを設置しておりまして、ここで市内全域の中小・小規模事業者の売り

上げ向上に関する相談をお受けしておりますので、個々の事業やまちづくりの活性化のヒ

ントをつかんでいただけたら、こんなふうに思っております。現実に、私ども、この OKa-

Biz というのを始めたとき、正直、前の市長さんのときからの引き継ぎの仕事でありました

ので、半信半疑で始めたというのが本心なんですけども、実際にやってみまして、これほど

反響が多くある事業だというのは、やり始めてから分かったことでございまして、本当に順

番待ちぐらい多くの方がおいでいただいておりますので、ぜひご利用いただきたいと思っ

ています。

さらに岡崎市では、本年度から空き店舗等の遊休不動産の活用を目的とした『リノベーシ

ョンまちづくり』というものを進めております。これは行政からの補助金に頼らないまちづ

くりを推進していくものでありまして、今年度から試行的に中心市街地から始めておりま

す。将来的には中心市街地以外にも広げていきたいと考えております。来年度も推進する考

えでありますけれども、シンポジウム、家守塾へは地域に関わらず参加できますので、管理

する人たちの管理方法の考え方でございますけれども、家守塾のほうは地域に関わらず参

加できますので、ぜひおいでいただきたいと思っております。

また、市内では古くからの商店街が、事業所数の減少によりまして機能不全に陥っておる

所がたくさんあるわけでありますけれども、その中でもまちゼミでありますとか、地域住民

と一緒になった活動に頑張られている皆さんがおりますので、そうした自ら行動する皆さ

んをしっかり応援できるように、これからも体制、制度等を準備していきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

リバーフロント計画を打ち出したときにも、また中心市街地かという声がすぐ上がって
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くるわけでございますが、今回、リバーフロント計画というものは中心市街地の一部区間に

区切って提案されておるわけでございますけれども、これはどうしても、際限なく広げるわ

けにはいきません。最初はとにかく投資効果が高いと思われる所。そしてまた、国から補助

金をもらうためには、場所も区切って、総予算の半分ぐらいで、毎年このぐらい補助金が必

要だということをきちんと明確にして書類を出さなければなりません。そういうことで今、

リバーフロント計画も進んでいるところでございまして、今後、さまざまな地域活性化計画

というのは、まだちょっと言えませんけれども、額田でありますとか、矢作川とか、北部と

か南部とか、それぞれに私たちの中で検討しておりますので。もちろん、それよりもいいプ

ランがあるということでございましたら、ぜひまた市のほうにお知らせいただきたいと思

います。以上です。

商工労政課長－ 失礼いたします。商工労政課長でございます。日頃から商工行政に関しま

して、格別なご理解、ご協力をたまわりまして、ありがとうございます。市長の回答にもご

ざいましたけれども、席のほうにチラシをちょっと配らせていただきまして、少し PR をさ

せていただきたいと思います。まず『岡崎ビジネスサポートセンター』、OKa-Biz でござい

ますけれども、聞く、見つける、支えるをモットーに、皆さまの元気、やる気、そして売り

上げ向上を支える相談に今心掛けております。これにつきましては 25 年 10 月に開設しま

して、26年度で年間 1600 件もの相談があるということで、一時期はひと月半待ちという時

期もございましたが、最近、人材をちょっと補強しておりまして、何とかひと月ぐらいの待

ちになっております。ちょっと小さい字で申し訳ないですが、相談日は毎週火、木、金、土、

10 時から４時半まで、月曜日も含めまして予約のほうを受けて、皆さんの相談に答えたい

と思っておりますので、またビジネスサポートセンター、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。

それから、リノベーション岡崎ということで、この青いチラシでございます。来週２月 12

日から 14日、３日間にかけて『リノベーションスクール＠岡崎』ということで、東海３県

初めてのリノベーションのまちづくりに取り組むスクールを開催する予定でございます。

場所は、社会福祉協議会サービスセンターということで、康生の伝馬通の康生通の１本南に

旧保健センターがあったんですけれども、そちらのほうで会場に行う予定でおります。裏を

見ていただきますと、この右側の下段『リノベーションまちづくりを知る』ということで、

もともと北九州で空き家となった、空き店舗となった場所を使って、不動産オーナーの理解

を得ながら新しい事業を展開する。それを家守という人が改造して行われた事業でござい

ますけれども、それで実績を残した事業でございます。それらに関わった方、嶋田洋平さん

以下、最後、２月 14 日の清水義次さんまで、そういった方の、ライブアウトといっており

ますが、講義につきましては、これは自由な参加となっておりますので、お時間都合つきま

したら、この社会福祉協議会のサービスセンターのほうまで、２階でやっておりますので、

足を運んでいただければと思います。ただ駐車場がないものですから、籠田駐車場に停めて
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もらって、有料にはなってしまいますが、参加していただければと思います。

最後に、『ふるさと納税制度の活用事業』ということで、黄色いチラシを置いておりま

す。ふるさと納税制度といいますと、特定の市町村に寄付をすることで、最近では特産物

やお得なものがいただけるということで、通販みたいな形にはなっておりますけれども、

遅らばせながら、私たちのほうも 28 年度から何とかスタートさせたいということで準備

を進めております。下段の所にありますが、『岡崎応援寄附金パートナー』、これにつきま

しては、使途を、例えば先ほど話がありました家康公の寄付金に当てるだとか、そういう

市のシティプロモーションに資するような事業に充てることを目的としております。そし

てこの２月 10日、これも来週ですが、水曜日に午後の部、夜間の部ということで、１時

半からと、夜の部は７時からと。市役所の分館３階ということで、これで市庁舎の西側に

駐車場がありますが、そのまた向こうに分館というのがございますけども、そちらのほう

でそのパートナー事業者の募集説明会を開催させていただきたいと思います。時間かかっ

てしまいますのでざっと説明しますと、裏面お願いいたします。応募要件としましては、

市内に事業者がある法人その他団体、個人事業者の方。そして返礼品の要件としまして、

市の負担額上限として、4000 円、8000 円、１万２千円、３万円、４万円と、また高額に

つきましては個別相談でありますが、そうした品物を提供していただきまして、ふるさと

納税で寄付していただいた方に返礼するということを始めたいと思っております。その品

物を提供していただくことを募集すると。パートナー事業者として募集するという制度で

ございます。ポイントとしまして、最初のふるさと納税を送る、選ばれた場合ですけれど

も、送った場合には、市がこの 4000 円相当、8000 円相当をお支払いすると同時に、送付

の際には、自社の PR 販売促進をするパンフレットを同封していただくことができますの

で、ぜひ活用していただければと思います。10日の説明会の後、23日までに申し込みを

期限といたしまして、３月末までにパートナー事業者を決めまして、予算確定後には４月

末、ゴールデンウイークに帰省された方が岡崎の物品をこんなのあるよと宣伝していただ

けるように、４月末には何とかスタートしていきたいというふうに考えて今準備を進めて

おるところでございますので、それぞれの皆さまも事業者でいいものがあれば例えばオカ

ザえもんの軍手だとかそんな話があれば、ぜひ参加していただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。貴重な時間をいただきまして、ちょっと宣伝させていただきまし

た。ありがとうございました。

司会－ ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

青年部副会長－ ありがとうございます。

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

す。



12

青年部副会長－ それでは私のほうから１点。大地震に備えてということで、東南海の大き

な地震がいつ来てもおかしくない状況です。その有事に備え、市でも食の備蓄を進めている

と思いますが、今予測される規模の地震が発生した場合、広範囲での災害になるため、物資

が長期にわたり届かない可能性も考えられます。そこで、市と岡崎にある数社の食品卸業者

との間で有事の際に食品を買い取り、市民に対し提供できる準備が必要ではないかと考え

ております。この考えについて、ご意見、ご感想をお聞かせいただきたいと存じます。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。それでは回答、お願いいたします。

市長－ ただ今、岡崎市におきましては、東海・東南海地震の被害想定に基づきまして、必

要とする備蓄食糧の３分の２に当たります 15 万食を確保するために、平成 19 年の３月に

商工会議所のご協力をいただきまして、商業団体連合会大型店舗部会を通じまして、14 社

21 店舗との間で『災害救援物資の緊急調達等に関する協定』を締結しておりまして、緊急

時には事業者の食料品の在庫を有償で提供していただくことになっております。しかしな

がら昨年、平成 26 年の６月に愛知県が公表いたしました南海トラフでの巨大地震による新

たな被害想定の検討をしましたところ、非常食や生活用品等の備蓄量をさらに増すことが

必要である。このことが分かってまいりました。そのため、本市では備蓄計画を見直しまし

て、現在、保管倉庫の増設や備蓄物資の拡大・拡充の準備を進めているところでありまして、

ただ今のご提案は本市にとりまして大変ありがたいご指摘でありますので、大規模災害発

生時には食料をはじめといたしまして、生活物資の調達も非常に困難になってくると思い

ますので、皆さま方からのできる限りのご協力をいただけるならば、その手法や品目等につ

きましてもぜひともご協力させていただきたい。このように考えております。また、この岡

崎市は、ヘリコプターの使用ができます中央総合公園というものが、三河全域の県の災害物

資の搬送の拠点、こういうことに指定しておりまして、そういうことから考えますと、他の

地域よりは公的な、その他の国・県からの援助も受けやすい立場にあるのではないかなと、

こんなふうに思っております。

そして、これは私からのお願いとなりますけれども、災害時の市民生活におきまして、物

資の流通が一刻も早く平常化することが何よりも重要でありまして、そのためには災害時

におきまして、各店舗や流通事業者のかたがたが営業を極力継続していただく、あるいは少

しでも早く営業を再開していただくことが重要であろうと思うわけでございます。各事業

所の耐震対策でありますとか、スタッフの確保、流通面など、困難であるということは重々

承知しておりますけれども、どうぞそちらの方面もご協力たまわりますこと、よろしくお願

いします。以上です。
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司会－ ただ今の市長からの回答について、よろしかったでしょうか。

青年部副会長－ ありがとうございます。

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

青年部副会長－ よろしくお願いいたします。矢作町のほうで旅行会社を営んでおります。

その立場も踏まえて、市内の交通手段等のことについてご質問させていただきます。

昨年は、家康公生誕 400 年祭ということもあり、年間を通して岡崎のほうに多くの方がお

訪ねいただいたと思います。内田市長の『市長の部屋』の冒頭にも、矢作川、それから乙川、

こういった魅力ある景観、水辺の空間を活用し、また、家康公生誕の地として多くの歴史と

文化遺産を生かした観光産業都市を目指すとあります。先ほどもお話の中に乙川リバーフ

ロントのお話も出ており、こういったもの、着実に進んでいるということを今お聞きしまし

た。

そこで質問なんですが、岡崎に来られる多くの方が自家用車、あるいはバス等々利用され

てお越しになると思います。その際、必ず駐車場を利用されるということになると思うんで

すが、特にイベント開催時の岡崎城公園、市民会館、あと大樹寺等々、非常に車が停めづら

いということがあると思います。私もそういった経験をして、市内を車でぐるぐる回ったよ

うな経験を、これは岡崎住んでいる方もそういう経験をされていると思うんですが、これら

の駐車場整備計画についてもしお考え等があれば、お聞かせいただきたいと思います。また、

それに付随するんでしょうが、岡崎というのはやはり自動車産業、大きな柱の一つだという

ふうに考えておるんですが、私も車を利用し、仕事だったり生活もしておるんですが、国道

１号線と 248 号線、それから 248 号線のイオン付近。それから環状線になるんでしょうか、

光ヶ丘高等学校の近くの交差点等々、非常に慢性的に渋滞があるんですが、こういった渋滞

の緩和に向けて、何か市のお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。この２点、よ

ろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。お願いします。

市長－ 駐車場の件だけ、私のほうでちょっと答えさせていただきたいと思います。観光産

業を岡崎でこれから経済の柱にするということも、それも言っておるんですけども、観光産

業をこれから振興していこうというのに、岡崎の観光の目玉となる場所にバスが駐車でき

ないというのは、これは岡崎の観光の僕は致命的な欠陥だと思います。これは今まで岡崎に

限らず、愛知県が大体そういうことだったんですけども、ものづくりで発展してきたような

ものでありまして、ものづくりで得た豊かさもある。これは間違いないわけです。ですから、

これを大切にしていかなくてはなりませんけども、岡崎の観光というのは、どちらかという
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と今まで「見たい人はどうぞいらっしゃい、勝手に見ていってください」。こういう観光だ

ったと思います。これからは、そういうふうでは絶対駄目だと思いまして、市長になったと

きに最初に何を部局に訴えかけたかというと、大樹寺は岡崎の観光スポットで大変重要な

ところなんです。ここにバスが停められない、こんなばかなことがあるかということで、こ

れはもうなってすぐに、ここはどうだということで、用地買収等が終わってないので申せま

せんけれども、隣接の土地に 30 台入れる場所を今考えています。そして、そこにバスが循

環できるような、具体的にここに行ってという、そういった循環のコースまで私たちのほう

で観光でお困りの皆さま方に提案をしていきたいというふうに考えております。そしてこ

れが大樹寺だけではなくて、伊賀八幡宮や瀧山寺についても考えたいというふうに思って

おります。

それから、東公園につきましては、駐車場はあっても、これは一般の市民でも結構お子さ

んたちがみんな遊ぶ程度のことしかならなくなって、そもそもその観光バスが来ると想定

して駐車場は作られておりませんでした。ですからこれも、これからはよそから来てもらう

ようにしなきゃいけないということで、今、裏手にあります石切り場の方の用地を買収する

話を進めておりまして、そちらにバスとまとめて停められるような場所をつくりたいとい

うふうに考えています。

それから岡崎公園であります。岡崎公園は、通常ですと今の駐車場で何とかなるんですけ

ども、春の花見のときでありますとか、夏の花火大会。岡崎に行ってみたいけど車が停めれ

ないから行かないんだということを僕も何度も聞いております。どうしたらいいか。それで、

市内にもっと公営の駐車場を増やせばいいんですけど、岡崎は公営駐車場が少ないからと

民間の方にお願いして駐車場を作ってもらっておりますので、公営の駐車場をあまり増や

すと、今回もセルビをなくした跡地を今臨時駐車場にしておるだけでも、民間駐車場の方か

らお叱りを受けているぐらいでございますので、その辺がちょっと難しいところなんです

けども。といっても、やっぱり春とか夏ですか。そこら辺の駐車場がないということは決定

的に致命的なことでありますので、今私たちが考えておりますのは、六名緑地といいまして、

乙川の河川堤防が名鉄の南側にあります。こちらも今、草ぼうぼうになってますけども、こ

こをもう少し広げて、これも用地買収しなきゃなりませんけども、通常は緑地公園のような

形で広場として使っていただいて、春の花見、桜まつりのときに、また、夏の花火大会のと

きには、そこを臨時駐車場として、しかもそこから回って行くでは大変ですので、伊賀川と

乙川と合流している所に、こないだ寒中水泳やったときに試行でやりましたけれども、浮橋

を渡しまして、浮橋を使っていけば、まっすぐ来るだけですぐお城の下まで行けますので、

こういった形の利用方法ということを今考えています。順次これから岡崎市内、国の文化財

指定の建物が 13 もあるわけでありますので、それぞれのものをそれぞれ個別に見させてい

ただきまして、どこに駐車場計画を立てればいいかということを今度は考えていきたいと

考えていますので、駐車場につきましてはそういったことでご理解いただきたいと思いま

す。
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経済振興部長－ 日頃は会議所青年部の皆さまにはいろいろご協力いただきまして、あり

がとうございます。

それでは私から、渋滞対策についてお答えをさせていただきます。渋滞対策でございます

が、大きなところで申しますと、例えば国道１号線の八帖交差点におきまして、平成 25年

度のことでございますが、国土交通省が東進の右折の２車線化。つまり、国道１号線矢作か

ら康生、市役所に向かっていく側になりますけれども、248 の交差点で右折、明神橋に向か

うこちらの２車線化を行って、ボトルネック対策ということで渋滞対策を行っております。

国道１号線の渋滞対策としては、２年たっておりますけれども、一定の効果を上げていると

いうふうに考えております。

しかしながら、本市におきましては多くの市民が自動車を利用されておりまして、国道１

号や 248 号線をはじめとする主要な幹線道路におきましては、これに市外からの通過交通

も市内に流入するということで、特にこの通勤時間帯に多くの箇所で混雑が発生しており

まして、市全体での渋滞対策が必要になっておるということは、先ほどのご指摘どおりでご

ざいます。

こういった状況の中でございますが、国土交通省の中部地方整備局が事務局をしており

ます愛知県道路交通渋滞対策推進協議会、こういった組織がございます。ここには本市をは

じめとします国道、県道、それぞれの道路管理者、そして警察、また道路利用者参加のもと

に、先ほどご指摘をいただきました国１と 248 の交差点、それから 248 号線のイオン付近、

それから環状線光ヶ丘付近の渋滞対策を含めて、市内の総合的な渋滞対策につきまして、現

在、議論を重ねておるという状況でございます。また、合わせまして、個別の渋滞対策、市

道に関してでございますが、個別の渋滞対策につきましては、可能な箇所から順次優先順位

を付けまして対策を行っております。また、国・県の管理区間の道路につきましては、現在、

それぞれ要望をしておりますが、今後も引き続き渋滞対策につきましては、それぞれの管理

者に要望していきたい。このように考えておりますので、ご理解のほう、よろしくお願いい

たします。

司会－ ただ今の回答につきまして、よろしかったでしょうか。

青年部副会長－ ありがとうございました。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。事前にいただいているご要望は以上でございます。まだ

お時間もありますので、それではその他、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、多くの方からご意見を伺

いたいと思いますので、ご意見・ご質問はお一人一つでお願いいたします。それでは、ご意

見のある方、いらっしゃいましたら。
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市民Ａ－ 子育てについての要望のほうをさせていただきます。

未満児枠等や学童保育の枠を増やしてほしいという要望、また、保育園のほうも結構待機

している子どもたちが多いものですから、そこの部分での枠を増やして欲しいという要望

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

司会－ よろしくお願いいたします。

市長公室長－ すみません、私、市長公室長でございますが、前職はこども部長でお世話に

なったので、私のほうからお答えさせていただきます。岡崎市は、今言われたように、低年

齢児の保育園の入所、大変増えています。そういったことを考えまして、保育園の建て替え、

それから保育所の改修などを行いまして、保育園の受け入れの拡大を今、順次進めてきてお

ります。ここ３年間で申しますと、公私立の保育園すべて合わせまして、全体で入所定員を

280 名分増員をしております。また、27年度におきましても、私立で大門保育園の建て替え

が終わりましたし、また、若松保育園、大西保育園の遊戯室を保育室としてまた活用するな

どいたしておりまして、入所定員を 120 名増員をしております。また、保育士についても、

常勤の保育士を公私立合わせて 37名を増員して、そういった保育所に対して今、対応をし

ております。

また来年度、今、百々保育園がここで建ちました。私立の渡保育園。これもこないだ土曜

日、竣工式が終わりまして、そこでも定員増をしておりますし、また、市域の保育士も来年

は 40名増員ということで、器、それから人、そういったもので努力しております。そうい

った形の中で、保育所の増大に対応していきたいと思っております。

また学童保育につきましても、やはり子ども子育て支援制度の関係で、非常に需要が昨年

度からまた急激に増えております。そういった中で、岡崎市、平成 23 年度に一度児童育成

センターですか、そういったものを作らないという形で一応止めてしまいましたが、また今

新たに制度が変わりましたので、そういった公立の児童育成センターが建てれる場所等探

して、計画を今立てておりますし、当面は長期の休みに対応するために、放課後子ども教室

というのがございますので、そういったものを増やしていきまして、子どもさんたちが放課

後に安全に安心して過ごせるような、そういった場所を今、作っておるところでございます

ので、お時間いただきたいと思います。

司会－ ただ今の回答でよろしかったでしょうか。

市民Ａ－ ありがとうございます。

司会－ ありがとうございます。それでは、もうひと方。よろしくお願いいたします。
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市民Ｂ－ よろしくお願いします。うちの子が小学校１年生なんですけど、小豆坂小学校に

行ってるんですけど、ウイングタウンのほうから行くんですが、最近、自転車に乗る機会も

多くて、歩道がない所が多いなと思うんですね。小学校の通学路にも歩道がない部分がある

んですけども、そういう、今後歩道なり、車とちょっと分ける縁石なり、そういう計画とい

うのはあるんでしょうか。

司会－ ありがとうございます。回答をお願いいたします。

市長公室長－ 岡崎市におきまして、安全安心課という所がございまして、教育委員会のほ

うから要望があれば。ただ、道路の幅ですとか予算等がございますので、順次そういった歩

道の整備、やってきておりますけれども、なかなかそういった予算等が付いてきませんので、

今すぐ今言った小豆坂小学校区の所を対応するというわけにはいかないと思いますが、そ

れにつきましてはまた、例えば町内の総代さんを通じて、道路維持課、安全安心課のほう、

そういった所にまた要望していただければ、順次予算化されて進んでいくかと思います。ま

た詳しいことはちょっと道路維持のほう、また聞いておきますが、一応、今日のところはこ

ういったことでお願いしたいと思います。

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。市長、お願いいたします。

市長－ 時々ヨーロッパで生活したことのある方が、ヨーロッパの都市などは、自転車と公

共交通の車が上手にコラボレーションして作られたのがたくさんあるんです。オランダだ

とか、デンマークなんか、自転車専用道路が作られてて、それが本当に整然と分かれておる

わけでして、ああいったのが理想的だと思うのですけど、日本ってそもそも道路が狭くて、

戦後空襲で被害を受けたとこなどは、大きな道路を作って広がってる所もありますけれど

も、全域として見ますと、なかなかまだその自転車専用道路とそれをつなげていくというよ

うな形状というのはできていません。ですけれども、これからモデル地区をできたらつくっ

て、少しずつそういうものを広げていくようなことは考えていかなきゃいけないのかな、こ

ういうふうに思っております。また、自転車の専用道路ということを今言いましたけれども、

現在、豊田と安城がサイクリングロード計画というのを立てていまして、それを合わせると

十何キロという大変な長い距離になります。それをつなげてくると、岡崎の矢作川の河川敷

と河川堤防の所にも今、われわれも自転車専用道路というのを計画しておりまして、それを

つなげると周遊できる形で、かなり長い所ができますので、もし自転車を交通で使うのでは

なくて楽しみたいということならば、そういった所を使っていただけるようにしたいと思
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います。また、乙川リバーフロント計画の中でもランニングコースとかサイクリングロード

というのをこれから長期的な計画で考えていますので、そうしたこともあると思います。で

きれば、乙川の河川敷からずっと川沿いを抜けて額田まで行けるようにしたいということ

を選挙のときに言った覚えがあるんですけど、現実に現場を私行ってみまして、それをやる

には河川改修をかなり進めないと、河川敷だけではできないな。それで、暫定的に、大平の

辺から中央総合公園にあげるようにできないかな。そうすると、乙川の河川敷から中央総合

公園のほうに向かって、その中で回って一つの完結したサイクリングコースができますの

で、そういったことをなるべく早くできるようにしたい。このように思っております。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他。

市民Ｃ－ 建設会社と民間の教育団体の者です。よろしくお願いします。先日も、うちの生

徒のほうを連れて市長さんに表敬訪問に行ったりなんかしておりまして、お世話になりあ

りがとうございました。

まず、民間の教育団体をしておりますが、学校の先生の指導力、あとは教育方針等、問題

点を保護者のかたがたからいろいろな形で相談を受けるんですが、自身も学校に子どもを

通わす親として、現状の先生の指導能力の低下というものを垣間見ることがあるのですが、

それも学校の科目の内容ではなく、人としての、社会に出てからの一般社会としての人を育

てるための教育レベルですね。それが低下しているのではないかなと非常に感じておりま

す。礼儀作法、そういうことが先生ができていない。あとは、目上の人に対しての敬語を使

う指導ができていない。生徒が嫌がることは保護者から苦情を入れられるので、生徒たちに

は嫌なことをやらせない。なので、忍耐力がない。さまざまな人を育てる教育者としての問

題が今の政策の中で見えるところがあると思います。

就職先の会社等で敬語や目上の人に対しての礼儀作法などを今、指導している状況など

もあります。現状でですね。そんな若者たちはすぐに退社をしてしまい、社会に出て適応で

きないので、職に就かず、ニートや引きこもっている若者もまた多数います。学校の先生は、

各科目を教えるプロとしての教育を受けていると思いますが、社会に出て適応できる子育

てのプロの教育者としての先生たちを教育する機関の設立等が必要なのではないかなと自

身で感じておるのですが、市長のご意見、ございましたらよろしくお願いいたします。

司会－ お願いいたします。

市長－ 今、ご指摘いただいたことは、まさにごもっともだと思います。ただ、一つだけ勘

違いしてはいかんと思うことは、子どものしつけというのは学校でやることではありませ

ん。子どものしつけというのは、これは間違いなく親の責任で、親が家庭教育の中でやるこ

とだと思います。家庭教育が今崩壊しているから、学校に来て、僕もそういう子どもであっ
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たんですけども、集団行動になかなかなじめない。そういうわがままな子どもがたくさん出

てきちゃっている。しかも今は先生が、僕らが学生のときのように強い権限を与えられてい

ません。むちゃくちゃなことを言ったりやったりする子どもに口で説明するしかありませ

ん。大阪で、小学校の６年生の子どもが先生の足を蹴りながら、「悔しかったら俺をたたい

てみろ、できないだろう」ということを言いながら、子どもが先生の足を蹴ったという話を

聞いております。それでも手を出せないのが今の学校の先生の状況なんです。そういう状況

の中で、先生がやるしつけというのは限界があるんです。やっぱりこれは、子どものしつけ

というのは、小さい頃から親が責任を持って、きちんと家族でしつけるというのが一番基本

になってきます。そして、先生の仕事というのはやっぱり一番大事なことは教育、知識の面

だと思います。これをきちんと正確にやれる先生が、やっぱり僕はいい先生だと思います。

それから、先生の仕事というのは今、本当に多岐にわたっているので、書類関係の仕事も

ありまして、国に出す書類、県に出す書類、市に出す書類。本当にたくさんあるんです。僕

は県会議員のときに、そういったものはなるべく事務の人がやるような形式に変えたい。し

かも、同じ内容の書類を国、県、市でそれぞれ様式が違うので、同じ内容を全部書き直さな

いといけないです。これを一本化できないかということで、県会議員のときに散々言ったん

ですけども、なかなかできないです。そういう中で、先生は本当に過重なノルマと、それか

ら広い仕事で、先生が今ノイローゼになっちゃう人が多い。これは先生も弱くなっているの

かもしれませんけども、僕が県会議員をやっている頃に、年間で愛知県全体で二百何十人か

の先生がノイローゼで休養しているんです。そういう現状があるわけです。ですから、もち

ろんそういうことをやれる先生もいます。かつての師範学校という頃の教育を受けていた

先生がたは、確かにそういうことをやっていました。だけど、あの頃は先生が平気でひっぱ

たいていました。僕らはそういう教育を受けました。ですけど、今はそれはできないんです。

ですから、これをどうしたらいいかということが、やっぱり皆さま方と共にまた考えていか

なきゃいかんし、学校にも教育していただかなくちゃならない。最近、義務教育の中で武道

を教えるということを言い出していますけれども、僕はこれ、苦肉の策だと言うと怒られち

ゃいますけどね。家庭で教育ができない。学校でもそれを的確にできない。それをどうした

らいいかということで、そんな中から武道というものが出てきたんじゃないかなと僕は個

人的には思っております。ですから、そうしたものの中で、子どものことをどうやって教育

していくか。これは皆さま方と共に力を合わせてやるしかないかなと思っています。それで、

今の若い方は、子どもにとりましても、その武道を習っている子どもたちというのはすごく

礼儀正しいし、きちんとした人がたくさんいますので、決して日本は僕は捨てたものじゃな

いと思います。ですけど、今の現状に危機感は持ってますので、やっぱりこれからいい具体

的なアイデアがあったら教えていただきまして、教育委員会と共にまた考えていきたいと

思います。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。
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市民Ｃ－ 今のご意見に付随したもう一つ、よろしいでしょうか。市長のご意見もごもっと

もだと思うんですけども、やはり僕も子どもの教育は各家庭でするものではないかと思っ

ております。自分も若くして子どもを産んで、今、子どもがもう大きいんですけども、今の

現状、若くして子どもを産んで親となる人たちがたくさんおるんですが、やはり子育てが始

まって、親となって、みんな１年生。親としての１年生をみんな迎えるわけですが、親が子

どもの教育の方法が分かっていないまま教育している現状がずっと続いているんですね。

そしてやっぱり、子どもの社会に出てからの能力の低下につながっていますので、まず自分

の提案としては、出産祝いですね。出産祝いを子どもを産んだ時点で両親に、子育てとして

の、親としての教育方針の講習会などを例えばやっていただいて、それから出産祝いをいた

だくだとか、何かそういうことが定期的に、例えば小学校から中学校に上がるときだとか、

親へのいろいろな教育の講習などがあるとよりいいのかなと思うんですが。

市長公室長－ 私からよろしいですか。岡崎市では、今、総合子育て支援センターという所

で、子どもさんを初めて出産された方に対しましては、『初めてのママ講座』ということで、

そういった子育ての仕方だとか、そういった講演をやって相談にのると。こういった事業を

やっております。ただ、なかなか会場の大きさがあって、多くの方に聞いていただけないも

のですから、まだ知られておりませんが、これにつきましては、先ほどちょっと申し上げま

した支援制度の関係で、今後、市内の、今は城北保育園の３階だけでやっておりますが、そ

れを各地域６カ所ぐらいで、場所を移動させてやっていきます。また、お父さんの子育て講

座ということもやっております。また、あと生まれて３カ月のお子さんがみえる方のご家庭

に、『おめでとう赤ちゃん訪問』ということで、保育所保健師のほう、それから地域での民

生委員さんが一緒に訪問させていただいて、いろんな施設だとか、こういった相談のメニュ

ーがあるなどそういうふうな紹介をして、徐々にではありますが、そういった子育てに対す

る支援は行っております。また、保育園から学校に上がるときには、その子どもさんの成長

の記録ですとか、そういった特徴的なものもある程度引き渡しているというような形で、生

まれてから切れ目ない支援をやっておりますが、なにぶん、保育士にしても、先生にしても、

いろいろな力量のある方が中にはみえます。そういった部分で、先生の力量を上げるために、

当市でも、例えば幼稚園、学校には初任者研修、10 年経験者研修、そういった形の中で、知

識に加えて、そういった研修もやっておりますので、あとはいかに地域と、それから先ほど

市長が申し上げましたように、家庭としっかり連携を取って、子どもたちが、例えばコミュ

ニケーション力ですとか、思いやる心ですとか、そういった生きる力を付けるというような

教育の方向で今進みつつありますし、また、教育委員会制度のほうも変わりまして、今まで

教育委員会のみである程度の方向を決めておりましたが、今後は市長が総合教育会議の頭

として入って、行政と教育委員会との連携ということも深まってまいりますので、そういっ

たところはまた皆さんのご協力を得ることで変わっていくのではないかということで思っ
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ていますので、よろしくお願いいたします。

市民Ｃ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。お願いします。

市長－ 今、再質問をされて、私も思い出したんですけど、確かに最近、核家族化しており

まして、皆さんがたもしっかりとした親教育ができる方ばかりではなくて、最近、新聞やテ

レビにとんでもない親が出てくるわけです。今から３代前の伊豫田教育長さんが私の恩師

なんですけれども、この方が教育長をやめたら、俺は自分でボランティアで親としての在り

方ということでずっと講演して市内を回ってみたい。親を教育したいと、こういうことを言

っておみえになって。残念ながらこの方、早く亡くなっちゃったもので、それをやることが

できなかったんですけど、そのことを今お聞きしていて、ふと思い出しました。私たちは何

かというとすぐ役所的なシステムの中で対応するということを考えちゃうんですけども、

そういった核家族の中で子育てに困っちゃった人がもっと気楽に相談できるような場所と

いうのを考えていかなきゃいかんかなと今お聞きしていて思いました。そういった機能が

あれば、不幸な事件も防げるものがあるのではないかと思いますので、これからそういった

ものもご相談しながら考え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いた

します。

司会－ それでは、その他、ございましたら。

市民Ｄ－ 昨年度、この会の会長をさせていただいておりました。その節は大変お世話にな

りました。昨年それでいろいろな場所に行ったんですね。豊橋とか、一宮とか。ちょっとシ

ョックだった、太田川が非常にきれいな駅になっておるんです。先ほど市長も言われた、駅

の前に銅像がない。その駅というのは名鉄東岡崎駅ですよね。岡ビルさんなんかはどうにも

ならないのかなとか、ステーションという全体の所が手を出せる所なのかどうなのかって

いうのは、僕もちょっと勉強不足なので分かりませんが、ステーションビルも含めた東岡崎

の方向性みたいなものがもしあるなら教えていただきたいというのと、一個提案で、早く

『東岡崎』はやめて、『名鉄岡崎駅』に変えていただきたいなと。こんなふうに名前を、名

称なんですが、思っております。お考えがあったら、教えてください。

市長－ 県会議員が数人集まると、大体、出てくる話題の一つが名鉄の悪口って決まってる

んです。これはどういうことかというと、かつて愛知県が公共鉄道を入れるときに、名鉄と

近鉄と両方要望があったんです。ところが名鉄の独占を許し、そのために名鉄がもうわが物

顔で全て自分たちに都合のいい路線を引けたんですけども、それがもし近鉄と一緒にさせ
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ておったら、大阪みたいに競争して、もうちょっと広がったんじゃないかということは県会

議員でよく昔言っておりました。今行ったら分かりませんけど。それで、また名鉄の悪口ば

かり言っちゃいかんですけども、僕は県会議員の最初の年に、まだ名鉄ホテルだったときに、

朝食会に行きましたら、偶然隣に座った方が谷口さんという名鉄の会長さんだったんです。

私、恐れ知らずで、会長さんに、名鉄東岡崎駅も名古屋駅方式で６階建てのビルを建てて、

橋上駅化して今の本宿の駅でも、あんなふうにしてもらえないかということを、どういった

のか、よく理解せずに申し上げたんです。そのとき、谷口会長さんは笑って聞いておいでに

なってまして、その後に名鉄関係の市議会議員さんが私のほうに、「おまえ、谷口会長にそ

んなこと言ったんだって」っていうお話がありました。それでご返事をいただきました。大

変いいプランだけども、６階建てのビルにして、その中に演劇ぐらいできる施設も入れて、

名古屋駅みたいにやってほしいとか言っちゃったんです。映画館とかね。そういうのは大変

いいプランだけども、それをやると 100 億以上、200 億近くお金が掛かる。今、岡崎の人口

と、それから人口動態を見て、それだけの事業計画を立ててやっても、ペイはないと。そう

いうことは民間企業としてはやれないということで、そういうお話をいただきました。民間

企業というのは利益を上げなければいけないものですから、もうからない商売はやらない

わけです。そういう堅実な経営をしているから名鉄は継続していると思うんですけども、ど

うしても民間企業にお願いすると、そういうことになってしまいます。

それから今、東岡崎駅じゃなくて名鉄岡崎駅にしろというお話でございましたけれども、

これは逆に、岡崎の公共鉄道として、もし私のような立場になる、市長が次に出てきたとき

に考えなければいけなくなってくることは、今、名鉄というのは岡崎の横の公共鉄道ですね。

縦の公共鉄道としては、愛環鉄道があるんです。これ、残念ながら単線なんです、まだね。

これを一日も早く複線化すること。複線化することによりまして、今、中岡崎駅というのが

名鉄とちょうど重なっていますので、あそこを何とか金山駅のように総合駅化できないか。

総合駅化することによって縦と横の公共鉄道が、両方向から使いやすくなるわけです。そし

て、できるならば、そこにセントラル岡崎ステーションを造りたい。造るべきではないかと

思います。ですから、逆に、東岡崎駅は、まさに通勤駅に格下げ。このことは、岡崎のまち

の形を見たときに、明大寺の人、怒るかもしれないけど、僕は理にかなってると思います。

それから、これから私と同じ立場になる人は必ずこの問題に将来直面することになると思

いまして、その方向に向けて準備を進めるべきじゃないかと思います。現在の岡崎市長も、

沿線の市長も、みんな愛環鉄道の取締役なっていますので、毎回取締役会に行くときに、今、

ようやく愛環鉄道って黒字になったところですので、なかなか新しい事業に手を出してく

れませんけども、とにかく一日も早く愛環鉄道を岡崎駅まで複線化してほしい。複線化すれ

ば、特急を走らせられるようになるんです。愛環鉄道に特急が走るようになれば、きっと車

じゃなくて鉄道で豊田のほうに行かれる方が増えると思います。そのことによって、今度は

248 の渋滞も緩和できるわけです。だから、見通しとしてはそれをやることが絶対いいんで

すけど、まず先立つものはお金でありますので、愛環鉄道にそこまで言ってもすぐはできな
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い。でも当然、経営陣はそういうことを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－ たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。お時間もまいりましたの

で、最後に、市長からよろしくお願いいたします。

市長－ どうも、今日は遅くまでありがとうございました。今日の私たちのお話で十分ご満

足いただけたかどうか分かりませんけれども、今日のお話をする中で、今、皆さんがどんな

ことを考えておられるか、どんな心配をしておられるかが分かりましたので、この一年の中

でそういったことへの目配りもできればしていきたいと思っています。今日はそういった

問題を、今の市の責任ある立場の者が直接聞かせていただいた、そういうことでご理解いた

だけたのではないかと思っております。今後とも皆さま方と共に、自分たち子どもが誇りを

持てる岡崎。故郷に愛情を持てるような岡崎をつくっていきたいと思いますので、どうぞ今

後とも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。


