
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年４月 26 日（火）17 時 00 分

場 所：市役所分館３階大会議室

団体名：岡崎緑化協力会 31 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－ きょうは岡崎緑化協力会の皆さまがたに、昼間のお仕事で大変お疲れの中、またお

忙しい中、こうして市民対話集会にご出席いただきまして、ありがとうございます。

こういう形で市民の皆さまに直接語り掛けるというのは、私のモットーとする政治手法

でありまして、市長に就任以来、30 回を超える市民対話集会を行いまして、またそれ以外

にも既に 200 回以上の講演会や会合などを通じて、私が目指す市政というものをお話しさ

せていただいているところであります。

本日は皆さまからの貴重なご意見を、私が直接お聞かせいただくということによりまし

て、これからの市政運営に、その考えを生かしてまいりたいと思いますので、どうぞ最後ま

でよろしくお願いいたします。

さて、皆さまがたには、日頃から公園や街路樹の維持管理をはじめといたしまして、公共

施設の環境の向上、緑化推進および災害時の応急復旧等にご尽力をいただいておるわけで

ありまして、安全で快適な施設維持ができておりますことに、敬意を表しますとともに、公

園行政に深いご理解と多大なご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。

岡崎市では、平成 23 年に策定いたしました『岡崎市緑の基本計画 2011』におきまして、

平成 27 年度の中間年次、平成 32 年度を目標年次といたしまして、『市民と自然と歴史が育

む緑の文化都市』ということを基本的なテーマとして、これまでに緑地保全や公園整備など

のさまざまな施策を展開してきたところであります。その結果、都市計画区域内におけます

1 人当たりの都市公園面積が増加するなど、一定の成果を上げてきております中で、昨年度、

中間改定を行ったところであります。

都市公園の他に、街路、公共公益施設、民有地などにおきます緑の保全や緑化、さらには

市民の緑化意識の向上などのソフト面の内容も含めました、都市の緑の充実を図るために、

今後も皆さまがたにご意見を伺いながら、公園利用者が安心して安全に利用できる、魅力あ

る公園緑地の維持管理、および整備の他、市街地の緑化推進の促進を進めてまいりますので、

引き続きご理解とご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

既に皆さまがたもご承知のとおり、現在熊本におきましては、地震によります大変大きな

被害が発生しております。亡くなられたかたがたに謹んで哀悼の意を表しますとともに、被

災されたかたがたに心からお見舞いを申し上げます。本市といたしましては、保健師などの

職員の派遣や、物資の提供などに着手しておりまして、今後も現地や国の要請に応じまして、

可能な限り対応していきたいと考えております。

一方、この地域におきましても、地震は他人ごとではなく、南海トラフ地震の発生という

ことが懸念されておるところであります。岡崎市といたしましても、事前の備えと、被害を

最小限に抑えるための減災対策を進めております。しかし命を守るためには、やはりお一人

おひとりの日頃の備えというものが一番重要であります。今一度、ご家庭の家具の固定であ

りますとか、ご家族の 3 日分の食糧の確保、避難場所や避難時の家族との連絡方法などを、

確認していただきたいと思っております。

さて、いつも申しておりますけれども、今年は市制施行 100周年という、岡崎の歴史にと
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りまして記念すべき年を迎えておるわけであります。新時代を迎えまして、岡崎のさらなる

活性化につながりますよう、各種イベントをこの 1年間、『新世紀岡崎飛躍祭』、100 歳と掛

けたわけですけれども、銘打って、さまざまな事業を実施しておるところであります。

4 月 10 日の家康行列におきましては、100 周年を記念いたしまして、徳川家康役に時代

劇の看板スターであります里見浩太朗さん、そして一日警察署長には菊川怜さんをお招き

して開催いたしましたところ、おかげさまで当日は好天にも恵まれまして、過去最高の 46

万人を超える皆さまがたにお越しいただきまして、大変素晴らしい行列ができたわけであ

ります。これから迎えます『花火大会』や『秋まつり』につきましても、100 周年にふさわ

しいイベントとなるよう、今、準備を進めておりますので、ぜひご期待いただきたいと思い

ます。

その他にも、全小学区ごとの地域の魅力を一冊の本にまとめる『おかざきまちものがたり

作成事業』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』の提供など、

さまざまな企画で 100 周年を盛り上げていきます。こうした企画によりまして、常々私が申

しております、岡崎ならではのおいしい食べ物、名物料理の誕生につながることを期待して

おるところであります。

そして、この 100 周年を契機としまして、岡崎が将来にわたって、誰もが住んでみたい、

訪れたいと思っていただけるような、そんな魅力ある町づくりというものを、積極的に進め

てまいります。

まず、現在改修中の市民会館につきましては、今年の 10 月にはリニュアールオープンの

予定になっています。今回の改修では、下の写真でございますけれども、敷地に今まで段差

がありましたけれども、フラット化されます。そして問題がありました空調や舞台、客席も

一新いたしまして、広くなりますので、この上の写真で見ていただいておりますように、ま

るで新築に近い出来栄えになると思っております。

また完成後には、今回私は出ませんけれども、市民参加によります吉本新喜劇の講演であ

りますとか、『なんでも鑑定団』、そして NHK の『のど自慢』や『民謡の祭典』などの開催が、

既に決定しておるところであります。引き続き、本市の文化芸術の拠点として、市民の皆さ

まがたに親しまれる施設となることを願っております。

次に、現在進行中の乙川リバーフロント計画でありますが、これは決して私が単なる思い

付きで始めたものではなく、これまで歴代の市政の課題でありました、乙川の水辺空間の活

用や、東岡崎駅の再開発といったものに加えまして、このところ課題となっております中心

市街地の空き店舗の活用、さらには岡崎公園や市内の歴史資産の活用といった、さまざまな

問題を、民間の皆さまがたと共に総合的に取り組んでいこうという政策であります。

そうした取り組みが評価されまして、昨年の 3 月には国の『かわまちづくり』の事業認定

をいただきましたし、今年の 2 月には、国が主催いたします『かわまちづくり全国会議』の

シンポジウムにおきまして、私自ら上京いたしまして、岡崎の取り組みを先進事例として講

演させていただきました。
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また全国から、乙川リバーフロント計画というのは、いまや注目される事業というふうに

なっておるわけであります。近年まれに見る好条件の下、国からも大きな補助金を頂きまし

て、事業が進んでおるわけであります。

今回、野党の一部の方から、99 億という総工費についていろいろと言われておりますけ

れども、そのうちの半分近くが国からの補助金でできているということがございまして、こ

んな事業というのはよそではちょっとないわけでございまして、そういった点は自慢して

もいいのじゃないかと思っております。

そして 3月末には、岡崎公園側の堤防道路や河川敷の整備が終えました。既にご覧になら

れた方にはお分かりだと思いますけれども、今回の改修で、河川敷に降りるためのスロープ

も、これまでより緩やかになりまして、階段も手すり付きのきれいなものとなっております。

また、水際に向かって舗装された遊歩道を設置したことによりまして、高齢者の方や障がい

を持たれた方、さらにはベビーカーを利用する方にとっても、大変利用しやすい水辺空間に

なったと思っております。

また先月には、殿橋のライトアップも始まりまして、明代橋についても間もなく、同様に

ライトアップが始まる予定となっております。そして建設中の人道橋についても、完成後に

はライトアップをする予定となっておりまして、将来は三つの橋による光の競演がなされ

ることになっております。

今回のライトアップは、フルカラーの LED ライトを使用しておりまして、普段は温かみの

ある暖色と、市の花を表す藤色でライトアップされます。そして桜まつりや花火大会といっ

たイベントの時期には、さまざまな演出照明を行いたいと考えております。

3 月 25 日の殿橋の点灯式の際には、私と市議会議長がスイッチを押した瞬間に、近くの

マンションの上のほうから「お母さん見て、すごいよ」という子どもたちの歓声が上がりま

して、その声を聞いたときに、この事業を続けてきたことを、本当に良かったな、こんなふ

うに思ったものであります。

また夜の乙川河畔を歩いておりますと、見知らぬ人から突然「市長さんですか、岡崎をき

れいにしてくれてありがとう。良かったね」と、そんな声を掛けられることがたびたびあり

まして、これもうれしく思ったものであります。

桜の時期には、誰が教えたわけでもないのに、川沿いに 10 メートル間隔でカップルが腰

掛けておりまして、また今もアベックで歩いている方の数が大変増えたような気がいたし

まして、これで少子化対策にも少しは役に立ったかな、こんなふうにも思っております。

次に徳川四天王の石像につきましては、岡崎の石工業の PR とともに、郷土の歴史を理解

するきっかけづくりということを目的としまして、今年度のお披露目を目指して、ただ今製

作中であります。

先般、石工団地に製作状況の見学に行きましたときに、親方の 1 人から「見てください、

若い職人たちが高度な課題に対して、議論を重ねて、目の色を変えて取り組んでいる。こう

したレベルの高い仕事がないと、技術の伝承だとか進歩っていうことはできないんです」、
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こういう話を聞きまして、あらためて今回の事業の必要性というものを再認識したところ

であります。

こういったことっていうのは、石工業に限らず、皆さまがたの業界についても同じではな

いか、こういうふうに思っておりまして、こうしたやりがいのある仕事をつくり出すってい

うことが、私たち政治家のもう一つの仕事ではないかな、こんなふうにも思っております。

そして中央緑道につきましては、人道橋から籠田公園を結ぶ、にぎわいの創出の場として、

整備するものでありまして、仮称『岡崎セントラルアベニュー』と呼んでおります。現在は、

歩道を東側に集める案をたたき台といたしまして、専門家や沿道の住民の皆さんの意見を

伺っている最中であります。

もちろんこのプランが最終のものというわけではございません。これまでにも、歩道を東

側に寄せると自分のうちからの車の出し入れに支障があるとか、木が生い茂って、この地域

は暗くて夜は怖くて歩けない、また防風林の役割の木を切るべきではない、自転車が歩道を

勢いよく下って危ない、そういったさまざまなご意見もいただいております。

今後はこういったご意見を参考にいたしまして、まずは地域住民の皆さまがたの住環境

ということを第一に考え、岡崎セントラルアベニューとしての利活用や、道路交通の安全性、

さらには徳川四天王像の設置などということを総合的に考慮することによりまして、より

良い空間として整備してまいりたいというふうに考えております。

間もなく、沿道の住民の皆さまがたの意見を取り入れた、新しい整備プランというものを

公表する予定となっております。先般、人道橋の橋脚の基礎工事におきまして、岩盤が出て

まいりまして、臨時議会を開いたりして、大変ご心配をお掛けしました。橋の完成そのもの

は 1 年遅れてしまいますけれども、リバーフロント地区全体の工期でありますとか、工事費

については、全く影響はございません。当初の予定どおりの金額と期間で完成いたしますの

で、どうぞご安心いただきたいと思っております。

このように今後も引き続き乙川人道橋や岡崎セントラルアベニューなど、リバーフロン

ト地区の整備が、市民の皆さまがたの目に見える形で進むことで、河川空間がにぎやかとな

り、市民の憩いの場となることはもちろんですが、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。

私たちも、ただ掛け声を掛けるだけではなく、その方向に進むように、民間の力を誘導し

てもらいたいと考えておりますし、既にそうした提案でありますとか具体的な声掛けを、沿

道の地主や事業者のかたがたに始めております。

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、それに対して、一部

の方からお叱りの声をいただくことがあります。大体地元の方は、何度もいろいろと説明し

ておりますので、ご理解いただくんですけれども、たまたまそこを車で通ったような方から、

お叱りの電話をいただくことが多いわけであります。

皆さん、あくまでもご承知のとおり、戦後の復興期に全国各地に一斉に植えられたのが、

このソメイヨシノでありますけれども、残念なことに木の寿命が 60 年程度と短く、加齢に
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伴う衰弱によりまして、倒木の危険性も増しております。この間新聞を見ておりましたら、

三重県で街路樹が倒れて、トヨタ 2000GT にそれが倒れていって、3400 万ぐらいの賠償金の

請求をされたなんていうのを読んだことがあります。

そんなことがあっては大変でございますので、こちらも事前にそれぞれの木を樹木医に

チェックしていただきまして、こうした木というのはやむを得ず伐採したものでありまし

て、決してむやみに切り倒したわけではございません。実際ご覧のとおり、中が空洞化した

り、腐りかけた老木を切っているというのが実態であるわけでございます。

そこで現在、緑化協力会の皆さまがたにも大変お世話になっております、『岡崎さくら 100

年プロジェクト』によりまして、新たな桜の植樹を行うことで、周辺の環境でありますとか

景観を考慮した、より良い空間づくりというものを図ってまいりたいと考えております。

このプロジェクトでは、市内各地に開花時期の異なるさまざまな桜を植えることで、長い

期間、市内で桜が楽しんでいただける、そんな環境づくりというものを目指しております。

さらにこれから迎えます超高齢化社会というものを意識しまして、子どもや孫に頼らなく

ても、また頼って遠くの名所まで車で出掛けなくても、自分でつえをついたり、乳母車を押

して、近所の公園まで行けば、そこで桜が楽しめる、そんな環境づくりということにも取り

組んでまいりたいと考えております。

岡崎はもともと桜の名所でありますので、7 月 1日の市制記念日には、市の花として、現

在の藤に加えまして、桜も追加したい、このようなことを考えております。皆さまがたのご

協力に、あらためて感謝を申し上げるとともに、引き続きご支援のほどをよろしくお願い申

し上げます。

次に、東岡崎駅前に新たな岡崎のシンボルとして設置を進めております、徳川家康公の像

についてであります。岡崎は家康公のふるさとということをいうけれども、駅前に像の一つ

もないではないか、こんなことをこれまで何度も言われたことがありまして、私もくやしい

思いをした覚えがあります。皆さまがたの中にも、同じような経験をされた方もみえると思

います。

そこで私は、これまで折に触れて、仙台の伊達政宗公の像にも負けないような、若き日の

立派な家康公の像を、市民の皆さまからの浄財で制作したい、このように訴えてまいりまし

て、専門家や市民の方と検討を重ねてきた結果、先日発表いたしましたのが、今ご覧いただ

いている像でございます。

これは実際の 10 分の 1 の大きさのものであります。制作は、日本芸術院の会員で、銅像

制作のわが国の第一人者であるとともに、馬の像の制作に大変実績のあります、神戸峰男先

生という方でございます。岡崎で、松平元康から徳川家康と改名した 25歳当時の姿をイメー

ジしております。顔は京都の知恩院という所に 2 代将軍秀忠の木彫の像がございまして、そ

れが一番実物に似ているということが昔から言われておりまして、その木彫の像の顔をモ

デルとしているわけであります。

また、若き日の家康公は乗馬が得意で、タカ狩りが趣味だったというふうにいわれますけ
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れども、同時に弓の名手であり、免許皆伝だったということから、『馬上の将』とか『海道

一の弓取り』と呼ばれておりまして、今回、馬の上で弓を持つ姿が、デザインとして採用さ

れたわけであります。

具体的な設置場所は、東岡崎駅の北東に建設予定でありますペデストリアンデッキの上

の背景に、川と緑を配する場所を予定しておりまして、ペデストリアンデッキが完成する平

成 30 年中の設置を予定しておるところであります。

そしてこれは皆さまへのお願いでありますけれども、今回の家康公像は、公費のほうで建

ててしまうのではなく、市民の皆さまがたお一人おひとりの寄付によりまして、制作をして

まいりたいと考えております。既に開始しております団体向けの寄付に加えまして、いよい

よ明日から個人向けのふるさと納税もスタートいたします。

また金額の多少にかかわらず、子どもたちが自分のお小遣いの中から 10 円、20円と、小

額であっても出していただくことで、将来、「あの像を造るのに僕たちのお小遣いも使った

んだよ」、こんなふうに自慢できるような、自分たちの像、自分たちが造った家康公の像だ、

こういうふうに思っていただけるようなものにしたいと考えております。

欧米でこうしたものを造るときに、そういうスタイルで造るということがよくあるわけ

でありますけれども、ぜひ岡崎市の、文字通り、市民のシンボルということで考えておりま

すので、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

今回の像のデザインは、若々しい家康公の姿と躍動感あふれる騎馬というものが、マッチ

したものでありまして、明治以降に広められました、タヌキおやじ的な家康公のごうくつな

イメージを払拭して、新たな岡崎のシンボルとして、市民の皆さまがたに永く愛される銅像

になることを期待しております。

そして今回のリバーフロント地区の整備を進める中で、副産物といたしまして、乙川の河

川敷にうずもれておりました、江戸時代の石垣が確認されたわけであります。これは菅生川

端石垣と呼ばれるものでありまして、これまでも絵図によりまして、その存在ということは

知られておりましたけれども、土や草木に覆われておりましたので、残存状況というのがよ

く分かっていなかったわけであります。

しかし今回の調査によりまして、400 メートルの石垣が、絵図のとおりに残っているって

いうことが判明したわけであります。これは現存する国内の石垣といたしましては、最長の

もの、日本一のものであります。また高さも最大で 5 メートルに及びまして、敵の侵入を防

ぐための横矢枡形と呼ばれます、出っ張った射撃用の突出部が設けられておるわけであり

ますけれども、一連の石垣にこうしたものが 3カ所できているというのは、他に例がないと

いうことでありまして、今残っているものの中でも岡崎城だけであるということでありま

す。

この横矢枡形というのは、80 メートル間隔で造られておるわけでありますけれども、こ

れは当時の鉄砲というものの有効射程距離というのが、40～50 メートルということであり

まして。というのは、よろいかぶとで固めておりますので、当たってもはじいちゃうわけで
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あります。で、80 メートルの間隔で造ったということで、どこから攻めてきても相手を撃

退できる、そういった形になったそうであります。

これは江戸時代という平和な時代になりましたけれども、いつ争いが起きても対処がで

きるようにと、そういった防御性の高い石垣が造られたわけであります。石垣は河川敷の中

にありまして、現在も堤防の役割を果たしているため、全てを掘り出すことはできませんけ

れども、一部を観光用として、透明のパネルなどを使って、石垣の高さというものを見える

ようにできないか、このことを今、検討、相談しているところであります。

岡崎市内には、大樹寺や伊賀八幡宮など、名古屋よりも多い、13 もの国の重要文化財に

指定された建造物があるわけでありまして、滝山寺の鬼まつりや、六ツ美の悠紀斎田のお田

植えまつり、さらには矢作神社や能見神明宮の山車、そして藤川宿や東海道の松並木など、

多くの歴史的な資産がございますので、そうしたものを活用するため、今後は国の『歴史ま

ちづくり』の認定も視野に入れて、進んでまいりたいと考えております。

その他にも、くらがり渓谷や鳥川のホタルに代表されます額田の豊かな自然や、八丁味噌、

駒立のブドウといった、食べる楽しみ、さらには本市の経済の柱であります、ものづくりを

体感する産業観光など、あらゆる資源を活用することによりまして、季節ごとにさまざまな

ストーリー性のある観光コースというものを、市内全域に広げてまいりたい、このように考

えております。

こうした町づくりには、市民の皆さまがたのご協力というのは不可欠でありますことか

ら、市民のかたがたとさまざまな議論を深めているところでありまして、行政では思い付か

ないような、本当に斬新でユニークなアイデアを、参加されました学生さんや主婦の方から、

提案していただいておるところであります。

皆さまからいただいた提案を、専門家の意見の参考にしまして、具体化して、そうした事

業を将来的には民間の方に担っていただくようにしたい、そして民間の方に大いにもうけ

ていただくことで、行政のほうにはそれが税金として収益があるというふうに、あくまでも

民間が主体となった町づくりに特化していきたい、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。

もう既に岡崎の変化がお分かりいただけていると思いますけれども、岡崎はまだこれか

らもさらに進化いたします。あと 10年もすれば、ヨーロッパの街並みに負けない岡崎独自

の景観を有した都市にしますので、ぜひご期待いただきたいと思っております。

以上、本日は最新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、これ

からも引き続き、岡崎の経済の根幹であります、ものづくりに対する支援をはじめ、福祉や

医療、防災や教育といった基本政策の推進を通じまして、この町に生まれた子どもたちが、

自分たちのふるさと岡崎に対して、これまでより大きな愛情と誇りを持てる、そんな夢ある

新しい岡崎へと進んでまいる覚悟であります。

そして引き続き私も市政を担わせていただくべく、この秋には、あらためて市民の皆さま

がたの審判を仰ぎたいと考えております。皆さまがたに「2 期目も頑張れ」と、再び背中を
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押していただけますよう、全身全霊で取り組んでまいりますので、一層のご支援とご協力の

ほどをお願い申し上げまして、私の話は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－ 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。それでは岡崎

緑化協力会のご紹介をお願いいたします。

団体会長－ よろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中、このような会を開催して

いただきまして、会を代表いたしまして、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

います。

われわれ緑化協力会の紹介ですが、協力会は緑化の技術、研究、経営の改善および会員相

互の親睦を図り、緑化専門業者の維持発展と公共の福祉を図り、広く社会の信頼に応えるこ

とを目的として、昭和 45 年に、われわれの先代の者が結成しました。

現在会員数は 16 社となっております。団体としては非常に小さな団体なのかなと思いま

すが、岡崎市の緑化に関しては、何でも知っているプロの集団かと、恥ずかしながら自負し

ております。

平成 21 年 3 月に、災害時における応急対策の協力に関する協定書を締結しております。

それから先ほど市長のお話にもございました、『岡崎さくら 100 年プロジェクト』における

桜の植樹、こちらのほうも全面的にご協力させていただいております。それから伊賀川清掃、

乙川清掃の支援、こちらのほうも毎年ご協力させていただいております。

あと公園緑地課さん主催ですかね、行われております東公園まつりでの緑化推進支援、こ

ちらのほうも全面的に協力のほうをさせていただいております。あと公園街路樹維持管理

及び緑化推進に関して、全面的に支援させていただいておると思います。

簡単ではございますが、会の紹介とさせていただきます。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。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。お願いいたします。

団体代表Ａ－ よろしくお願いします。まず第一に、街路樹の桜についてちょっと説明させ

てください。桜の名所として知られる岡崎の桜ですが、桜が植栽されてから数十年がたち、

景観的に見応え等もありますけど、老朽化も、先ほどもちょっと出てたんですけど、やっぱ

り危険木みたいなものもあると思います。

道路安全面考えれば、老木化した桜等の植え替えとか、立地に合わないものの樹種変更が

必要ではないかと思うんですけど、今後、そのような対応をされるのかとかお考えがあれば、

聞かせていただければと思います。
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司会－ ありがとうございます。それでは回答をよろしくお願いいたします。

市長－ ただ今ご指摘いただいたとおりだと思っております。かねがね沿道の環境を豊か

にして、市民の生活が豊かになる、これが一番大事だと思っておるわけでございますけれど

も、昔植えた木が、今大変大きく育っちゃって、それが歩道を逆に根っこで持ち上げてし

まって、大変景観が悪くなっておる所があります。

また老齢化した樹木が、先ほども申し上げましたが、いつ倒れるか、こういった危険性の

ある所もございますので、そういった所は先行して、安全面を考えて植え替えをしたり、そ

の場所に適した樹種に替えるべきではないか。

これは私自身が近所でそういうのを目にしておりまして、たびたび公園緑地課のほうに

申し上げているところでありまして。これから専門家の意見を参考にして、進めていきたい

というふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

また乙川につきましては、桜とすぐ私たちは言うんですけれども、市民の中では「桜ばか

りが木じゃないぞ」、こういうご指摘の場所もありました。もちろんそのとおりだと私ども

も認識しておりまして、四季折々に河川の景観が楽しめるように、こちらは河川デザインの

専門家の意見を取り入れまして、どういう形で、どこにどのぐらいの間隔で木を植えていっ

たら一番美しく見えるか、また季節ごとに彩りが感じられるような、そういった美しい景観

をつくりたい。

これは木ばかりじゃなく、木の隙間から見える川の景観というものも、岡崎の財産であり

ますので、そういったものが一番効果的に見える形というものを、これから模索していきた

いと思っておるわけであります。

その過程におきまして、木の専門家であります緑化協力会の皆さまがたも、専門家として

の意見とご助言を、ぜひいただきたいと思っておりますので、どうぞよろくしお願いいたし

たいと思っております。

司会－ それでは、ただ今の回答、よろしかったでしょうか。

団体代表Ａ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございます。それでは引き続き、要望、提案をお願いいたします。

団体代表Ｂ－ では、すみません。特色のある公園ということです。公園整備で最近、公園

を新たに造っていることがあるんですけど、どうしても同じような遊具を設置されている

ように見受けられまして、いろいろと事故ですとか、問題点みたいなものがいろいろあるの

で、なかなか難しいかもしれないんですけど、地域ごとに特色のある公園整備等、そのよう

なものができればなと思っております。その辺のところのお考えのほうはどうでしょうか。
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司会－ ありがとうございます。それでは市長、お願いいたします。

市長－ 大変いいご指摘をいただきまして、ありがとうございました。私どもも同じような

ことを考えておりまして。ただ、現況としてこうなっているんだということを言いますと、

公園を造った場合、どんなものが欲しいかということを地域の方にお聞きしますと、どうし

てもありきたりと言っちゃあなんですけども、滑り台とかブランコ、そういうものがどうし

ても欲しいっていうことを、どこでも言われることがありまして。その結果が今の形になっ

ているわけでありますけれども、今後はもう少し地域性というものを考えて、ユニークなも

のも造ってったらどうかなと思っております。

それから最近公園が、必ずしも子どもの遊び場ばかりではなく、これからの超高齢化社会

にっていうのを考えますと、年金生活者、時間はあるけど金はそんなにないという人が増え

てくると思いますので、自分の生活圏の身近で、楽しめる場所、ゆっくりできる場所を造ら

にゃいかんだろうと思っております。

それで今も部内ではいろいろな話をしておるんですけど、外国へ行ってきますと、そうい

うのを上手に考えた施設というのがよくできてまして、特にこの間ニューポートビーチに

まいりましたとき、遠くから見るとモニュメントに見えるんですけど、S 字型のテーブルと

いすがセットになってまして。近くに行くと、それがテーブルであり、いすであるっていう

ことが分かるんですけど、遠くから見るとモニュメントに見えるんです。

それで学校から子どもさんが行ったとき、それを使って、そこでお絵描きをやったり、お

弁当を食べたりして、リラックスすることができるわけでありまして。そんな形の場所とい

うもので、大きさは必ずしも均一じゃなく、その公園の大きさに合って、邪魔にならないサ

イズに造ればいいと思います。

それを額田の間伐材を使ってやることによりまして、額田の森林整備にもつながると思

いますので、そういった木を使った遊具ということも、遊具というか、リラックスできる施

設の設備ということで、考えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

もし、こんなのやったらいいよっていうことがありましたら、ぜひ積極的に提案をいただ

きたいと思います。皆さん、専門家でありますから、皆さんのほうがもっといろんな所を見

に行って、新しいことも知っておみえになると思いますので、いいプランがあったら、それ

を採用していき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－ よろしかったでしょうか。

団体代表者Ｂ－ ありがとうございます。
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司会－ それでは次の要望提案をお願いいたします。

団体代表者Ｃ－ 維持管理業務についての入札制度について、ちょっとお聞きしたいと思

います。入札制度において、入札における透明性および公平性の向上と、より一層の競争性

の確保、入札の透明性から、一般競争入札制度に変わります。

低入札についても、一定の制限をかけ、業務におきましても、多くの業者が参入可能とな

りました。しかし実績や信頼性のない事業者の参入もあり、長年、街路樹の特性、環境を考

え、継続的に維持管理した樹木も、画一的な維持管理がされているなどが見受けられ、今後、

より市民の立場に立った、きめ細かい業務を遂行していく必要があると思っております。

今後の業務における入札制度の変更点等、何かありましたら、教えていただきたいと思い

ます。

司会－ ありがとうございます。それでは部長のほうからお願いいたします。

都市整備部長－ こんばんは。先ほど、会長からもご紹介がございましたけれども、本市の

緑化推進ですとか、公園街路樹の年間管理、こういった業務につきまして、多大なるご協力

をいただきまして、まずもってお礼を申し上げます。

それでは、入札制度の業務におけます変更点、これにつきましてのお尋ねでございますけ

れども、まず入札制度に関連する情報といたしまして、本市の状況、特に本事業部、施行実

績の評価、これにつきまして、少しお答えをさせていただきます。

現在岡崎市では、工事を行っていただきますと、その結果を基にいたしました成績評価、

いわゆる工事成績、こういったものの評価を行っておるところでございますけども、残念な

がら業務につきましては、やはり業務というのはその多様性、そういった一面を持っており

まして、そうしたことから、現在、業務の成績評価というものは、まず行っておりません。

そういたしますと、いったん業務を行っても、出来栄えというものが、なかなか次の評価に

つながらない、そういったご心配、ご批判というものもいただいておるのが事実でございま

す。

そして実は平成 20年度の業務から、私どもは業務につきましては、基本的に一般競争入

札、こういったものを行いまして、今お尋ねでもございましたけれども、その結果、どうし

てもあまり実績のない事業者、こういったものの参入を許すことになりまして、その結果と

いたしまして、業務遂行に、なかなか芳しくない結果というものが散見されるようになって

きたのも、ご指摘のとおりだと思っております。

それで本年度の維持管理業務からでございますけれども、あくまでも 1000 万円以上とい

う枠が出ておりますけれども、総合評価方式というものを導入しております。この総合評価

方式は、これまでのような金額による価格入札だけではなく、参加される事業者の、業務の

遂行能力ですとか、職員が持っておられる組織体制、こういったものも評価点に入れまして、
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その業者の総合力をもって評価をする、そして入札結果で表す、そういったものを導入いた

しております。

本年度からこういった 1000万円以上という枠で、歯止めをかけておりますけれども、そ

れに満たないものは、相変わらず一般競争でございますけども、まずはこの 1000 万円以上

という大きな業務のものから逐次入れまして、本年度やったから、しばらく見直さないとい

うことではなく、やはりそれは不断に、日頃からチェックをいたしまして、より良い入札制

度にしたいというふうに考えております。以上でございます。

司会－ よろしかったでしょうか。

団体代表Ｃ－ はい。

司会－ ありがとうございます。それでは、事前にいただいているご要望は以上でございま

す。お時間もございますので、その他ご意見をいただくお時間を取りたいと思います。その

他ご意見が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。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。

団体員Ｄ－ 今、1点と言われたんですけど、何とか 2 点お願いしたいと思います。

まず 1 点は、ちょっと座らせていただいて、さくら 100 年プロジェクトの関係で、ある程

度、やっぱし健常者のかたがた、健康なかたがたが河川に来て、桜を楽しむだとかいうこと

において、動きがあると思うんですけど、市民病院から中央総合公園の山を見ておる方が結

構おられるようで。あそこが結構竹に侵食されちゃっているという中で、例えばあの山に、

桜というのも、土地がありますので、昔つくったときには無かった、ニセアカシアだとかそ

ういう、上品に言えば覆われちゃってるんですけど。

市民病院の上のほうの食堂からあの山が見えるんです。西見れば、当然花見がかったよう

なのが見えるんですけど、今、竹林に侵されちゃった部分が非常に多いということを、入院

されておる人から逆に伺ったことがあるんです。だからあそこから見る景観っていうのも、

ひとつ考えていただきたいなということ。

例えば竹なら、タケノコが私は非常に好きでして、例えばタケノコ掘りでもやってみよう

かなんていうような形の敷地がもしあるならば、今、個人の所が多過ぎちゃって、採りに行

くと必ずお叱りを受ける。やっぱしシーズンが短いもんですから。取れなくなってしまえば

しょうがないんですけど。

竹から次の竹を繁茂させるわけですから、そうすると、そこからの雑木が枯れていくとい

う中で、やっぱ竹っていうのはある程度必要性はあるかと思いますけれども、それ以上のも

のに関しては、何とか新しいものの考え方ができないかなということが 1 点。
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もう 1 点は、先ほど公園の利用、整備云々の中で、ペットにふん等々をさせるなという看

板は必ずあります。けど、ここでさせなさいという看板が１つもありません。これは台湾に

行ったときに、不思議にそれだけがどうしても印象に残ってるんです。

そのふんを別に誰かが、今言ったように片付ければいいだけの話で。させるなって言うと、

必ずどっかでさせて、そのごみをどっかに捨てていくっていうのが、どうもペットをやって

おる人の風潮で、なかなかうちまで持って帰る人がいない。ほとんどの人がおると思うんで

すけど、いない人がたまにおるもんで、僕たち仕事関係上、嫌な思いをすることもあるわけ

です。

そういうことを、ここでしなさいという形で、ペットのかたがたに習慣づけていただける

ことができれば、そこはそこでまた違う発展性があるとか。ましてや、町の中がきれいに

なって、ペット絶対連れてこられますんで、その辺でどういうような後処理をするのかなと

いうのを、ちょっとこの場ですみませんけれども、突然思い出しまたので、お話しさせてい

ただきました。

司会－ ありがとうございました。それでは回答を市長、お願いいたします。

市長－ 緑化というか、桜の植樹とかが、健常者のためだけにやっておるっていうことはな

いと思います。例えば今回、乙川の河川敷に降りていただいたら分かりますけれども、乳母

車のかたがたとか、ベビーカーを引いた方が、ゆっくりと降りられる十分なスペースがずっ

とあります。それから今も現実に、つえ突きながら、おじいちゃんおばあちゃんが歩いてお

るんです。ですから一回、そういう所もあることを見ていただきたいと思います。

それから丘の市民病院の景色って、大変きれいで緑がいいなっていうことを単純に思っ

ておりましたけど、やっぱり専門家の目から見ると、今言っていただいたようなことが分か

るということが分かりましたので、これからそういうことを気付かれたら、ぜひ遠慮なく市

役所のほうに連絡いただきたいと思います。今ご指摘いただいたことは、何とか善処できる

方向で考えていきたいと思っております。

犬の問題は、これの一番はマナーなんです。うちは康生に住んでいますけれども、大体ど

この人もみんな、ペットの、うちもそうですけど、ビニール袋と散歩バッグというのを持っ

て。これ今、獣医に注射打ちに行くと、サービスでくれますもんで、大体僕が見る限り、み

んな持ってるんですけれど、それでも時々落とし物を忘れていく人が多いんですよね。

今、お話聞いとったら、大変いいアイデアだなと。公園に砂場があるけど、砂場に犬のふ

んをさせないでっていうのがあるんだけれども、逆にポールなんか 1 個立てて、丸い円柱の

砂場を造って、ここに子どもが集まっちゃ困りますけれども、これは犬のトイレですとか

いって書いて。そういうの、面白いよね。今お聞きして、思い付きました。ぜひそういうの

を考えていきたいなと思いますんで、ありがとうございました。
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司会－ ありがとうございました。それでは、その他ご意見のある方いらっしゃいましたら、

挙手をお願いいたします。

市長－ 何でもいいですよ、きょうの話に関係ないことでも。

司会－ お願いいたします。

団体員Ｅ－ 業界のほうではいろいろな資格が、今、制定されておりまして、例えば公園管

理運営士やビオトープ管理士とか、ちょっと民間団体の資格ではあるんですけれども、そう

いったものがいろいろ出てきまして、専門的に技術、知識を高めていってる。

業者のほうでも一応そういうのを取得して、技術向上に取り組んでいるものですから、市

のほうでもそういった資格の評価、技能士、施行管理技士、そこら辺しかまだ評価がされて

ないんですけれども、高木剪定士とか、そういったものもいろいろあるもんですから、広く

そういったものをちょっとくみ上げて、評価の対象にしてもらいたいなと思うんですけど、

いかがでしょうか。

司会－ ありがとうございます。それでは部長、お願いいたします。

都市整備部長－ どうもありがとうございます。今、お尋ね、質問の中にもございましたけ

れども、今回の総合評価の中に、おっしゃるとおり２つばかり、そういった資格ごとに加点

項目というのを入れさせていただいておりまして。

これは先ほど申し上げましたけれども、これで終わり、これで良しと思っとるものはござ

いませんので、そういった施行能力ですとか、やはり施行体制の適格性というんでしょうか、

そういったものを測るのに必要であると思えば、今言われたような資格というものを加え

るということは、全然やぶさかではございません。いずれにしましても、少しずつ積み上げ

をしたいと思っておりますので、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。それでは、その他ご質問のある方いらっしゃいましたら、

お願いいたします。

司会－ それではご質問も尽きたようでございますので、最後に内田市長からごあいさつ

をお願いいたします。

市長－きょうは本当に皆さん、お忙しい中をこうして多数お集まりいただきまして、ありが

とうございました。きょう頂いた件で、大変参考になることもたくさんございましたので、

何とか部内で検討して、実現できるように頑張っていきたいと思っております。
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ただ、すぐやれますことと、しばらく時間がかかる、予算の工面が必要なこととかござい

ますので、若干時間がかかることがあるかもしれませんけれども、どうぞご容赦いただきた

いと思っております。

先ほども申し上げましたとおり、岡崎はこれからも観光岡崎というのを目指していくわ

けでございまして、景観というもの、また街の見栄えというものが、これから大変重要に

なってくると思います。

そういった中で、街路樹をただ植えればいいという時代はもう過ぎまして、街路樹が一つ

の街の景観を形作る重要な要素になってまいりますので、皆さまがた専門家の見地から見

て、ここにはこういう木を植えたほうがいいとか、どういう形で植栽をしたら効果的かとい

うことを、もっと積極的に私どものほうに言っていただけたら、こういうふうに思っており

ます。

とりわけ、この岡崎緑化協力会というのは、私、県会議員のときから、大変親しくお付き

合いさせていただきました団体でありまして、数ある業界の中でも、最も親しみを持ってお

る団体であるわけでございますので、遠慮なさらずに、もしどうしてもこういうことを提案

したいということがございましたら。

いきなりお見えになっても、いるときいないときありますので、秘書のほうへ電話を一本

頂ければ、お会いする時間をつくりますので、またこれからも遠慮なく、県会議員のときと

同じようにお付き合いいただけたらというふうに思っております。

どうぞ、これからは皆さまがたの力が、新しい岡崎をつくっていく中で、大きな力になる

と思っておりますので、これからも今まで同様、お力添えいただきますことを、ご理解いた

だきますことをお願い申し上げまして、きょうのお礼のごあいさつに代えさせていただき

たいと思います。どうも本当にきょうはありがとうございました。これからもよろしくお願

いいたします。


