
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年５月 10 日（火）13 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：愛知県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会 37 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- 皆様には、日中の大変お忙しい中にも関わらず、市民対話集会にご出席頂きまして、

誠にありがとうございます。市民に直接語りかけるというのは、私のモットーとする政治手

法でありまして、市長就任以来、これで約 30 回を超える市民対話集会を行っておりまして、

選挙前は 38回行っております。また、これ以外に 200 回以上の講演会や会合などを通じま

して、私の目指す市政につきましてお話をさせていただいているところであります。

しかし、これは決して義務ではなくて、私の政策として行っていることでありまして、他

市ではあまり例のないことであると自負しております。

本日は、皆さまがたからの貴重なご意見を私が直接お聞きする機会を持つことによりま

して、これからの市政運営に、そのお考えを活かしてまいりたい、このように思っておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、皆さまがたには、日ごろより岡崎市が行います不動産登記の手続きにつきまして、

多大なるご尽力をいただいておりまして、誠にありがとうございます。

市が行います、さまざまな公共事業は、市民の生活向上を目的に推進されておるところで

ありますけれども、計画の立案から事業の完成までには、数多くの作業工程がありまして、

不動産登記もその中の非常に重要な一つとなっておるものであります。

近年では、市民のかたがたの権利意識が大変高まっておりまして、公共事業に伴う登記に

つきましては、時間も手間もかかりまして、そのために、岡崎市におけます事務も大変煩雑

になっております。このような状況の中で、皆さまがたに行っていただいております嘱託登

記は、ますます重要な位置付けとなってきております。

また、昨年度より再開いたしました、地籍調査業務につきましては、土地の取引や災害に

強いまちづくりに重要な業務でありまして、土地家屋調査士会の皆さまがたのお力により

まして、着実に実施していただいているところであります。今後におきましても、地籍調査

を着実に進めまして、また、岡崎市の不動産に関するさまざまな業務の推進のためには、皆

さまがたのご協力というものが大変重要になっておりますので、今後ともお力添えのほど

よろしくお願い申し上げる次第であります。

皆さんもご案内のとおり、現在、熊本におきましては、地震による大きな災害が発生して

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、被災されましたか

たがたにも心からお見舞いを申し上げたいと思います。

本市といたしましては、すでに保健師などの職員の派遣でありますとか、物資の提供など

に着手しておりまして、今後も国や現地の要請に応じまして、できる限りの対応をしてまい

りたいと考えております。

一方、この地域におきましては、地震の問題というのは決して他人事ではなくて、南海ト

ラフ地震の発生というものが、もう随分長いこと懸念されております。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というものを進めております。

しかし、命を守るためには、皆さまがたのお一人おひとりの日ごろの備えが最重要である

と考えます。今一度、ご家庭の家具の固定でありますとか、ご家族の 3 日分程度の食料の確
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保、そして、避難場所や避難の際の家族との連絡方法などをぜひご確認いただきたいと思い

ます。

さて、岡崎市は本年、市制施行 100 周年という記念すべき年を迎えております。新時代を

むかえました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」と銘打ちまして、すでに実施しているところであります。

まず、先般の 4 月 10 日の家康行列でありますが、100 周年を記念いたしまして、徳川家康

公役には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、女優の

菊川怜さんをお招きいたしまして開催しましたところ、おかげさまで、当日は天候にも恵ま

れまして、過去最高の 46 万人もの皆さまがたにお越しいただきまして、大変素晴らしい行

列となりました。

また、これから迎えます、夏の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、全小学校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みそを使った「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 周年を盛り上げてまいります。

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、

その誕生につながることを期待しておるものであります。

そして、この 100 周年を契機に、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魅力あるまちづくりを積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。

現在改修中の市民会館につきましては、本年 10 月のリニューアルオープンの予定であり

ます。今回の改修では、敷地はこちらの写真のようにフラット化されまして、問題のありま

した空調や舞台、客席も一新いたしますので、まるで、新築に近い出来栄えとなると考えて

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公演

でありますとか、「なんでも鑑定団」、そしてＮＨＫ「のど自慢」や「民謡の祭典」などの開

催が既に決定しております。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

親しんでいただける施設となることを願っております。

次に、乙川リバーフロント計画についてでありますが、これは、決して私の単なる思い付き

で始めた問題ではなく、これまで、長年の市政の課題でありました「乙川の水辺空間の活用」、

「東岡崎駅の再開発」といったものに加えまして、近年の課題であります「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くという政策であります。これまでも、単発

的に対症療法的に行ってきたことはありますけど、このように総合的に全てをワンパッケ

ージで行うというのは、これが初めてでありますし、また、こういったやり方をすることで、

私は効果がアップすると思います。
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そうした取り組みが今回評価されまして、昨年の 3月の国の「かわまちづくり」事業の認

定をいただきました。そしてまた、今年の 2 月には、国の主催の「かわまちづくり全国会

議」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

て紹介する機会をいただきまして、今や全国から注目を浴びる事業として、近年まれにみる

好条件のもとで事業が進んでおるわけでございます。総事業費の半分近くを公助で賄って

いる仕事というのは、今探しても、ほぼないわけであります。

先日も、他市の市長から「岡崎は国への要望活動をいったいどういうふうにやっているの

か」、こんなふうに尋ねられるほど、極めて順調に進んでいると思っております。

そして、3月末には、岡崎公園側の堤防道路や、河川敷の整備が終わりました。もう、すで

にご覧になられた方もあろうと思いますが、今回の改修で、河川敷へ降りるためのスロープ

も、これまでよりも緩やかになりました。また、水際に向かって、舗装されました遊歩道を

設置しましたことによりまして、高齢者の方や、障がいがある方、さらにはベビーカーを使

用する方にとりまして、大変利用しやすい水辺空間となりました。昨今は、若者だけでなく、

高齢者のカップルが川沿いを歩いているのをよく見かけます。もう既に、多くのかたがたに

憩いの場ともなってございます。

また、同じく 3 月末には殿橋のライトアップも始まりまして、明代橋につきましても、間

もなく同じように開始できる予定となっております。

さらに、建設中の人道橋につきましても、ライトアップする予定となっておりまして、完

成のあかつきには三つの橋の個性ある光の競演がされることとなります。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うことも予定しております。

3 月 25 日の殿橋の点灯式の際には、私と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、すごいよ」という子どもたちの歓声が上が

るまして、その声を聞いたときは、この事業を続けてきて本当に良かったな、こんなふうに

思ったものであります。

また、夜、ニューグランドホテルで会合がありますとき、私は康生の自宅まで歩いて帰る

ようにしとるんですけれども、乙川沿いを歩いておりまして、見知らぬ人から突然「岡崎を

きれいにしてくれてありがとう」と声を掛けられたりすることがありまして、そんなことを

大変うれしく思っております。先日の連休中のこどもまつりを見れば、いずれにかなわぬ母

子のほほ笑ましい姿が見られました。私たちの目指しております、乙川リバーフロント計画

というのは、決してハードの面のものだけではなくて、そうした、かつて生活の中に当たり

前にあった、喜び、幸せの空間をもう一度再現しよう、こういうものでもあります。

また、徳川四天王の石像につきましては、今年度中のお披露目を目指して、現在、石工団

地などで、順調に製作が進められているところであります。

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い
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たしまして整備するもので、（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といった案をたたき台にして、専門家や沿道住民の皆さんのご意見を

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ではありません。これまで

にも、このプランを出したところ、歩道を片側に寄せると車の出し入れに大変支障があると

か、木が生い茂って夜道が暗い、夜は怖くてとても歩けない、また、逆に防風林の役割をし

ている木を切るべきではない。それから、自転車が朝夕、歩道を勢いよく下ったり上がった

りして危ない、こんなさまざまなご意見をいただいております。

今後は、そうし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の住環境を第一

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

四天王像の設置の方法など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考えております。間もなく、沿線住民の皆さまがたの意見を取り入れた、

新しい整備案を公表する予定となっております。

そして、先ごろは、人道橋の橋脚の基礎工事におきまして、岩盤が出て大変周囲の皆さま

にご心配をおかけしたところであります。橋の完成は 1 年ほど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、工事費には全く影響はありません。当初の

予定通りの金額と時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います。

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で見える形で進むことによりまして、河川空間が

にぎやかになりましたが、市民の憩いの場となることはもちろん、さらに、この地域に川沿

いにカフェやレストランの進出をつなげたいと期待しております。私たちも決して号令を

かけるだけではなくて、その方向に民間の力を誘導したいと思っておりますし、既にそうし

た提案や声掛けも沿道の地主さんや業者の方々に進めております。私たちが目指しており

ますのは、先ほど申し上げましたとおり、単なる公共によるハード整備ではなく、それを使

ってどのようににぎわいを創出していくかというソフト面を重要視していることを重ねて

申し上げるものであります。

一方で、工事の過程では、桜をはじめとしま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。地元の説明はしっかりしておりま

すので、地元からそういう声が出ることはほとんどないんですけれども、苦情電話などは、

たまたま車で通りかかって目についた人からかかったものになります。戦後の復興期に日

本全国に一斉に植えられましたのがソメイヨシノでありますけれども、残念なことに、この

木は、寿命は 60 年ほどと短く、加齢に伴います衰弱によりまして、今、全国で倒木の危険

性が増しているところが増えてきております。

先日、富山県で街路樹が倒れたことがありまして、トヨタ 2000GT が大破しまして、県が

3500 万円ぐらい賠償請求されているというのを見ましたけれども、こんなことがあったら

大変でございます。実際、今回、岡崎市で伐採しました木は、ご覧いただいておりますと、

もう既に中が空洞化したり、腐りかけておる老木でありまして、これは、事前に樹木医のチ
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ェックを受けた上で、やむを得ないものを伐採をしたものでありまして、決してむやみやた

らに切り倒しているわけではございませんので、ご理解いただきたいと思います。

そこでこの度、100 周年記念事業の一つとして進めております、「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、周辺の環境や景観を考慮した、よ

り良い空間づくりを図っています。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、今よりも長い期間、市内で桜が楽しめる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を意識しまして、わざわざ遠

くの名所まで車で出掛けなくても近所の公園までつえをついて歩いて行けば、身近で桜を

楽しめる環境づくり、そんなものに取り組んでいきたいと考えております。そして、岡崎は

もともと桜の名所でありますので、7 月 1 日の市政記念日におきましては、市の花として、

現在の藤に加え、桜も追加することを予定しております。

次に、東岡崎駅に新たな岡崎のシンボルとして設置を進めております、徳川家康公像であ

ります。「岡崎は家康公のふる里と言うけれども、駅前に像の一つもないではないか」、こん

なことをこれまでよく言われてきたわけであります。私も何度も悔しい思いをしてまいり

ましたけれども、皆さまの中にも同じような経験をされた方がみえると思います。いや、で

も「銅像はあるぞ」、こんな声もありますけれども、岡崎公園の家康公像を望みますと、あ

まり存在感があるとはいえないと思っております。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像を、市民の皆さまからの

浄財をいただいて制作したい、このように常々訴えておりまして、専門家や市民のかたがた

と検討を重ねてきたところであります。制作は、日本芸術院の会員でありまして、銅像制作

のわが国の第一人者であるとともに、馬の像の制作に実績のあります、神戸峰男先生にお願

いをしておりまして、岡崎で松平元康から徳川家康と改名した 25 歳当時をイメージして作

っていただくことになっております。

また、若き日の家康公は、乗馬が得意で鷹狩が趣味であるといわれておりますが、同じく

弓の名手、免許皆伝であったということから、当時「馬上の将」でありますとか、「海道一

の弓取り」と呼ばれておりまして、馬上で弓を持つ姿が採用されました。顔のほうは、京都

の知恩院にあります、一番似ているといわれます木彫の像をモデルにしております。

具体的な設置場所といたしましては、東岡崎駅の北東に建設予定であります、ペデストリ

アンデッキの上に、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年度中に設置を予定しております。

そして、これは皆さまがたへのお願いであります。今回の家康公像は、市民の皆さまの寄

付により制作をしてまいりたいと考えております。先行して行ってまいりました団体向け

の寄付に加えまして、4月末からは個人向けのふるさと納税もスタートいたしました。また、

金額の多少に関わらず、小さな子どもでも「あの像を造るのに僕のお小遣いも使ったんだ

よ」、こんなふうに将来自慢ができるよう、市内各所に募金箱も設置しておりますので、ぜ

ひともご協力のほうお願い申し上げます。
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また、これは余談になりますけれども、この家康公像設置というのが、岡崎信用金庫の本

店の上階の来賓室から見下ろす位置にありまして、「まるで岡信さんのために造ったような

もんですね」っていうことを私が何度も言いましたので、先日岡信さんのほうから多額のご

支援をいただいております。なんか催促したみたいな感じになりましたけど、今回のデザイ

ンは若々しい家康公像と、躍動感溢れる騎馬がマッチしたものでありまして、明治維新以後、

意図的に広められたものと思われる、タヌキオヤジ的な家康公のイメージを払拭
ふっしょく

し、岡崎

の新たなシンボルとして市民に末永く愛される銅像になることを期待しておるわけであり

ます。さらにたびたび大河ドラマに出るたびに、家康公が出るたびにいらいらすることがな

いようにしたいと思います。

そして、今回のリバーフロント地区整備を進める中で、乙川の河川敷に埋もれていました、

江戸時代の石垣が 400 メートルにわたって残っていることが分かったわけであります。こ

れは菅生川端石垣と呼ばれるものでありまして、古地図や絵図によりまして、その存在は知

られておったわけでありますけれども、土や草木に覆われておりまして、残存状況というの

は、はっきりしなかったわけであります。しかし今回、調査を行ったことによりまして、400

メートルの石垣がほとんど絵図のまま残っていることが判明いたしたわけであります。こ

れは、現存する石垣としては国内最長、日本一のものであります。

また、高さは最大で 5 メートルに及びまして、さらに、敵の侵入を防ぐための「横矢枡形」

と呼ばれる射撃用の突出部が、一連の石垣に 80 メートル間隔で 3 カ所も設けられているの

も、これは、岡崎城のみの特徴であるということになります。これは、当時の鉄砲の有効殺

傷距離は 40 メートルから 50 メートルであったわけでありまして、もちろん玉はもっと遠

くまで飛ぶわけですけれども、鎧兜で身を固めている人も鎧を貫通して殺傷できる距離が

その距離だったということでありますけれども、江戸時代とはいえ、いつ争いが起きても対

処ができるようにということで、こうした防御性の高い石垣が、徳川発祥の地に造られたも

のと考えられております。この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

ておりますので、河川法上全てを掘り出して再現するということはできませんけれども、一

部観光用として、透明パネルを使って石垣の高さを見ることができるようにできないか、た

だいま愛知県と協議をしているところであります。

先日、広島大学の三浦教授の説明会を行いましたけれども、なんと 1日に 3000 人超える

かたがたがこの石垣を見るためだけに現地を訪れました。あらためて歴史ブーム、このお城

愛好家の多さを確認したものであります。

そして、市内には家康公ゆかりの大樹寺や六所神社など、名古屋よりも数が多い 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す。また、滝山寺の鬼祭りでありま

すとか、六ツ美の悠紀斎田のお田植えまつり、また、六ツ美にはこういうことにまつわりま

す古い社寺も多く、そこにはさまざまな貴重な宝物があるといわれています。さらには矢作

神社、能見神明宮などの山車だとか、そして藤川宿や東海道の松並木など、実に多くの歴史

文化資産が未開発で、未完成であります。
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そこで、これらを活用するために、国の歴史まちづくりの認定も視野に入れて施策を展開

してまいりたいと考えているところであります。

また、この他にも、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

丁みそや駒立のぶどうといった食べる楽しみ、六ツ美はイチゴがはじまっておりますし、そ

してまた、お隣幸田の筆柿などもあります。

さらに本市の経済の柱であります、モノづくりというものを体感するために、産業観光、

車の製造工程とか外国から来たかたが大変興味がある興味深いもの。そうしたあらゆる資

源を活用することによりまして、季節ごとのさまざまなストーリー性のある観光コースを

市内全域に広げてまいりたいと考えております。これは単にそうしたものを作るためでは

なく、われわれのほうが積極的にコース設定をして関係に働き掛けていく、こういった姿勢

も必要であると考えております。

そして、観光産業を進めるために岡崎にどうしてもなくてはならないものがあります。そ

れは、ホテルであります。1 カ所に宿泊をして長く滞在していただくからこそ、その地にお

金を落としていくわけでありまして、岡崎はこのような弱点があるわけでありますが、先般

JR 岡崎駅の東口に 320 名収容できるコンベンションホールとレストラン、そして 10 室ほど

でありますけれども、1 泊 4万円クラスの大事なお客さまを泊めることができる高級仕様の

ホテル。さらには、音楽ホールやカフェ、公園などを併設した民間の複合施設の進出も決ま

ったところであります。

岡崎市では、太陽の城の跡地にホテルの誘致を進めているところでありますけれども、残

念ながら現在のところまだ進出には至っておりません。もし、皆さまがたのお知り合いでい

い話があるようでありましたら、ぜひご紹介いただきたいと思っております。私は、もしこ

れ、良い話であるならば、必ずしも日本人じゃなくて、中国人や韓国人でも構わないと思っ

ております。

先般、デザインシャレットで、アイデアコンテストで、学生さんが本当にユニークで素晴

らしいホテルのアイデアを出してくれたんですけれども、そこに出てきたようなものは、ホ

テルそのものが岡崎の名物になるような、今ですと岡崎に用事があるけど、泊まるのは名古

屋とか豊田か安城かとなっています。名古屋、豊田に用事で来たんだけど、ホテルは岡崎の

ホテルに泊まりたいと思っていただけるようなホテルをぜひ造っていただきたいなと、こ

れは希望でありますが。もし、そういったことでやっていただける方なら外国諸国からでも

結構ですので、上海、台湾、香港、シンガポール、ドバイ、どこへでも営業に行きたいと思

っております。外国資本が岡崎に流入することに対しての警戒感が、皆さまがたにもありま

すけれども、過去 90 年代の日本のバブル経済の頃、アメリカの不動産を買いあさったこと

がありますけれども、あのときアメリカの高官が言った言葉で「皆さん、安心してください。

日本がどんなに不動産を買っても、日本に持って帰ることはありませんから。」と言われた

んですけれども、その後、バブルは崩壊して安い値段で売って帰るということになったんで

すけれども、私は、そうなるかどうかはともかくとして、不動産は持って帰れないことは同
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じだと思います。

こうした新たなまちづくりには、市民の皆さまがたのご協力ということが一番重要であ

ろうと思います。そこで現在、多くの市民のかたがたとさまざまな議論を進める中で、専門

家の意見だけでなく、学生や主婦のかたがたからも、行政では思いつかないような、斬新で

ユニークなアイデアを提案していただいております。例えば、リバーフロント地区におきま

しては、オープンカフェや、水辺でのキャンプ、それから自分は何も持っていかなくても料

金を払うだけで、そこにすべてバーベキューセットがそろえてある、後片付けも業者がやっ

てくれる、そういったバーベキュー、さらには水上ビアガーデンなど、こんなものが提案さ

れておりまして、今年の夏には、ぜひこれを実証、実験の上、実施できるよう準備を図って

いるところであります。

また、昨年末に開催いたしました、乙川に LED ボール 3 万個を流す「泰平の祈り」も民間

の皆さまがたのお力をお借りいたしまして、今年度も実施してまいりたいと考えておりま

す。こうした事業を、順次、具体化し、将来的にはこれを民間の方にバトンタッチすること

によりまして、民間の皆さまに大いにもうけていただきまして、岡崎市はその結果、税とし

ての収益が上がる、こういった形をあくまで民が主体となるまちづくりにシフトいきたい、

このように考えているところであります。もうすでに、変化をお感じいただいていることと

思いますけれども、岡崎は、まだまだこれからも進化してまいります。あと 10年もすれば

ヨーロッパの街並みに負けないような、岡崎独自の景観を有した都市になると思っており

ますので、ぜひご期待いただきたいと思います。

以上、本日は最新の市政の動きの一端をご報告申し上げましたんでありますけれども、こ

れからも引き続き、岡崎経済の根幹でありますモノづくり、これが一番大事だと思います。

これをしっかり支援し、そしてまた、福祉や医療、防災や教育といった基本施策の推進を通

じまして、このまちに生まれた育った子どもたちが、ふるさと岡崎にこれまで以上の愛情や

誇りを持てる、そんな「夢ある新しい岡崎」の実現に向けて頑張ってまいります。

そして引き続き、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「二期目も頑張れ」と再び背中を押して

いただけるよう、全身全霊で取り組んでまいりますので、なお一層のご支援とご協力をお願

い申し上げまして、本日の私の話を終了させていただきます。どうぞ、これからもよろしく

お願い致します。ご清聴ありがとうございました。

司会－ それでは、席の移動をお願いいたします。

それでは、土地家屋調査士協会のご紹介をお願いいたします。

団体代表者- 本日は、市民対話集会のほうにお招きいただきまして、誠にありがとうござ

います。団体を代表して、私のほうから団体の紹介とごあいさつをさせていただきます。

私ども、公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、昭和 61年 1 月に民法 33
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条の規定に基づく、公益を目的とする法人として設立されました。その後、平成 25 年 7月

1 日に公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、愛知県知事のほう

から公益の認定を受け、現在公益社団法人として名称を変更いたしました。設立以来 30周

年を迎えまして、現在も全国、日本では業績のほうはトップを走っております。これもひと

えに岡崎市をはじめ、関係官公署の皆さまのおかげと感謝しております。

私どもは、官公署のお手伝いをする組織という理念を掲げ、発足当時から変わることなく、

活動しております。現在の組織を紹介いたしますと、嘱託登記手続きのお手伝いはもちろん

でございますが、地籍調査による地図づくりに力を入れております。正確な地図であること

で災害復興が短期に展開でき、元の生活をいち早く取り戻せると確信しております。

私どもは、官公署通知、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、不動産にか

かる国民の権利を明確に寄与することが職責の土地家屋調査士の集団でございます。今後

とも設立当初の意思を変えることなく頑張ってまいりたいと思いますので、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。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。

団体代表者- 提案、要望ということで、事前に提出させていただいています。まず、1 点

目。私どもで取り組んでおります地図づくりを掲げております。平成 27 年度に鴨田地区の

地籍調査事業に参画させていただいており、この事業を継続的に市内全域において正確な

地図を整備し、速やかに公共事業が展開でき、災害にも強い町づくりが可能になると、われ

われは考えております。そこで、今後の計画がどのようになっているか、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、回答を市長お願いします。

市長- 岡崎市の地籍調査の進捗状況というのは、ただいまご指摘いただきましたとおり、

県平均の 13 パーセントと比べましても、8 パーセントと大変低い状況になっております。

本市におきましては、昨年度より 2 カ年計画で、地籍調査を鴨田地区の 48ha におきまして、

実施しているところでありまして、土地家屋調査士協会の皆さまがたのお力をいただきま

して、1 年目の業務を今、終えたところであります。この地籍調査は、震災時のインフラ復

旧におきまして、ご指摘のとおり必要な土地の境界確定が迅速に行えるなど、災害復旧に非

常に高い効果が期待されるものでありますことから、今後も継続的に実施してまいりたい

と考えております。

また、国が実施します道路と民有地の境界確定を行う都市部官民境界基本調査につきま

しても、国に強く要望してまいりたいと考えております。
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司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

団体代表者- はい。ありがとうございます。今後とも協力をしていきたいと思いますので、

継続のほうよろしくお願いいたします。

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、提案をよろしくお願い

いたします。

団体代表者- 2 点目の提案、要望ということで、これは私どもが日ごろの業務で感じてい

ることでありまして、ご提案させていただきました。

一般市民の方から、登記をされてない建物の登記をしていただきたいという依頼があっ

たときに、新しい建物であれば、確認申請書等があり、建物の調査も安易にできているんで

すが、しかしながら、古い建物になってきて登記をしないといけない、そういったケースに

おいては、現在、資産税課のほうで登録事項証明を取得するとともに、所有者の方から委任

状をいただいて、資産税課に保管されておる調査済みの建物図面を一緒に調査して、登記に

反映している、そんな状態でやっております。

そこで、建物図面がわれわれの中で閲覧、要はトレーシングペーパー、薄い紙で写し取っ

ていくしか、現在もそういう状態になっておりまして、その後、ペーパーで出していただい

た建物図面は、どうも廃棄されているようなので、せっかく所有者の方から委任状を取得し

て、守秘義務のある土地家屋調査士が閲覧をするという形なもんですから、せっかく紙で出

力したものであれば、今後それをそのまま、有償でも構わないと思うんで、要はコピー代で

すね。今、市の各課でやっているコピー代程度でご提供願えたらありがたいかなと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答、部長お願いします。

総務部長－ この件につきましては、私のほうからお答えをさせていただきます。

まず、土地家屋調査士の皆さまには、日ごろから未登記家屋の適正な登記につきまして、ご

尽力いただきまして、この場をお借りしましてあらためて感謝申し上げます。

さて、ご要望いただきました家屋図面の閲覧につきましては、家屋図面の写しを交付させ

ていただき、円滑な事務とするよう市長から指示を受けております。速やかにサービスを開

始させていただきますが、用途につきましては、登記申請に限らせていただきますので、会

員の皆さまに周知のほどよろしくお願いをいたします。

また、くれぐれも個人情報につきましては、ご配慮を徹底していただきますようにお願い

をしておきます。私からは以上でございます。
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司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

団体代表者- 大変ありがたく思います。今、ご指摘されました個人情報に関しては、各会

員において徹底するように、支部長を通じて指導していっていただきたいと思います。どう

も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。

団体代表者- 何度もすみません。3 点目でございますが、平成 28年 3 月の岡崎市議会にお

いて「岡崎市空家等対策協議会条例」が制定されたことに伴い、去る 4月 12 日に土地家屋

調査士協会岡崎支部へ協議会の委員の推薦をしてほしいということを岡崎市さんのほうか

ら依頼を受けたところでございます。土地家屋調査士協会としましては、ぜひとも岡崎市の

空き家対策に協力させていただきたいと思っております。そこで、今年度の空き家対策につ

いて、どのような予定になっているか、お教え願いたいと思います。

司会－ ありがとうございます。それでは、市長お願いいたします。

市長- まずは、岡崎市空家等対策協議会へのご参加をお引き受けいただきまして、本当に

ありがとうございます。

昨年、空家等対策推進に関する特別措置法が完全施行されまして、岡崎市としましても、

本年度より、建築部住宅課に専門部署を設けまして、本格的に対応していこうというところ

であります。

今年度の具体的な予定といたしましては、まず、市内全域を対象とした空き家の実態調査

を行う予定でありまして、その際、空き家の状態だけではなく、所有者の調査や空き家に対

する所有者のご意向の調査も行いたいというふうに考えております。その後、実態調査の結

果を基に、法令に規定されております空家等対策計画を策定していく予定であります。

また、空き家対策計画を策定し、実行していく際には、土地家屋調査士の皆さまがたのご

協力は欠かせないものと考えておりますので、どうかその節はよろしくお願い申し上げま

す。以上です。

司会－ それでは、ただいまの回答につきまして、いかがでしたでしょうか。

団体代表者- ありがとうございます。ご期待に添えるよう社員ないし会員で、全員で対応

にあたっていきたいと思いますので、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。それでは、事前にいただいている要望は以上でございま
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す。お時間もございますので、その他の質問に移させていただきたいと思います。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。

団体代表者- ずっと質問し続けております。最後に 1 点だけお願いがあります。

岡崎市のほうでは、幸いに過去の浸水以来、大きな災害が起きておりません。しかしながら、

災害への備えは必要だと考えております。愛知県協会では、平成 19 年から県下の市町村、

54 市町村を対象に災害時の応急対策の協力に関する基本協定というのを順次結んできてお

ります。その中で、54 市町村のうち現在 44 市町村まで締結していただき、直近では名古屋

市さんが締結しております。残念という表現がいいか悪いかは別として、残りの 10 市町村

の中に岡崎市が入っておりますので、ぜひ、この協定に関して、一度考えていただいて、で

きることであればわれわれも協力をしていきますので、協定のほう締結していただければ

ありがたいかと思います。

司会－ ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

市長公室長－ 岡崎市の危機管理監を兼務しておりまして、誠に気がつかずに申し訳ござ

いませんでした。私どもいろいろな各市、いろいろな団体さんともそういった災害に関する

協定をいろんなところで結ばさせていただいております。勉強不足で大変申し訳ございま

せん。ぜひとも結ばせ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ます。

団体代表者－ ありがとうございます。ぜひ、協定のほう結んでいただいて、有事のときに

は会員、ないし社員全員でご協力をしていきたいと思います。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、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。

団体員Ａ－ お世話になります。きょうお招きにあずかりましたのは、公益社団法人の嘱託

登記土地家屋調査士協会の岡崎支部ということだったんですけど、私どもが所属している

のは、愛知県土地家屋調査士会の岡崎支部という、兄弟団体というか母団体というようなも

のですけど、その岡崎支部は、岡崎市をはじめとして、隣接する幸田町、西尾市、碧海の刈

谷、安城、碧南、知立、高浜、5 市を加える 8市町で構成しております。その中で、先ほど

話したように、空き家対策の活動とか、それと、あと資産税課におきましては固定資産税を、

隣接の所有者を調査する市との協定を結ばせていただいて、他の市町に先駆けて土地の境

界の明確化に寄与していただいております。この協定については、岡崎市さんと平成 17年

に、26 年に幸田町さんと思いますけど、その二つの市町が先駆けた後、岡崎の特に下の地

域のほうで追随していただくようにお願いしております。この 4 月におきましても、私ども
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管轄支部の 5 カ所を支部総会という形で回らせていただいておりまして、4 月 22 日には、

西尾の市長さんの方に岡崎市さんがこういう協定を結んでいるのだからお願いしたいとお

願いをしています。

ぜひとも、きょうお答えいただいたような固定資産税の建物図面のコピーをいただくこ

とについては、岡崎市では大変こんないいやり方でやらせていただいおりますので、ぜひと

もお願いしますということで、また併せてお願いしていただきたいなと思います。今後とも、

他の市町に先駆けて精鋭的な施策を進めていただければありがたいなと思います。お礼か

たがたお話させていただきました。本日はどうもありがとうございます。

司会－ ありがとうございます。部長よろしくお願いいたします。

総務部長- どうもありがとうございます。先ほど有料でもという話が出ておりましたが、

実際今、閲覧をしていただいているときも、こちらのほうのコピーしたものを見ていただい

ているということで、こちらについては、持ち主の方にも同じ取り扱いですが、無料でご提

供のほうをさせていただく予定でおります。

また、近隣の市町にもこういったサービスをしているというようなことを周知したいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。

司会－ ありがとうございました。よろしかったでしょうか。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。

団体員Ｂ－ 一つお願いでございます。リバーフロントが 2～3年前から計画されておりま

して、先日の新聞ではなんか川底から岩が出てきたというような情報がありましたんです

けども、そこでまたかなり工事が遅れるということ、予算がよりかかるというようなことが

報道されておりますけれども、その辺もし時間があれば、詳しく教えてくだされば安心する

と思うんですけども。よろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。市長お願いいたします。

市長- 先ほどの話の中で申し上げたんですけれども、もう 1回言います。

岩が出てきたというような簡単なことじゃなく、岩盤が出てきたんです。これはもちろん

事前にボーリング調査をやっているわけなんですが、こういう形で鋭角に出ていまして、ボ

ーリング調査ではそれがちょうど当たらずにこうやっていたもんで、岩盤がないというこ

とで計画を立てて、やっていって本格的に橋脚を準備して、でかいのが出てきちゃったとい

うことなんですが、そもそも工期をちょっと多めに取っておりましたし、それから 99 億総

予算案は、これは駅前再開発事業を見込んだ金額でありまして、国のほうの補助金をもらう
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のに早めにちょっと要求額を出さなきゃいけなければなりませんでしたので、これもちょ

っと大きめに出しておりました。大きめに出したやつを満額回答できたのは、こちらとして

もにんまりしておるんですけど、ただ、そういうことでやっていましたので、今回岩盤が出

てきたと、岩が出てきたんじゃなくて岩盤なんです。だから、簡単な工事じゃなくて、1 年

3 カ月ぐらい延びちゃうということになっています。この橋を造るための工事が。ですけど

も、リバーフロント計画全体の 32 年はこのまま同じでございまして、その中できちんと消

化できます。

それから、今申し上げましたとおり、かかる費用も支出の範囲内でちゃんとできますので、

ご安心いただきたいと思っております。

司会－ ありがとうございました。それでは、その他ご意見がある方がいらっしゃいました

ら。

市長－ いいんですよ。今日の話の中にないことでも。

司会－ よろしかったでしょうか。それでは、ご質問も尽きたようでございますので、最後

に市長からごあいさつをお願いいたします。

市長－ 最初に申し上げましたように、きょうは、本当に日中の皆さまがたの一番お忙しい

時間にこうした平日の午後にお集まりいただきまして、重ねて感謝申し上げたいと思いま

す。

きょうは専門家の皆さまがたがお集まりいただくということで、ちょっと私も緊張して

話をしておりましたけれども、本当に紳士的に対応していただきまして、ありがとうござい

ました。

きょう皆さまがたから承ったお話、最初の答えは皆さまから質問をいただいて準備して

きたことでございましたので前向きにできると思いますけれども、もしまた、きょう言われ

なかったけれどもぜひやってほしいということがあれば、いつでも市のほうまで教えてい

ただきたいと思います。

また、この会は終わりましたが、みんなの前ではちょっと言いにくいけど、一言言いたい

ことがあるとかございましたら、しばらく待っておきますので、なんなりとお申しつけいた

だきたいと思います。きょうは、本当にありがとうございました。これからも、どうぞよろ

しくお願いいたします。

司会－ これをもちまして、市民対話集会を終了させていただきます。本日は、誠にありが

とうございました。司会－ ありがとうございました。


