
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年５月 20 日（金）11 時 30 分

場 所：岡崎ニューグランドホテル

団体名：岡崎市退職職員親交会 87 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－ 皆さん、こんにちは。本年も岡崎市退職職員親交会の総会にお招きをいただきまし

て、誠にありがとうございます。また、今回は総会に続きまして、こうして市民対話集会の

場を設けさせていただきまして、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、わたくし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 30 回を超える市民対話集会を行ってきておりまして、秋の選挙までに

は合計で 38 回行うこととしております。またそれ以外にも、200 回以上の講演会や、各種

会合等で、さまざまな機会を通じまして、こうした映像とともに、わたくしの目指す市政に

ついてお話をさせていただいております。

こうした活動はご案内の通り、決して義務でやっているわけではございません。わたくし

の政策として行ってきたことでありまして、他の市ではあまり例のないことと自負してお

ります。市長会等に出掛けましても、全く面倒くさいことをよくやっとるなということを言

われるわけでありますけれども、わたくしはこうしたことが必要であろうと思っているわ

けであります。

本日は、かつての市職員として勤務されました先輩の皆さまがたがお集まりであります

ので、関心事やご意見等もたくさんあろうかと思います。この会が活発な意見交換の場とな

りまして、有意義な時間となりますことを願っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

さて、おかげさまでこの 4 年間、天の時、地の利、人の和にも恵まれまして、比較的順調

に市政の進展を見ているところであります。ご案内の通り、岡崎市にとりまして、本年は市

制施行 100周年という大変大きな歴史的な節目のときを迎えております。

新時代を迎えた、この岡崎の更なる発展と活性化につながりますよう、各種記念事業をこ

の 1 年間、「新世紀岡崎 飛躍祭」と銘打って実施しまして、岡崎の魅力を市の内外にアピー

ルしてい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 1 日警察署長役には知的派女優の

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、当日は好天にも恵ま

れまして、過去最高の 46 万人を超える多くの皆さまがたにお越しいただきまして、大変素

晴らしい行列となったところであります。

また、これから行います、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ただ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っ

ております。

その他にも、全小学校区ごとの地域の魅力を 1 冊の本にまとめる、岡崎まちものがたり作

成事業やさくら 100 年プロジェクト等、さまざまな企画でこの 100 周年を盛り上げてまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

そして、この 100 周年を契機といたしまして、岡崎独自の歴史的文化資産の、乙川、矢作

川の水辺空間を活用することによりまして、観光産業都市岡崎としてのまちづくりを図り、
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本市の経済の柱であります、ものづくりに並ぶ、もう一つの柱に育て上げるべく、数々の施

策に取り組んでいるところであります。

その第一歩となりますのが乙川リバーフロント計画であります。

この計画は、本市の長年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

発に加えまして、近年の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課題を、民間の方々と一緒に取り組ん

でいくというものであります。

これまでも個別で対症療法的な施策はあったわけでありますけども、このように総合的

に行っていこうというのは初であると思います。また、こうした事業というのは総合的に行

わなければ、なかなか効果が出ないものではないか、こんなふうにも考えております。

そうしたわたくしどもの取り組みが評価されまして、リバーフロント地区の整備におき

ましては、昨年の 3 月に国のかわまちづくり事業の認定をいただきまして、現在、多くの補

助金を得て近年まれにみる好条件のもとで事業が進んでおります。今時、総事業費の半分近

くを国庫補助で行っている仕事というのは、他ではほとんど見られません。

国交省の高官からも「これだけの事業費でこれほどの都市改造ができれば、すごいことで

すよ」こんなふうに励まされているところであります。

また、今年の 2 月には、国主催の「かわまちづくり全国会議」シンポジウムにおきまし

て、わたくし自ら上京いたしまして、現在の岡崎の取り組みというものを先進事例として紹

介する機会をいただいたところであります。

さらに、昨日のことでありますけれども、愛知県では犬山市、名古屋市に続いて 3 番目と

なります、「国の歴史まちづくり」の認定を国交省におきまして受けることができまして、

認定証を政務官よりいただいてまいったところであります。

このように岡崎のまちづくりというものは、国からのお墨付きはもちろんのことであり

ますけれども、今や全国から注目を浴びる事業として進んでいることをご報告申し上げた

いと思います。

こうした中、3 月の末には、このニューグランドホテルの前の堤防道路や、河川敷の整備

が終わったところであります。

もう既にご覧いただいております通り、今回の改修によりまして、河川敷へ降りるための

スロープも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使用する方によりましても、大変利用しやすい水辺

空間となっております。

最近では若者だけではなくて、高齢者のカップルが川沿いを歩いている姿も増えており

まして、既に多くの方々の憩いの場となっているようであります。

さらに、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

間もなく開始される予定となっております。
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また、現在建設中の人道橋についても同様にライトアップする予定となっておりまして、

人道橋の完成の暁には、三つの橋によります、個性あふれ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、市の花を表すふじ色でライトアップされております。そして、桜まつりや花火

大会といったイベントに合わせまして、さまざまな演出照明を行ってまいりたいと考えて

おります。

3 月 25 日に行いました、殿橋の点灯式に折には、わたくしたちがスイッチ押した瞬間に、

近くのマンションの上から「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

が上がりまして、その声を聞いたときには、本当にこの事業を続けて良かったなということ

を思ったものであります。

また、夜、このグランドホテルで会合がありましたときに、わたくしが川沿いの風景を見

ながら自宅まで歩いて帰ることにしたわけでありますけれども、そんなときに見知らぬ方

から突然「岡崎をきれいにしてくれてありがとう」こんなふうに声を掛けられることがあり

まして、そんなときにも大変うれしく思うものであります。

さらに、先日の連休のときでありますけれども、こどもまつりの折に、水辺で語らう母と

子のほほ笑ましい姿もいくつか見られまして、わたくしたちの目指しております、リバーフ

ロント計画というのは、単なる観光事業の推進だけではなくて、そうした、かつてわたくし

たちの生活の中に普通にあった潤いのとき、幸せの空間というものを再現することである

こともご理解いただきたいと思います。

そして、徳川四天王の石像につきましては、今年度のお披露目を目指しまして、現在、石

工団地等で順調に制作を進められているところであります。ご覧いただきまして分かりま

す通り、単なる石像を作っておるのではなくて、それぞれが各武将の歴史の中での有名な場

面、そうしたものをモチーフにして造られるわけでございます。また、こういうものはただ

造っただけではなくて、しっかりとその解説をやっていかなければ効果がないと思います

ので、そうしたことも考えて行っていきたいと思っております。

さらに、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、こ

れが仮称、岡崎セントラルアベニューと言っておりますが、これを整備するために、現在は

歩道を東側に集めるといった、国交省の前の副市長さんからの案をですね、たたき台にしま

して、専門家や沿線の住民の皆さんの意見を今うかがっている最中であります。もちろん、

このプランが最終の物ではありません。

これを原案といたしまして、いろんなご意見をうかがっているわけでありますけれども、

歩道を片側に寄せると車の出し入れに支障があるとか、また、防風林の役割の木を切るべき

ではない。あるいは、現在、木が生い茂って夜はここを怖くて歩けない、自転車が朝に歩道

を勢いよく向かってきて危ない等、そ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がたの住環境と
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いうことを第一に考えまして、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、先ほどの徳川四天王像の設置方法等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まして、新しい整備プランを公表する

予定であります。今、橋の絵が出ておりますけども、これはただ単に渡る橋ではなくて、こ

の橋を使って、籠田公園までの空間を使って、さまざまな、ここでイベントを行って、事業

を行いたい。こういったことも考えているわけであります。

このように、今後も引き続き、乙川の人道橋やセントラルアベニュー等、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た形で進むことによりまして、河川空間がにぎ

やかになり、市民の憩いの場としてはもちろんでありますけれども、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るものであります。

わたくしたちもただ掛け声を掛けているだけではなくて、その方向で民間を誘導してま

いりたいと考えておりますし、もう既にそうした具体的な提案でありますとか、声掛けを沿

道の地主さんや事業者の方に進めているところであります。

わたくしたちの目指しておりますことは、公共による単なるハードの整備ではなく、それ

を使ってどうやってにぎわいを創出していくか、こういったソフト面の重視にもあること

を申し上げておきたいと思います。

次に、東岡崎駅の前に新たな岡崎のシンボルの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。

岡崎は家康公の故郷というけど、駅前に像一つないではないか。こういったことをこれま

でもよく言われてまいりました。わたくしも何度も悔しい思いをしたわけでありますけど

も、皆さまがたの中にも同じような経験をされた方がおるかと思います。

いやいや、像は他にもいくつもあるぞ。こう言う方も、中にはお見えになりますけども、

どうかというとですね、岡崎公園にあるものを除きますと、あまり存在感があるとは言えな

いというふうに思っております。

そこでわたくしは、選挙以来、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、こういうことを訴えてきました。

さらに、専門家や市民の方々と検討を重ねまして、決定したデザインというのが今見てい

ただいているものであります。

制作は、日本芸術院の会員でありまして、わが国の銅像制作の第一人者であるとともに、

馬の像の制作に実績があります、神戸峰男先生にお願いしておりまして、岡崎で松平元康か

ら、徳川家康と改名したのが 25 歳当時でありまして、そのイメージを使っております。

顔は一番似ていると言われます、京都の知恩院にあります、木彫の像をモデルにしており

ます。

また、若い日の家康公は、乗馬が得意でタカ狩りが趣味であったというふうに言われます

が、同時に弓の名手、免許皆伝であったということでありますので、馬上の将でありますと
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か、海道一の弓取りとも呼ばれておりまして、その異名を持って、今回、馬上で弓を持つ姿

が採用されたわけであります。

そして、これは皆さま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ます。

金額の多少に関わらず、子どもたちが、「あの像を造るのに僕たちのお小遣いも使ったん

だよ」と、将来そういうふうに自慢ができるように、市内各所に募金箱を設置する他、個人

向けのふるさと納税によります寄付や、団体向けの寄付等、さまざまな方法を用意しており

ますので、どうぞ温かいご支援をお願いいたしたいと思っております。

こうした寄付による参加意識の情操というのは、この事業のやり方というのは、これは欧

米のやり方をお手本としたものであります。

家康公像の設置場所というのは、東岡崎駅の東側の北東街区と呼ばれておりますけども、

この位置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します、平成 30年度中に設置をする

予定となっております。

また、これは余談でありますけれども、この家康公の像というのは岡崎信用金庫本店の上

階の来賓室からちょうど見下ろす場所に当たりまして、わたくしが「まるで岡信さんのため

に設置するようなものですね」と会長さんたちに申し上げましたところ、このたび、多額の

ご支援をいただけることとなりまして、なんか、わたくしが催促したようで申し訳なく思い

ますとともに、大変感謝しているところであります。

今回の家康公像は若々しい姿とともに、躍動感あふれる騎馬の姿がマッチしたものであ

りまして、明治維新以降、どちらかというと意図的に進め、広められてきたたぬきおやじ的

な家康公のイメージを払しょくして、岡崎の新たなるシンボルとして市民の皆さまがたに

末永く愛される像となることを期待しておるものであります。できれば、これがきっかけと

なりまして、大河ドラマの中でですね、陰謀家で、悪役的なイメージで描かれている家康公

の姿というものも変わってほしいものと思っております。

そして、今回のリバーフロント地区の整備を進めていく中で、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 400 メートルにわたりまして残っているということが分かっ

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、絵図によりましてその存在は知られ

ておりましたけれども、草や草木におおわれておりまして、残存状況というのはよく分かっ

ていませんでした。

わたくしもそんなものは岡崎の空襲で吹っ飛んじゃってなくなっている、こんなふうに

思っとったわけでありますけれども、今回の調査によりまして、400 メートルにわたる石垣

が絵図のとおりに残っているってことが判明したわけであります。これは現存する石垣と

いたしましては国内では最長、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、さらに敵の侵入を防ぐための横矢枡形と呼
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ばれる射撃用の突出部が、一連の石垣の中で 80 メートル間隔に 3 カ所も設けられているわ

けでありまして、これは岡崎城のみの特徴であるということであります。

これは当時の鉄砲が鎧兜を貫通できる距離、いわゆる有効殺傷距離というものが 40 メー

トルから 50メートルであったわけでありまして、今のライフルのようにライフリングが鉄

砲の中にありませんので、そんなに遠くまで行けないし、威力もないわけであります。その

ために、このような配置になったわけであります。

また、江戸時代と言えば、いつ争いが起きても対処ができるようにとは言いましても、い

つ争いが起きるか分からないような状況が当初はあったわけでありまして、徳川の発祥の

地に、このように防御性の高い石垣が造られたのはそのためではないかと思います。

先日の現地説明会では、多分春に石垣をお見せして、大学の先生に紹介していただいただ

けではありますけれども、そのために 1 日 3000 人を超える方々が現地を訪れまして、あら

ためて歴史ブーム、お城愛好家の多さということを認識して察したものであります。

この石垣は河川敷の中にあるものでありまして、現在も堤防の役割を果たしているため

に、河川法上全てを掘り出して再現するということはできないわけでありまして、しかし一

部を観光用として、透明パネル等を使って石垣の高さというものが見えるようにできない

か、今愛知県と検討をしているところであります。

昨日訪れました文科省におきましては、文科省を再建するときに出土いたしました江戸

城の石垣が、大変効果的に展示してありまして、今後の岡崎の手法、整備の手本にしたい、

こんなことも思っております。

こうした数々の文化資産を始めといたしまして、市内には家康公のゆかりの大樹寺であ

りますとか、六所神社等、名古屋よりも多い 13 もの国の重要文化財に指定されました建造

物があるわけでありますけれども、これまで十分に活用されていませんでしたので、重要文

化財に、指定されてもですね、その後知らないケースもあります。まずは市民への啓蒙から

始めたいというふうに考えております。

さらに、今後はくらがり渓谷や鳥川のホタル代表されます、額田の豊かな自然や、八丁み

そや駒立のぶどう、六ツ美のいちご、そしてお隣の幸田の筆柿等といった、食べる楽しみと

いうものも、ここに加えまして進めていきたいと思っております。そして、本市の経済の柱

でありますものづくりというものを、これを体感する産業観光、そのようにあらゆる市の、

岡崎の資源というものを活用しまして、季節ごとのさまざまなストーリー性のある多様な

観光コースというものを、こちらで提案して、さらにそれを観光業者等に進めてまいりたい、

このように思っております。

ちょうど昨日のことでありますけれども、一昨日のことでございますけれども、今わたく

しの友人がアメリカのサウスカロライナ大学で教鞭を執っているわけでありますけれども、

そこのビジネススクールの学生さんたちが産業観光の後に、この市役所に訪れてまいりま

して、これで 3 年連続となりますけれども、今後も続けてまいりたいと思っております。今

は多分学生かもしれませんけれども、ビジネススクールの学生でありますので、どこでどう
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いった職に就くかも分かりません。それでまたビジネススクール卒業になったときに、日本

と関係ができたっていうことになりますので、岡崎という所に行ったことがある、こんなこ

とを思い出していただければと思って続けておりまして、大学のほうからも感謝状を連続

していただいております。

そして、観光産業を進めていくために、今岡崎にどうしても不足しておるというものが、

この場所で言うのは大変恐縮ではありますけれども、ホテルであります。

1 カ所に宿泊して長く滞在することで、そのためにお金が落ちるわけでありまして、今も

皆さまがたには、先輩の皆さまがたにも大変ご尽力いただいてきたわけでありますけれど

も、現在もこれが岡崎の一番の弱点であります。

先般、JR 岡崎駅の東口に 300 人を収容できますコンベンションホールとレストラン、そ

して 10 室程度でありますが、大事なお客さまを応対できる 1泊 4 万円クラスの高級仕様ホ

テル、さらには音楽ホールやカフェ、公園等を併設した民間の複合施設の進出が決まったと

ころでありますけれども、顧客のニーズに合うホテルとしては、まだまだ総合的に不十分で

あります。

以前より岡崎では、太陽の城の跡地にホテルの誘致を進めているところではありますけ

れども、残念ながら現在のところ決定には至っておりません。

わたくしは、昨年初めて開催いたしました、デザインシャレットという催しの中で、学生

さんたちから提案されたようなホテルそのものが名物となりうるような素晴らしいプラン

が、ぜひこの岡崎にできればと思っているわけでありまして、もしそうしたことをやってい

ただける方ならばですね、必ずしも国内の事業者に限らず、海外の事業者でも憂慮に当たら

ない。こんなふうに今思っているところでございます。

外資系の企業が参入することによりまして、心配される方もいますけれども、かつて 1990

年代、日本がバブル経済で景気が良かったときですね、アメリカに行って不動産を買いあ

さったことがあります。そのとき、いみじくもアメリカの高官が「皆さん安心してください。

不動産はいくら買っても持って行くことはできません」こういう話をしたのを思い出すわ

けでありますけれども、まさにそういうことではないかと思っております。また、もし皆さ

まがたの中に良い話があれば、ぜひお知らせいただきたいと思っております。

このように岡崎は新たなまちづくりへと、現在進んでおりますけれども、さらなる推進の

ためには、経験と実績があります先輩の皆さまがたのお力と、市民の皆さまがたのご協力が

なくてはならないと思っております。

ことに皆さまがたは、岡崎市の目指すまちづくりの正しい認識広めるための PRにぜひご

協力をたまわりたい、こんなふうに思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。

現在、多くの市民の方々とさまざまな議論を深める中で、専門家だけではなく、学生や主

婦の方々からも、行政のほうでは思い付かないような、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、殿橋のたもとでのオープンカフェでありま
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すとか、手ぶらで出掛けてもできる水辺でのキャンプ、バーベキュー。さらには、水上ビア

ガーデン等が提案されておりまして、今年度の夏に実施ができるよう調整を図っていると

ころであります。で、一番意外でありましたのは、駄目だと言われるかと思って国交省のほ

うに行きましたら、国交省のほうから「これ面白いアイデアだね」と言っていただいたこと

であります。もうこの中にはですね、大阪のほうでも実施した実績があるプランもございま

す。

また、昨年末に開催しました、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、民間の皆さまにまず大いにもうけていただきまして、その結果として、行政には税とし

ての収益があるといった、あくまでも民が主体となったまちづくりにシフトさせてまいり

たい、このように考えているところであります。

もう既に、岡崎の変化というのは十分ご理解いただいていると思いますけれども、岡崎は

これからもまだまだ進化いたします。あと 10年もすればヨーロッパの街並みにも負けない、

岡崎独自の景観を有した都市になりますので、ぜひご期待いただきたいと思っております。

以上、本日は時間の都合上もありまして新しい総合病院、秋に完成予定の市民会館、新火

葬場、岡崎発達センター等については割愛いたしましたけれども、最新の市政の動きの一端

につきましてご報告申し上げたところであります。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への支援というものは継続いたしますし、さらに福祉や医療、防災や

教育といった基本政策の推進を通じまして、この町に育った子どもたちが、故郷岡崎に対し

て、これまで以上の大きな愛情と誇りを持てる、そんな夢ある新しい岡崎の実現を目指して

進んでまいります。

そして引き続き、姿勢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

の審判をいただきたいと考えております。

皆さまがたに 2 期目もがんばれ、こういうふうに再び背中を押していただけますよう、全

身全霊でまちづくりに取り組んでまいりますので、一層のご支援とご協力を重ねてお願い

申し上げまして、わたくし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

いいたします。ご清聴ありがとうございました。

司会－ それでは、退職職員親交会のご紹介をお願いいたします。

団体会長－要望でありますが、退職職員親交会ということで限られてまいりますので、役員

のほうで協議、考えまして、また、知り合いとも協議いたしまして、要望を出させていただ

きました。

まずこの岡崎市退職職員親交会でありますが、団体名が、岡崎市団体退職職員親交会であ

ります。会の目的でありますが、退職した職員の旧交を温め、お互いの親睦を図り、市政を
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援助し、各社会事業に貢献することを目的としております。

秋にですね、今日のような総会、また、秋は日帰り旅行、こういったものを考えています。

それからあと後のことですが、いわゆる、亡くなられた方のご連絡だとか、そういったこと

をやっております。

また、役員は 14 名で構成しております。

以上でございます。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。

それでは団体さま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。

団体会員Ａ－失礼します。最近人間関係が希薄となっております世の中で、退職した職員同

士の親睦を深めることを目的といたしました、私たちの会、必要性は年々高まっているん

じゃないかなと感じております。退職したとはいいましても、本会の会員には、体力も意欲

も十分にある方がたくさんいます。したがいまして、市役所の事業等でわれわれの協力が必

要なことがあれば、可能な限り協力をしてまいりたいと思っております。ぜひとも声を掛け

ていただきたいな、こんなふうに思っています。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。

市長－ いつもお世話になっていて本当にありがとうございます。今お話がありましたよ

うに、人とのつながりや絆が見直される中で、もと、市の職員ということで共通の経験を持

たれます皆さまがたが退職後もこうして親睦を深める活動をされているということは、在

職中の人間関係を維持、発展させていくという点で大変意義深く、今後とも意欲的に活動し

ていっていただきたいと考えております。

また、皆さまがた、ご存じのように、行政で行います事業というのは、行政の力だけでで

きることは少なく、民間の活力の導入でありますとか、市民の皆さまがたのご理解とご協力

があって初めて成り立つものが多いわけであります。

今後も皆さまがたのお知恵を拝借すると同時に、その際には協力もいただきたいかと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。また、皆さまがたが活動される中で、私た

ちができることは何でもご協力してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。

司会－ はい。それでは引き続き、要望の提案をよろしくお願いいたします。

団体会員Ａ－最近、この会の入会者がご存じのように少なくなりまして、当初、500 名近く
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もおったというふうなことを聞いておりますけども、最近は 300 何名ですかね、というよう

な状態が続いておるということで、会員数の減少が問題となっておりますけども、会の活動

をより一層盛り上げていくためには、新規の入会者を増やしていく必要があります。私たち

も努力しなければならないわけでございますけども、今年度も行われておりますが、退職を

迎える職員に対しまして、ぜひとも入会を強力に勧めていただくようなご配慮を願えると

ありがたいな、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

司会－ ありがとうございます。それでは部長お願いいたします。

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。大先輩の

前で少し緊張をしております。

人事課につきましては、事務局としてお手伝いさせていただいておりまして、事務局の運

営に際しまして、日頃からご協力感謝しております。

さて、会員数増加の問題でございますが、会長さん始め、役員の皆さんが大変ご苦労され

ているということは私たちも承知をしておりますので、私たちもぜひ協力したいと考えて

おります。

会員数が減少している要因というのを考えてみますと、年金制度の改正に伴いまして、退

職後の再任用制度というものと、あとまた、60 歳以降の生活設計が少し変わってきたのか

なというふうに分析をしているところでございます。そういった要因に対応するために再

任用の退職するときにもお声掛けをさせていただくと。また、退職者の説明会にも、積極的

に新規加入の勧誘を引き続き行っていこうというふうに考えております。また、会員の皆さ

まも未加入者の方がお近くにいましたら積極的に働きかけをしていただくようにお願いし

まして、私からの回答とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

司会－ それでは次の要望提案をよろしくお願いいたします。

団体会員Ｂ－先ほどの総会で、岡崎市が 100周年記念事業として進めている岡崎さくら 100

年プロジェクトの趣旨に賛同いたしまして、岡崎市に桜の木を植樹するための費用を寄付

することを決定いたしました。ぜひご活用していただきたいと思います。以上でございます。

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－ありがとうございます。岡崎さくら 100 年プロジェクトへの寄付の申し出を今回い

ただいたわけでございまして、心から感謝しております。

岡崎市には皆さまに言うまでもなく、この岡崎城の周辺を始めといたしまして、市内各所

に桜の名所というものがたくさんありますけれども、戦後の復興期にこの全国一斉に植え
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られたソメイヨシノがありまして、残念なことにこの木の寿命というものが 60 年ほどであ

りまして、加齢に伴います衰弱によりまして、倒木する桜も見られているようになっており

ます。

ときに、河川整備の折に、こうした木を伐採しておりまして、お叱りの声をいただくこと

があるわけでありますけれども、決してやたらめったら切りまくっているわけではなくて、

これは事前に寿命計算のチェックをしていただきまして、これはもう駄目だよと、こういう

ことが言われたものについて、切っているわけでございます。

先般、富山で街路樹が倒れて、また運悪いことにトヨタの 2000-GT の上にそれが倒れてき

て、3900 万円賠償請求されているというのを聞いておりますけども、そんなことがあると

大変でございますので、私たちも安全な街路、また、計画をつくるために進めているわけで

ございまして、こうしたものを受けまして、岡崎の桜を次の 100 年にも残していくというこ

とを考えまして、さらに充実させていこうということを考えましたのが、先ほど申し上げま

した、岡崎さくら 100 年プロジェクトであるわけであります。

このプロジェクトにおきましては、市内各地に開花時期の異なる桜を植樹いたしまして、

どうも家康行列までちょっと桜がないことが多いわけですけれども、なるべくそういうこ

とのないように、長い期間、市内で桜が楽しめる環境づくりというものを進めてまいりたい、

こういうふうに考えております。

おかげさまで昨年度は、多くの皆さまがたのご協力によりまして、大門地区の矢作川堤防

敷や矢作川地区の鹿乗川導水路敷等、市内各地域におきまして約 1200 本のさまざまな種類

の桜を植樹することができたわけであります。

また、岡崎はもともと桜の名所でもありますし、7 月 1 日の市制記念日におきまして、市

の花として、現在ふじの花なんてありますけれども、これに桜を加えて、桜のまちづくりと

いうものをさらに盛り上げてまいりたいというふうにも考えております。

今回、皆さまがたからいただきます寄付でありますが、やはり皆さまが勤めておみえにな

りました市役所の敷地内への植樹に使わせていただくのが一番良いのではないか、こんな

ふうに思っております。植樹する桜は 1 本でも存在感のあるシダレザクラ、こんなふうに考

えております。

また、これからの高齢化社会を考えまして、私たちもいつも車に乗って遠くまで行くって

いうことがこれからできなくなるだろうと思います。つえをついて自分の身近な公園まで

行けば、生活空間の中で桜をみることができる、そういった場所を市内各所に作りたい、こ

ういうことを考えておりますので、併せてご理解いただいたいと思います。

司会－ それでは次の要望提案を、よろしくお願いいたします。

団体会員Ｃ－ 失礼します。よろしくお願いいたします。

乙川の水辺空間の活用につきましては、わたくしたちが現役の頃にも検討されておりま
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したけども、なかなか具体化するにはできなかったことでございました。今回、乙川リバー

フロント計画といたしまして、市長さんには事業を大きく進めていただいたことは、国のか

わまちづくりの認定を受け、また、全国的にも注目を浴びているところでございます。職員

の OB といたしましては、大変うれしく思っております。さらに今回、国の歴史まちづくり

の認定もお受けいただきましたし、このことにつきましても、もう少し詳しく教えていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

司会－ はい。ありがとうございました。では、市長お願いいたします。

市長－先ほどもお話し申し上げました通り、ちょうど昨日、国土交通省の本省におきまして、

歴史まちづくり法に基づき策定いたしました、岡崎市歴史的風致維持向上計画につきまし

て、津島国土交通大臣政務官より、文部科学省、農林水産省及び国土交通省の各大臣連名の

認定証を直接いただきましたわけであります。

歴史まちづくり法といいますのは、平成 20年に施行されまして、わが国固有の歴史的建

造物や伝統的な人々の活動からなる歴史的風致につきまして、市町村が作成いたします歴

史的風致維持向上計画というものを国が認定することによりまして、法律上の特例や各種

事業によりまして、国が地域の歴史や、歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援す

る、こういうものであります。

歴史都市として認定を受けました市町の数は、現在、全国で 56 となっておりまして、県

内では犬山市、名古屋市に次いで岡崎市は 3 番目の認定ということになります。

岡崎におきましては、先日、400 メートルの石垣が確認されました菅生川端石垣等の岡崎

城の跡の発掘調査や整備を中心に、東海道等の街道沿いの歴史的な保存修理や公開活用、重

要文化財であります大樹寺や滝山寺等の周辺整備の他、家康行列などの家康公の顕彰活動、

滝山寺鬼祭り、能見神明宮大祭、八丁味噌造りを始めとする伝統的な活動の支援などの事業

を予定しております。

これら本市固有の歴史的文化資産を活かしたまちづくりを、総合的かつ一体的に推進し、

もって生活環境の向上、地域の活性化、そして観光の振興につなげてまいりたいと考えてお

ります。そして、わたくしが市長になりましたときに一番思いましたのは、岡崎市というの

はどちらかというと観光サイドでこれまでもやってまいりましたけれども、観光といって

も、見たい人は勝手に来て見てくださいっていう感じの観光だったような気がするわけで

あります。

と言いますのは、観光産業が一つの産業として成り立っているまちを見ますと、どこでも

必ず観光バスで巡回できるような状況になっているわけであります。残念ながら岡崎は、こ

の岡崎公園だけはなんとか観光バスが来ている状態になっておりますけども、例えば大樹

寺、それから滝山寺、伊賀八幡宮は観光バスが来ない。観光バスが駐車する場所がございま

せん。そこで今、ちょっとまだ終わっていませんから明確に申し上げられませんけれども、
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個別の場所に少なくとも観光バスが 20 台ぐらい止められるような場所をそれぞれ設けたり

する。岡崎市内で観光が一つ完結できるようなコースの設定ができるような、こういったこ

とを今、進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。

それからついでに、さっきわたくし顔を上げてしゃべってうっかり飛ばしちゃいまして、

これは今日絶対に質問されるだろうと思って用意していたわけでございますけれども、先

般、人道橋の橋脚の基礎工事におきまして、大きな岩盤が出まして、市民の皆さまがたと共

に、先輩の皆さまがたにも大変心配をおかけしたと思っております。ある新聞はいつものご

とく、見当違いの記事なんか書いておりましたけども、橋の完成だけはこれ、1 年ほど遅れ

てしまいますけれども、平成 32 年までのリバーフロント地区全体の工期でありますとか、

全体工事費の 99 億円というものには影響はございませんので、ちゃんと当初発表いたしま

した予定通りの金額と時間で完了いたしますので、どうぞご安心いただきたいと思います。

下を掘るときにどうしても岩盤が出てきてしまいまして、当然、今回担当部局はそのこと

を承知の上できちんと外部に調査したわけですけれども、大変運の悪いことに岩盤が斜め

にせり上がる形で存在しまして、ちょうど調査した所がすり抜けてしまったわけです。その

ために今回後追いで工事期を加えなければいけないというようになりましたけども、それ

は先ほど言いました通り、当初の予定内の金額で吸収することができますし、また、橋の工

事だけが河川法の関係で、川の中の工事というのが渇水期しかできませんので、そのために

1 年延びてしまいますけども、全体工事としては間違いなく工期内に納めていますし、ただ

事前にもし仮に、この岩盤があること分かっていたとしても、これは橋掛け 3 年かかってし

まう工事となってしまうということでございますので、どうぞご理解いただきたいと思い

ます。以上です。

司会－ ただいまの回答でよろしかったでしょうか。

団体会員Ｃ－ ありがとうございます。

司会－ 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。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。はい。それでは。

団体会員Ｄ－ 市長さんもご存じかと思うのですが、1 号線の、何て言うのですか、岡崎公

園側、立派ですよね。立派なものがあって、あの前に大きなクスノキが 1 本あるのですが、

あの角に空き家さん、空き家がなっとるのですかね。人が、昔、お店開いていたと思うので

すが、その方の家と、どんなふうにしていくか分かりませんが、何か違和感を感じるのです

ね。美しいお城の門の真ん前の東側です。

で、もう一つ、その隣にずっとくると、車を運転すると、行かれる方は分かるのですが、

浄瑠璃姫の墓がありますよね、古い墓。そこを見ていただくと分かるのですけど、市川團十
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郎さんがあの碑を建てております。それを歌舞伎で持っていったと思うのですが、義経と浄

瑠璃姫のいきさつだと思うのですけど、市川團十郎さんの記名の石碑も建っていますが、そ

の浄瑠璃姫の墓が大きくて目立つのですね。で、あの周囲が非常に、まぁ正直言って汚いと。

なんでこんな所があるのかなと。どこが管理するものか、きれいにするのかということです

が、前に一度、観光課にも私、話したことがあるのですが、お寺さんとの関係があるから、

その辺は宗教関係もあるし、ということで、あそこのお寺が、浄瑠璃寺というのがあるじゃ

ないですか。近くに。そこがお守りするのか、あるいは義経と浄瑠璃姫の恋物語があった矢

作のなんちゅうお寺でしたかね。そこに義経が攻撃したときに見初めた姫がおって、なんか、

それでその歴史物語があるわけでございますけども、浄瑠璃姫の墓が非常にわびしいとい

うのか、寂しいというのか、簡単に言うと汚く感じるのです。それが国道 1 号線にございま

すので、なんとか手を付けて綺麗にしていただけるといいかなと。

見ていく人がね、なんで岡崎城がこんな綺麗な所があって、この浄瑠璃姫のブームでね。

いつまででも放ってあるような、どなたの年になるか知りませんけども、何か一つ考えてい

ただけたらと思います。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。では、はい。お願いいたします。

市長－ ありがとうございました。大変適切なご指摘でございました。感謝申し上げます。

今言われた場所は決して私たちも気が付いていないのではなくて、私も車で通るたびにこ

こってなんとかならないかなと、いつも言っとるところでございまして、用地の関係は、話

がつき次第、できる限り岡崎で買収していきたいと思っています。

殊に、今、岡崎公園の敷地というのが、その中に建ぺい率いっぱいに建物が全部建ってい

まして、もうこれ以上何か新しい施設を造ろうと思ってもできない、そういう状況になって

いるわけであります。ですから、私がいつも言っております、この隣接する土地で売りが出

た場合は、少々高くても目をつぶって、なんとか岡崎で先に手を打つようにして、マンショ

ンがこれ以上建たないように、なんとかやってほしいっていうことを感覚的にはいつも申

し入れておるところであります。

それから岡崎の素晴らしい所というのは、今は産業都市として発展しているわけですが、

大変歴史が古くて、しかも日本の歴史の中で中核を担っている時代が長い地域でございま

すので、私たちが忘れとるだけで、掘っているときにいろんなものが出てまいります。また

それは、徳川だけじゃなくて、今義経と浄瑠璃姫の話をいただきましたけども、北のほうへ

行けば、熊本の細川家というのは、実は細川町の出身らしいということは前から言とったん

ですけど、実際に、ちょっと名前忘れちゃいましたけれども、細川町の寺に、お墓が建って

おりまして、細川さんが総理大臣を辞められたときに、熊本に帰る前に岡崎で法要やってか

ら帰られたのですけども、そういったものでありますとか、またそれから一向一揆という、

家康に歯向かったイメージばかり強いわけですけども、六ツ美のほうには、一向宗の一揆に
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関わるような古いお寺がたくさんあって、お寺の中にいろんな文物が大きく分けてありま

すけども、それが残念ながら掛け軸一つ直すということが大変なお金がかかりますので、今、

放かってあるわけではないですけれども、もう一度そうしたものを直して、これからも観光

産業の育成の中にいかせるものはできるだけいかしていこう、こういうことを言っており

ますので、今すぐできるとお約束できませんけれども、ちゃんと認識しておりますというこ

とだけご理解いただきたいと思います。

司会－ それでは終了のお時間となりましたので、最後に市長から、よろしくお願いいたし

ます。

市長－ いつもですと市民対話集会の席で、最後にこの際一言市長に文句を言いたい人、手

を挙げてください。また、みんなの前でいると言えないという方は残っていますので、ぜひ

こちらにしばらくいますので、何でも結構ですと言っておるわけでございますけども、今日

はまだ皆さんお食事の前でございますので、これで終わらせていただきますけども、今日伺

いましたことはしっかり、私ども、市役所に持って帰りまして、また考えさせていただきま

すし、また、何でもございましたら、先輩の皆さんばかりでございますので、どこにどうい

う話を持って行けばよいかということは十分ご承知のことと思います。またご遠慮なく、役

所のほうにお声掛けをいただきたいと思います。きょうはこうした機会をいただきまして

ありがとうございました。また気が付いたことがありましたら、何でも私たちに教えていた

だきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。


