
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年５月 25 日（水）10 時

場 所：市役所東庁舎２階会議室

団体名：公益社団法人愛知県

建築士事務所協会岡崎支部 24 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



1

市長－ 皆さまおはようございます。市長の内田康宏でございます。本日は、日中のお仕事

で大変お忙しい中、早朝より市民対話集会にご参加いただきまして、本当にありがとうござ

います。

市民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、市長就任

以来、30 回を超える市民対話集会というものを、地域、あるいは各種団体等で行っており

まして、秋の選挙までには合計で 38 回行うことになっております。

また、要望があればどこにでも抜けだして、これまで 200 回以上の講演会や各種会合等

で、さまざまな機会をとらえまして、私の目指す市政というものについてお話を同様にさせ

ていただいております。

こうした活動というのは決して義務ではあるわけではなくて、私の政策として行ってき

たことでありまして、全国でも他市にはあまり例のないこと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、直接私がお聞きする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、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。

さて、物事というのはいくら努力をいたしましても、うまくいかないときというのは、う

まくいかないものでありまして、私の場合この 4 年間、おかげさまで、天の時、地の利、人

の和にも恵まれまして、比較的順調に市政が進んできたのではないかと、こんなふうに思っ

ているところでございます。特に皆さまがたには本市の建築、開発行政につきまして、建築

相談、木造住宅の耐震診断の他、市有の建築物の設計や定期調査等、さまざまな分野におき

ましてご協力をいただいておるわけでございまして、誠にありがとうございます。

また、今年の 2 月には、景観法に基づきます『景観整備機構』に指定させていただきまし

て、皆さまがたとは今後とも、岡崎の良好な景観の形成に取り組んでいく主体として、引き

続き、お力添えいただくことをお願い申し上げます。

そして、ご案内のとおり岡崎市にとりましては、本年は市制施行 100周年という大変歴史

的に大きな節目のときを迎えておるわけであります。新時代を迎えました岡崎市の更なる

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

銘打ちまして、実施しまして、岡崎の魅力というものを市の内外に更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、知的女優でござ

います菊川怜さんをお招きいたしまして、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くことができ

まして、大変素晴らしい行列となりました。

これから行います、夏の『花火大会』や『秋のまつり』につきましても、100 周年にふさ

わしいイベントとなりますよう、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。
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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という、『おかざきまち

ものがたり作成事業』、そして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』の提供等、さまざまな企画でこの 100 周年というものを盛り上げてまいりますので、ご

期待いただきたいと思います。

そして、この 100 周年を契機に、独自の歴史的資産と、乙川、矢作川の水辺空間の活用を

することで『観光産業都市 岡崎』としてのまちづくりを図りまして、本市の経済の柱は『モ

ノづくり』であるわけでございますけれども、それに並ぶもう一つの経済の柱にこれを育て

上げたい、このように思い数々の政策をただ今、推進してお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

課題となってきました『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取り組んでいこう、こう

いうものであります。

決して私が選挙向けに気まぐれに考えだしたものではなくて、先日も役所の OB の皆さま

がたを対象としました対話集会の席でも「私たちができなかったことを、手を付けていただ

き大変うれしく思う」と、こういった期待の声をいただいているところであります。

これまでも個別で対処療法的な政策というものは行ったわけでありますけれども、乙川

リバーフロント計画のように全てを総合的に考えて行っていこうというものは、初のこと

でありまして、また、こうした事業は総合的に取り組んでいかなくては効果も十分ではない、

このように考えております。

この度、そうした私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、国の『かわまちづくり』事業の認定をいただきました。現在、多く

の補助金を得て、まれに見る好条件のもとでこの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賄って行っている事業というのは、他ではほとんど例を見ません。

国交省の高官からも「これだけの事業費でこれ程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おりますし、私どもも国や県のモデル事業として、パンフレ

ットの表紙を飾るようにいたします。こういうふうにいつも唱えているところであります。

また、今年の 2 月には、国主催の『かわまちづくりの全国会議』、こ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ご紹介してきたとこ

ろであります。さらに先週は、愛知県では犬山市、名古屋市に次いで 3番目となります、国

の『歴史まちづくり』の認定を受けますと共に、德川宗家第十八代ご当主にあたります德川

恒孝様に、本市の歴史まちづくりの名誉顧問としてご就任いただけることとなったところ

であります。

『かわまちづくり』と、『歴史まちづくり』という両方の認定を受けているのは、県下で

もこの岡崎が唯一でありますし、全国的にもまれな例であると思っております。このように

岡崎市のまちづくりは、国からのお墨付きをもらっていることはもちろんでありますけれ
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ども、今や全国的にも注目を浴びる事業として進んでおりますことをご報告申し上げたい

と思います。

こうした中、3 月末には、岡崎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

終わったわけであります。既にもうご承知の方あろうことと思いますけれども、今回の改修

によりましては、河川敷に降りるためのスロープが緩やかになりまして、階段も手すり付き

の綺麗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とっても、大変利用しやすい水辺空

間となっております。

桜の季節には、教えたわけでもございませんけれども、川べりにアベックが 10 メートル

間隔に並んで座っておりまして、あの微妙な明るさが良かったのではないか、こんなふうに

思っておりますが、最近ではそうした若者だけではなくて、高齢者のカップルも随分川沿い

を歩いている姿が増えておりますし、既に多くのかたがたの憩いの場となっております。さ

らに、3 月末には、殿橋のライトアップが始まりまして、明代橋につきましては昨晩からラ

イトアップがスタートしております。

また、現在建設中の人道橋につきましても将来ライトアップする予定となっておりまし

て、3 橋の完成の暁には、3つの橋のそれぞれで個性あふれる光の競演が見られことになる

と思います。

今回のライトアップには 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、その色を表しますフジ色でライトアップされることになっております。そして、

桜まつりや花火大会といった特別なイベントに合わせまして、さまざまな演出照明という

ものを考えているところであります。

3 月 25 日の殿橋の点灯式のときで、私と議長が点灯の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

が上がりまして、その声を聞いたときには、この事業を続けてきたことを本当に良かったな

と、こんなふうに思ったものであります。

また、岡崎ニューグランドホテルで夜、会合がありましたときには、私は自宅まで川べり

の風景を確認しながら歩いて帰っておりますけれども、時々、見知らぬ人から「市長さんじ

ゃないですか。岡崎きれいにしてくれてありがとう」と、こんな声を掛けられることがあり

まして、そうしたときも大変うれしいな、こんなふうに思っております。

さらに、連休に開催されました『こどもまつり』の折には、水辺で語らう母と子の姿、ほ

ほ笑ましい姿がいくつも見られたわけであります。私たちが目指しておりますリバーフロ

ント計画というのは、単に観光産業を考えるためのものだけではなくて、そうした、かつて

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ものでもあるわけ

です。

さらに言うならば、こうした手近でお金を使わずに時間を過ごせる場所というものをつ
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くることは、これからの高齢化、年金社会ではますます必要となってくることではないかな、

こんなふうにも思っております。

そして、徳川四天王の石像につきましては、先日、制作現場まで行ってまいりましたけれ

ども、素晴らしい仕上がりとなっておりまして、今年度中には仮設置によるお披露目ができ

るのではないかと、このように思っております。この石像というのは単なる石の像ではなく

て、部分的には金属も使いまして、よくヨーロッパに皆さん行かれますと大理石に金属を合

わせた素晴らしい彫像があるのですが、あれにも負けないようなのをぜひ作りたいと。こう

いうことでここまで進んできたわけであります。

偶然にも、NHK の今年の大河ドラマは『真田丸』でありまして、そして来年は井伊直政の

養母でありました『井伊直虎』が主人公っていうことになりますけれども、家康公と四天王

の関わりの深い内容でありますので、こうした機会も岡崎のアピールのためにしっかり活

かしてまいりたいと、このように思っております。

また四天王像は単なる石の像ではなくて、先ほども同じ申し上げましたとおり、石と金属

をコラボレーションしたものでございまして、各武将がそれぞれ活躍した歴史的な、有名な

一場面というものを切り出した、物語性のあるデザインとなっておりますので、そうしたこ

とが分かるよう、センスの良いサインを考えていきたいというふうに考えております。

また、解説には文字で展示するだけではなくて、パネルにスマートフォンをかざすと、音

声と映像で説明が 3カ国語くらいでなされるような仕組み、こういったものも今、模索して

おります。姫路城でありますとか、各地の観光地ではもうそういったものが実用化されてい

るそうでございます。

さらに籠田公園の南の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、仮称、岡崎セントラルアベニューとして整備をするため、現在は今ある歩

道を東側にまとめてしまう、こういった案をたたき台にして、専門家や沿線住民の皆さんの

意見を伺っているところであります。もちろん、このプランが最終決定のものではありませ

ん。原案に対しましても、「歩道を片側に寄せられると車の出し入れに支障がある」とか、

「防風林の役割の木を切るな」と、そんな声でありますとか、また逆に、「木が生い茂って

いてここの場所は、夜は怖くて歩けない」とか、こんな声もありますし、「朝夕、自転車が

歩道を勢いよく走って危ない」など、こんなさまざまなご意見をいただいておりますので、

今後は、こういったご意見を参考に、まずは地域住民の皆さまがたの住環境を第一に考えま

して、岡崎セントラルアベニューとしての利活用、そして道路交通の安全性、さらには徳川

四天王像の設置の方法等を総合的考えまして、より良い空間として整備していきたいと思

っております。間もなく沿線住民の皆さまがたのご意見を取り入れました新しいプランと

いうものを公表する予定となっております。

そして、先般は人道橋の橋脚の基礎工事におきまして、大きな岩盤が斜めに川の中をせり

出しておりましたので、これがボーリング調査では分からなかったわけでございますが、市

民の皆さまには大変ご心配をおかけいたしました。
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橋の完成そのものが岩盤の工事のために 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の地区全体の工期でありますとか、当初発表いたしました全工事費

99 億 7000 万には影響はありません。いつものごとく某新聞は悪口を書いておりますけれど

も、ちゃんと予定どおりの金額と時間で完了いたしますので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等、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で、河川空間というものがに

ぎやかになり、市民の新しい憩いの場となることはもちろんのこと、さらに、カフェやレス

トランをこの河川の沿線に進出させたい、そういうことを期待しております。

私どもも、ただ掛け声を掛けるだけではなくて、その方向で民間の力を誘導してまいりた

いと思いますし、既に個別に沿線の地主さんや事業者の方に、「ここにこういうものを作ら

れたらどうですか」と、そんな提案もしておるところでございます。

私たちが目指しておりますことは、公共による単なるハード整備じゃなくて、『それを使

ってこの中心市街地にどうにぎわいを創出していくか』こういったソフトの面の重視と事

業であるということを重ねて申し上げておきたいと思います。

一方で、工事の過程で乙川、伊賀川等、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。戦後の復興期に日本全国各地で一斉に植え

られましたのがソメイヨシノでありまして、残念なことに、この木は、生育はいいのですけ

れども寿命は 60 年程と短く、加齢に伴う衰弱によりまして倒木の危険性も増してきており

ます。今、日本全国で共通のこの悩みが出てきているわけであります。

実際、岡崎市内でも台風の直撃によりまして、何度も木が倒れておりますけれども、幸い

にして今のところ大きな事故は起きておりません。しかし、先般、富山県では走行中のトヨ

タ 2000GT に、街路樹が倒れてきてそれが当たったために、3900万円もの損害賠償を今、県

が求められておるわけでございますけれども、そんなことがあっては大変でありますし、何

よりも人命に関わるような事故が起きては取り返しがつかないというふうに考えます。

そうしたことから、今回の整備におきましては、河川沿線の木々をそれぞれ樹木医さんに

チェックしていただきまして、老朽化の著しい木をやむを得ず伐採したものでありまして、

伐採した木は今ご覧いただいておりますとおり、大体中が空洞化していたり、腐りかけた老

木でありますので、どうかここの点ご理解いただきたいと思います。

今後は、『さくら 100 年プロジェクト』を通じまして、桜の補植を行うだけではなく、四

季折々の花々が、より良い河川空間を飾るように考えていきたいというように考えており

ます。

また、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さまざまな桜を植

えることによりまして、桜といいましても開花時期が若干異なっておりますので、家康行列

のとき「桜が全くないぞ」、こんなことを言われないようにしてまいりたい。市内で桜が長

く楽しめる環境づくりというものを目指していきたいと思います。
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さらに、既に進行中の高齢化社会におきまして、先ほど申しましたけれども、身近でお金

を使わずに高齢者の方が楽しめる場所というものを、各地につくることも必要だろうとい

うふうに考えております。遠くの名所までわざわざ出掛けなくても近所の公園で美しい桜

をみることができる、そんな環境づくりにも取り組んでまいりたいと思います。

岡崎市内の各地に公園がございますけれども、それぞれの公園に、どこかに 1 カ所、そう

した美しい桜があってそれを楽しめる、そんなまちをつくりたいということであります。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でありますけれども、これに桜を加えたい、こんなことも考えておりま

す。

次に、東岡崎駅前に新たな岡崎市のシンボルとして、ただ今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言われるけれども、

駅前に像の一つもないじゃないか」、こういうことが、これまでもよく言われてきたことで

ありまして、私も市外の友達から言われて何度も悔しい思いをしてまいりました。皆さまの

中にも同じような経験をされた方がおみえになると思いますけれども、また逆に「いやいや、

岡崎には像は幾つもあるぞ」、こう言われる方もありますけれども、岡崎公園にあります家

康公像を除きますと、どうもあまり存在感があるとはいえないと思っております。これから

はアピール効果というものが私は必要であろうと思っております。

そこで、私は先般の選挙以来、「仙台の伊達政宗公の騎馬像にも負けないような、若き日

の家康公の立派な騎馬像を、市民の皆さまがたの浄財でぜひ作りたい」。こんなことを訴え

てきたわけであります。

専門家や市民の皆さまがたと検討を重ねまして、決定いたしましたデザインが、今ご覧に

いただいているあれです。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

一人者であると共に、馬の像の制作に大変定評がございます神戸峰男先生にお願いしてお

るわけであります。岡崎で松平元康から徳川家康と改名いたしましたのがちょうど 25 歳当

時でありますので、その当時をイメージしております。顔のほうは一番似ていると言われて

おります京都の知恩院に木彫の家康公と秀忠公の像があるわけでありますけれども、この

像の顔をモデルにしています。また、若い日の家康公は、乗馬が得意でタカ狩りが生涯の趣

味であったというふうにいわれますけれども、同時に弓の名手であり、免許皆伝であったと

いうこともいわれております。そんなことから、当時は『馬上の将』でありますとか、『海

道一の弓取り』というふうに呼ばれておりまして、今回、馬上で弓を持つ姿が採用されたの

はそういった由来によります。

そして、これは皆さまがたへのお願いであります。今回の家康公像というのは、ただ公共

がポンと公費で作ってしまうのではなくて、市民の皆さまがたから寄付を頂いて、それによ

って作っていこう、こういうものでございます。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のだよ」ってこんなふうに自慢してもらえるよう

に、市内各所に募金箱も設置いたしますし、個人向けのふるさと納税による寄付であります
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とか、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、ぜひ皆さまがたの温か

いご支援をお願い申し上げたいと思います。

こうした寄付によります市民の参加意識の情操を図る事業のやり方というのは、欧米で

よくなされておるものでございまして、それを手本にしているものであります。市民それぞ

れが、私たちの家康像である、こういった意識を持っていただくことが、一番重要ではない

かと考えております。

家康公像の設置場所は、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しま

す平成 30 年度中の設置を予定しております。

また、これは余談でありますけれども、家康公像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あたりまして、先般会長さんに「まるでこれは岡信さんのために設

置するようなものですね」と私が申し上げましたところ、早速この度、多額のご支援をいた

だけることになりまして、まるで催促したような形になってしまって申し訳なく思うと共

に、大変感謝をいたしております。

今回の家康公像は先ほどもお話し申し上げましたとおり、若かりし日の姿と、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広

められたタヌキオヤジ的な家康公のイメージを、これを機会に払しょくして、岡崎の新たな

るシンボルとして市民に末永く愛される像となることを期待しております。そして、できる

ならば、これを機会に大河ドラマの家康公の描き方がもう少し良くなることも願っており

ます。

そして、今回のリバーフロント地区の整備を進める中で、乙川の河川敷に埋もれておりま

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のであります。

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

おったわけでありますけれども、実際は土や草木に覆われておりまして、残存状況はよく分

かってなかったわけであります。私も、もしそういうものがあったとしても、岡崎空襲のと

きに吹き飛ばされて無くなっているのではと、こんなふうに思っとったわけでありますけ

ども、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ことが分

かったわけであります。これは、現存する石垣としては国内では最長、日本一のものであり

ます。また、その石垣の高さは最大で 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』と呼ばれます射撃用の突出部が、一連の石垣に 80 メートル間隔で 3 カ所

も設けられておりまして、これも現在のところ岡崎城のみの特徴であるということであり

ます。なぜ 80 メートルかといいますと、これは当時の鉄砲が鎧・兜を貫通できる距離とい

うこの、有効殺傷距離が 40 メートルから 50 メートルであったということから、このよう

な配置になっているっていうことであります。

また、江戸時代とはいえ、まだ幕府が固まってない段階でございましたから、いつ争いが

起きても対処ができるようにと、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
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たものではないかと、このように考えられます。

先日の現地説明会におきましては、この石垣の説明を大学の先生にしていただくという

ことだけだったのでございますけども、それに対して 1 日に 3000 人を超えるかたがたが現

地を訪れていただきまして、改めて歴史ブーム、お城愛好家の存在というものを認識したと

ころであります。この石垣は河川敷の中にあるわけでありまして、現在も堤防の役割を果た

しておりますため、河川法上の取り決めのため、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すけれども、一部を観光用として、透明パネル等を使って石垣の高さが

分かるようにできないか、そんなことをただ今、検討調整中であります。

こうした数々の歴史的な文化資産をはじめ、岡崎市内には家康公ゆかりの大樹寺や六所

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おりませんでしたし、市民の皆さまにも、近所に住

んでいてもそんなこと忘れておみえになる、こんな現状があるわけであります。

そこで今後は、くらがり渓谷や鳥川のホタルに代表される額田の豊かな自然や、八丁味噌

や駒立のぶどうに六ツ美のイチゴ、そしてお隣幸田の筆柿といった食べる楽しみに加えま

して、さらに本市の経済の柱でありますモノづくりを体感する産業観光等、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、しかもそれを私たちがプランニングして観光業界に売り込んで

いきたい、そこまで考えております。

ちょうど先週、私の友人が今アメリカのサウスカロライナ大学の教授をやっとるわけで

ありますけれども、ビジネススクールの学生さんを連れてですね、産業観光としてこちらに

みえまして、市役所も訪れてくれました。これで 3年連続の事業となっております。今はた

だの学生でありますけれども、将来彼らが偉くなったときにですね、岡崎のことを思い出し

てくれればいいな、こんなふうに期待しておるものであります。なお、先方の大学からは学

長の感謝状を頂いております。

そして、観光産業を進めていくために、現在、岡崎に不足しているのがホテルであります。

1 カ所に長く宿泊していただきまして、そういうことがあるから、その地にお金が落ちるの

でありまして、現在もこのことが岡崎にとって一番大きな弱点であります。先般、JR 岡崎

駅の東口に 300 人を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室程であり

ますけれども、大事なお客さまに泊まっていただける 1 泊 4 万円クラスの高級仕様のホテ

ル、さらには音楽ホールやカフェ、公園等を有する民間の複合施設の進出が決まったところ

でありますから、まだまだお客さまのニーズに合うホテルとしては、当岡崎にホテルは数が

足りないわけであります。

岡崎市では、太陽の城の跡地に、かねてよりホテルの誘致ということを考えて努力してき

たところでありますけれども、残念ながら現在のところ進出までには至っておりません。

私は、昨年初めて行いました、デザインシャレットというもので岡崎のまちづくりをどう

したらいいか、具体的なプランを学生さんたちから出してもらったわけでありますけれど
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も、本当にすごいプランがいっぱい出てきまして、もしその学生さんから提案されたような

素晴らしいものができれば、ホテルそのものを見にお客さんが来るのではないか、そんなよ

うなプランもあったわけでございまして、そうしたことをもしやっていただける方がある

とするならば、必ずしも国内の事業者に限らず、海外の企業家でも構わないと私なんかは思

っております。外資系の参入ということを言うとご心配の動きがありますけれども、不動産

というものはどんなに買っていただいても持って帰ることはできないわけですので、良い

話があれば、ぜひご紹介いただきたいと思います。もしそういう話があれば、世界中どこへ

でも営業に出向くつもりでおります。このように、岡崎は新たなまちづくりへと進んでおる

わけでありますけれども、さらなる推進のためには市民の皆さまがたのご協力が不可欠で

あります。殊に、今日お見えの皆さまがたのような専門家の知恵とお力というのは重要にな

ってくると思っております。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、

学生や主婦の方からも、行政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、殿橋のたもとでオープンカフェを作る、こ

んなこと今までですと、提案すると県から否定されたわけでございますけれども、驚くこと

に国交省にいったら「これはおもしろいね」ということを言われてしまいました。また、何

も持たずにできる水辺でのキャンプ、またはバーベキュー、手ぶらで行ってバーベキューが

すぐできるわけであります。さらには水上ビアガーデン等が今提案されておりまして、今年

度の夏にこれを実施できるように今、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、今年

も民間の皆さまがたのお力をお借りしまして、実施してまいりたいと考えております。こう

した事業を、順次具体化しまして、将来的には全て民間の方にバトンタッチしていくことに

よりまして、民間の方に大いにもうけていただきまして、すべてその結果として、行政のほ

うには、税として収益が上がるといった、あくまでも民が主体のまちづくりにシフトさせて

まいりたいというふうに考えております。

もうすでに、岡崎の変化をお分かり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まちなみにも負けない、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います。

以上、今回は時間の都合もございまして、南部の新総合病院でありますとか、秋には完工

します市民会館、そして新火葬場、来春には始動いたしますこども発達センター等について

の説明は割愛させていただきましたけれども、岡崎の経済の根幹にありますモノづくりへ

の支援というものはこれからも継続しつつ、福祉や医療、防災や教育といった基本の政策を

きちんと行いまして、この町に生まれ育った子どもたちが、ふるさと岡崎に対しまして、こ

れまでよりも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』づくりに向けて、

がんばっていきたいと考えております。

そしてまた、今年も秋には選挙があるわけでございますけれども、引き続き市政を担わせ
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ていただくべく、市民の皆さまの審判を仰ぎたいと考えております。「二期目もがんばれ」

と皆さまがたに背中を押していただけるよう、これからも全身全霊で岡崎のまちづくりに

取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞ一層のご支援とご協力をたまわりま

すことをお願い申し上げまして、私の今日の話を終わりたいと思います。

司会－ それでは、建築士事務所協会岡崎支部のご紹介をお願いいたします。

団体代表者－ 事務所協会は、建築、環境がまちなみや文化の形成に占める重要な意味を意

味し、社会の健全な進歩と発展に寄与するために私たち活動しています。エリアとしては、

岡崎市内と幸田町を基盤とする事務所でございます。また、支部の事業に賛同していただい

ている会員の皆さまで岡崎支部が構成されています。

本日は市民対話集会の場をいただき、誠に感謝を申し上げます。少ない時間ではあります

が、きょうよろしくお願いします。

司会－ それでは、団体の方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。お願いいたします。

団体代表者－ 『乙川リバーフロント地区へのまちづくりデザインの参加』としまして、昨

年度、乙川リバーフロントまちづくりデザインとして夏に大学生や専門家によるデザイン

シャレットの開催や、まちづくりワークショップ等のさまざまな取り組みを行っています。

先ほどビデオの中にも事業内容がたくさんありました。今後、岡崎支部として、市とともに

まちづくりに取り組む団体として、市の施策への建築技術者との積極的な活用をお願いし

たいと思います。

司会－ それでは回答につきまして、市長お願いいたします。

市長－ ただ今、お尋ねいただきました『乙川リバーフロント地区のまちづくりデザインへ

の参加』についてのお話でございますけれども、今年の 3 月には、乙川リバーフロント地区

のまちづくり基本構想案につきまして、市民参加型のワークショップ等を通じまして、市民

より提案されてきたところであります。

今年度はそこで挙げられました課題解決に向けまして、仮称でありますが、岡崎セントラ

ルアベニューと駅前街路整備事業、乙川河川緑地と、太陽の城跡地マネジメント事業等 6つ

のプロジェクトにつきまして実施計画を立てる予定にしております。この 6 つのプロジェ

クトの実施計画を具体的に実現してまいりますには、工業空間の整備をはじめとしまして、

民間の建築物の建て替えやリノベーション等、建築に関わる皆さまがたのお力がないとし

っかり進まない側面がございますので、ぜひとも経験豊富でプロフェッショナルでありま
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す皆さまがたの積極的なご参加を、協力をお願い申し上げ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－ ただ今の回答でいかがでしょうか。

団体代表者－ 私たちも会員の交流を深めながら勉強していきたいと思います。

司会－ それでは引き続き、要望提案をお願いいたします。

団体代表者－ 『岡崎市景観整備機構指定団体としての役割』についてです。本協会は平成

28 年の 2 月の 12 日に、岡崎市より景観法に基づく『景観整備機構』の指定をいただきまし

た。市とともに良好な景観の形成に取り組む主体として、景観形成の専門的知識を有する専

門家の派遣の他、まちなみ景観の実態調査や研究などの協力できる要素が多くあると思い

ますので、市の施策への建築技術者の積極的な活用をお願いしたい。

司会－ ありがとうございました。それでは回答につきましては、部長お願いいたします。

建築部長－ 日頃、岡崎市景観整備機構としてご協力いただきまして、ありがとうございま

す。良好な景観形成を図る上で建築物が周辺に与える影響は大変大きく、岡崎らしさを活か

した景観づくりを進めるためには、建築の専門家である皆さまがたの役割がとても重要で

あると考えております。

このため、具体的には本市の附属機関である景観まちづくりに関し必要な事項を調査審

議いたします、『岡崎市景観審議会への専門家の派遣』、そして、優れた景観形成に寄与する

建造物などの表彰制度であります『おかざき景観賞の企画運営への参画』を、本年度よりお

願いしたいと考えております。具体的には第 2 回岡崎市景観賞受賞建造物をめぐる観光ガ

イドツアーっていうのが、6 月 19 日に企画されておるようでございまして、そこにまた皆

さんのほうにご協力いただくようなことも計画されております。

今後も民間の活力を活用する、いわゆる公民連携による良好な景観形成に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

司会－ ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

団体代表者－ 私たちも市政団体として市とともに取り組んでいきたいと思います。

司会－ それでは次の提案要望を引き続きお願いいたします。



12

団体代表者－ この度、『岡崎市歴史的風致維持向上計画の参加』について、先ほどビデオ

にもありましたが、認定式が終わられたみたいなので、本協会では歴史的な建造物の専門的

知識を有する専門家の派遣の他、建造物の調査や図面の作成など協力できる要素がたくさ

んあると思います。また歴史まちづくり法に基づく『岡崎市歴史的風致維持向上計画』への

技術的な参加を活用していただきたい。

司会－ それでは回答、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けども、先週の 19 日に東京の国土交通省本省にま

いりまして、『岡崎市歴史的風致維持向上計画』の認定式が行われたところであります。文

部科学省、農林水産省、国土交通省の 3 大臣連名の認定証が津島国土交通大臣政務官から直

接手渡されたところであります。この人は、太宰治さんのお孫さんであります。余計なこと

でありましたけど、地域固有の歴史的な環境であります、『歴史的風致』の維持向上を図る

上で、核となります歴史的な建造物の保存・活用の推進は、大変重要な施策であろうと思い

ます。

そして、これらの歴史的な建造物を守り、後世に伝えていくために専門的な知識や技術が

なくてはならないと考えます。建築の専門家であります皆さまがたの役割というのは、その

面で大変重要なものだろうと思っております。このため、具体的には本市の附属機関であり

ます歴史的風致維持向上計画の変更に関する協議、および計画の実施に関わる連絡調整を

行います。

『岡崎市歴史まちづくり協議会への専門家の派遣』、これを本年度より行いますのでぜひ

こちらへのご協力をお願い申し上げたいと思っております。これまで以上に公民の連携を

取りまして、本市の歴史文化資産を生かしたまちづくりに皆さまがたの力を生かしてまい

りたい、こんなふうに考えておりますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。

司会－ ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

団体代表者－ 私たち建築士として、歴史的文化資産の保護について、岡崎市さん独自のヘ

リテージ資格とか勉強会等を開催していただけるといいかと思います。

司会－ それでは引き続きまして次の要望提案をお願いいたします。

団体代表者－ 『今後岡崎市が行う空家等の利活用施策への参加』についてです、平成 27

年 5 月に全施行された空家措置法対策に、推進に関する特別措置法において、市町村が積極

的に空き家等を活用する旨が定められました。空き家の活用についてはこれからの建築物

の耐震性判断や立地条件に応じた活用法の提案など、民間の技術者が協力できる要素がた
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くさんあると思いますので、これから私たちの活用をよろしくお願いしたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは、回答を部長お願いいたします。

建築部長－ 本市では平成 28年度に、今年ですね、市民代表をはじめ、法務、土地、建築

等の学識経験者による岡崎市空家等対策協議会を組織し、空家等対策計画を策定したいと

考えております。本計画では、空き家等の利用、活用に関する本市の方針を示しまして、こ

れに基づいた施策を実施する旨を定めてまいります。

今後、空き家等の活用の実施に際しましてはご要望いただいたとおりでございまして、建

物の耐震性の判断、立地条件に応じた活用方法の提案等、本日お集まりの建築士の皆さまの

力は欠かせないものと考えております。具体的には先ほどちょっと説明しました、空家等対

策協議会の委員の派遣を依頼するとともに、空家等対策計画の策定に先立ちまして実施い

たします実態調査等がございます。これへの協力もお願いする予定でございますので、よろ

しくお願いします。今後も再調査から、計画、リノベーション、といったつながりを皆さん

と一緒に積極的に実施してまいりたいと思いますので、積極的に参加いただけますように、

よろしくお願い申し上げます。以上でございます。

司会－ それでは、ただ今の回答につきまして、いかがでしょうか。

団体代表者－ 業界として一丸となってご協力していきたいと思います。

司会－ 事前にいただいているご要望は以上でございます。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。

団体会員Ａ－ 事務所協会の支部長代理をさせていただいております。

今の関連した質問になるのですけども、現状岡崎市として歴史まちづくり法に伴う認定

を受けたわけですけれども、名古屋のほうではその認定、同じような認定の形の中で歴まち

びとという形での、簡単に言うと建築士の集団でのそういう調査集団、活用集団の育成をさ

れて、そういった活動を既にもう始めておられるわけですけども、私もそこの会に入らして

いただいておるわけですけれども、岡崎市としてのその活動を、独自に行っていく形をこれ

から求められる立場になっていくと思うのですが、そういった点の順序に対して具体的に

支部長のほうから全面協力をさせていただくという形であるのですけれども、シナリオ的

に、タイムスケジュール的にも結構そういったところですぐ活動が開始されるようになる

と思うのですけれども、県のほうでやっておる活動との連携もしくは独自で岡崎市として

やっていくスタイルを全うしていくというようなことの関連性が非常に、ヘリテージとい

う一つの集団が愛知県に認可を受けた形でやっております。そういったところの推進活動
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もどういった方針でこれからいくのか、これからかもしれませんけれども、基本的、シナリ

オ的なことをちょっと含めて、教えていただければなというところです。

司会－ ありがとうございます。

建築部長－ すごく細かい話しをしますけど、ヘリテージっていうことは確か建築士会の

ほうで進めて、ここで 4 期生、5 期生ってくらいの話なのですかね、岡崎市にも 15 名ぐら

いですかね、今いることは私のほうも承知しております。で一番、最初に進んだのは確か兵

庫県のほうからスタートしまして、各県にこういった動きが波及しまして、東海のほうも歴

まちびとっていう格好で独自な体制を進んでいる。

で、先ほどおっしゃられるように、岡崎市の方が歴史まち認定を受けたという状況であり

ますと、やはり調査とか今から利活用っていうときになったときに、そういったような知識

であるとか、組織っていうのは、ある程度進んでくるためには必然的なものだとは思います。

で、あの非常にややこしいのが今、今おっしゃられているふうに、愛知県全体のヘリテー

ジの縛りと、われわれのほうとすると、できれば地元の方で、囲い込みじゃないですが、で

きれば地元の資産ですから、地元の方が勝手に調査していただいて、地元の方が計画してい

ただいて、最終的にはリノベーションも、地元の方がその事務所の方が、つながっていく、

それが理想形であると思いますし、そういったところが名古屋だったり、犬山だったり、豊

田の足助ですか。ああいった所でも、そういった手法で進んでいるってことは承知しており

ます。

ただまず、すぐに組織をつくる、どうのこうっていうよりもまずはお願いしたいのは先ほ

ど言いました調査っていうところで、できるだけ皆さんのご協力いただいて、岡崎市まだ全

然、調査が進んでないは状況ですので、そこの中で、ある程度の動きができて、皆さんのほ

うがそういったことに興味を示されて、方向性が見えてくれば、うちのほうが主導するのか、

もしくは皆さんのほうが事実的にそういった組織をつくられるかっていうのは別にしまし

て、そういった格好ができるといいなあとは思っています。

まずは、今年は調査のほうを進めてまいりたいというふうには、例えば、社会教育課であ

ったり、都市計画課であったり、そういったところでお話を聞いておりますので、まだ具体

的な話は出ておりませんが、近いうちに具体的な協力をお願いするようになると思います

ので、その節はよろしくお願いします。以上です。

司会－ ただ今の回答いかがでしょうか。

団体会員Ａ－ ありがとうございます。

司会－ 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。
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団体代表者－ 今年 8 月に、県と合同で岡崎市防災訓練があると思います。で、私たちも応

急判定士として参加することになっています。で、市のほうからボランティアで熊本のほう

に行かれている方がみえる、たくさんみえるっていうことで、少しそんな内容と防災訓練の

中で私たちが啓発できる内容があればお聞きしたいと思います。

司会－ ありがとうございます。

市長－ 熊本の地震につきましては、私たちも早い段階で三河の市町で協力いたしまして、

まず物資の提供ということで 10 トントラックのほうを送り込んでおります。それからこう、

これまでに第 1 次、第 2 次の職員の派遣を行っておりまして、これから第 3 次、第 4 次が

確か要請が入ってきますので、今その準備をしておるところでございます。

市長公室長－ 防災訓練のほうにつきましてはまだ県の主導ということで、やる場所とし

ては中央総合公園をメイン会場といたしまして、近くの小学校、それからあと東岡崎で、帰

宅避難者と、というところが決まっておりまして、徐々に今、内容を詰めておりますが、今

のところ申し訳ございませんが具体的に応急判定士として皆さまがたに、今、何をやってい

ただくというということは今ちょっと詰めておりますので、もうしばらくお待ちいただき

たいと思います。また詳しく決まりましたらご報告をさせていただきます。

建築部長－ 事務所協会の方にはうちのほうが窓口で、避難訓練のときは避難所の開設に

対しての安全性の確認といったところでいつもお願いしているところでして、また今年の

防災訓練時のそういったところの法規的なことを今はお願いするのかなあとは思っていま

すし、熊本の際にもやっぱり開設するってことを想定された避難所が被害を受けておりま

して、使えてないというような状況もありますんでそういったものは非常に大事なことだ

と思っておりますので、よろしくお願いします。

それと、たまたまですが、ボランティアっていう話もあったものですから、自分勝手な話

ですと、私の部で、私と部下を 3 人ほど連れてボランティアに行ってまいりまして、そのと

きは片道 13時間、帰りが 12 時間ぐらい車で、4 人で行ってきたわけですが、熊本と、西原

村って所に行ってまいりました。テレビで見ている現場のほうは被災している所は非常に

ひどい状況でして、町そのものは、西原村なんかは集落が 9 割ほど、ほぼ倒壊、全壊もうく

しゃくしゃな状況です。そういった中でそのボランティアが、われわれが入ってやる土地に

あるがれきの撤去です。そういった所というのは本来重機が入ってだとか、車が入れば 1時

間とか 2 時間で終わるところがわれわれでいくと、10 人掛かって、1 日掛かっても終わら

ないと。でも、ボランティアであっても、被災の現場っていうのはそういうことであろうな

っていうのが実感してまいりました。ですから、ある方がおっしゃりました国等が、早くお
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金を出して、そんなボランティアなんかなくて重機だとかその手配すればそんなのすぐ終

わっちゃうといった話はありますが、やっぱり現場はそんな状況じゃとてもなくて。安定感

がないっていうのか、連絡も全然つかない状況です。今の状況見ますと、まだまだボランテ

ィアが必要な状況だと思いますので、できれば現場を見た人間からしますと、忙しいでしょ

うけど、できれば現場のほうへ行っていただいて少しでも助けてあげると、きっと地元の方

は大変喜ぶのではないかなと思いますし、われわれのほうも、もしもここら辺の地域でそう

いう被災があったときのボランティアへの対応というのは、非常に大事なことだと思って

いるので、またその際にはご協力をお願いいたします。

司会－ 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。

それではご質問も尽きたようでございますので、最後に市長から一言よろしくお願いい

たします。

市長－ 今日は皆さん、本当にご苦労さまでございました。きっとみんなの前では聞きにく

いって方がおありになるかもしれませんので、僕はもうちょっと残っておりますので、どう

してもこの際、市長に文句が言いたいという方は後でよろしくお願いいたします。

いつも市民対話集会というのはそういうやり方でやっておりますし、そしてまた、またう

ちに帰られてから、あれも言っときゃ良かったな、ということがございましたら、私のブロ

グのほうでも結構ですし、市のほうも電話でも受け付けますし、またなんでも目安箱という

のが市内各所に箱が置いてありますので、思い出したことがありましたらそちらのほうに

書いていただいて結構ですし、手紙でも結構でございますので、なんなりと皆さまがたが、

専門的な見地で考えて思われた方、または一市民として考えたことがありましたら市のほ

うにご連絡いただきたいと思います。

きょうはたくさんの方にお答えしたことが、全て皆さまがたのご要望にかなうというこ

とは思ってないわけでありますけども、私たちはこれからも努力いたしますし、きょうの会

というのはそういうご意見を直接、私たち責任ある立場の者がお受けしたと、認識した、こ

れが一番重要であろうと思っております。岡崎のまちづくりは比較的順調に進んできてお

りましたけれども、まだ端緒についたばかりのものがたくさんあるわけでございまして、こ

れを本当に実りあるものにするためには、やはり専門的な力のある皆さまがたの経験と力

というのが不可欠であるわけでございまして、どうか頼りにしておりますので、これからも

よろしくお願いいたします。


