
平成２８年度市民対話集会会議録

日 時：平成 28 年６月 15 日（水）13 時 30 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：岡崎建設協会 95 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- 本日は、それぞれ日中で大変お忙しい中、この市民対話集会にご参加をいただきま

して、誠にありがとうございます。市民にこういう形で直接話し掛けるというのは、私の

モットーとします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、既に 200 回以上の講演会や各種会合など、さまざまな機会を通じまして、私の目

指す市政について、市民の皆さまがたにお話をさせていただいております。

こうした活動は、決して義務でやっているわけではなくて、私の政策として行ってきたこ

とでありまして、他の市ではあまり例のないことである、このように自負しておるもので

ございます。

さて、これまでの 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、

本市の南部への大学病院の進出の決定でありますとか、新火葬場の完成、そして JR岡崎駅

前に進出が決まりました高級仕様のホテルを含むコンベンション施設や 10 月の市民会館

のリニューアルオープンなど、比較的順調に市政というものが進展してきたと言えると

思っております。これも、公共事業に対します皆さまがた建築業界のかたがたの深いご理

解とご協力のおかげであるわけでありまして、この場をお借りして、厚く御礼を申し上げ

たいと思っております。

また、災害時の応急復旧等につきましても、皆さまがたには多大なるご尽力をいただい

ておりますことにつきましても、敬意を表する次第であります。

昨今の建設業を巡る経営環境は、まだ厳しい状況にあるわけでありますが、将来にわた

り優れた技術力が発揮され、建設工事の適正な施工の確立が期待されておるところであり

ます。

本市におきましては、建設業の持続的発展と担い手の確保のため、入札制度の改革であ

りますとか工事書類の削減をするなど、これまでも建設業の皆さまがたからのご要望に応

えてまいったところであります。

今後も国の動向を捉えながら、引き続き建設業発展のために努力をしてまいりますので、

どうぞご理解とご協力のほうお願い申し上げます。

そして、ご案内のとおり、本年は岡崎市にとりまして、市政施行 100 周年という大きな

歴史的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さらなる

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、岡崎の魅力というものを市の内外にアピールしているところであ

ります。4 月の家康行列におきましては、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 1 日警察署長には知性派女優であります菊川怜さんをお招きいた

しまして開催しましたところ、過去最高の 46 万人を超える皆さまがたにお越しをいただき

まして、大変すばらしい家康行列ができたと思っております。

また市制記念日であります 7月 1 日には、今年は中央総合公園の武道館におきまして、

100 周年を祝う記念式を執り行う予定であります。さらに、続く 7月 2 日、3 日には、同じ
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く中央総合公園におきまして、本市の 100 歳の誕生日を市民の皆さまがたと共にお祝いす

るイベントとしまして、『おかざき 100 年祭』を開催いたします。こちらでは、子どもさん

向けの屋内遊園地でありますとか、『うまいもの市』、さらに 2 日の夕方にはディズニーの

キャラクターも参加するバースデーパレードなど、ご家族で楽しんでいただけるイベント

をたくさん用意しておりますので、ぜひ足をお運びいただきたいと思っております。

そして、この 100 周年を契機としまして、観光産業都市岡崎としてのまちづくりを図り

まして、本市の経済の柱であります『モノづくり』に並ぶ、もう一つの柱に、この観光産

業というものを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。これは本

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、さまざまな問題を民間の皆さまがたと共に取り組ん

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というものはあったわ

けでありますけれども、今回のように総合的に行う計画というのは、初めてのことであり

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大きな効果は得られないので

はないかと考えます。そうした私どもの取組が評価されまして、リバーフロント地区整備

計画につきましては、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た。

さらに、多くの補助金を得まして、近年ここではなかなか見られない、まれに見る好条件

の下で事業が進んでおることはご案内のとおりであります。

今どき総事業費の半分近くを国庫補助によって行っている事業というのは、ほとんど例

がないと言われております。反対される方の中には、そんな金があったら福祉に回せ、こ

んなことを言われる方があるわけでございますけれども、目的を限定された補助金をそれ

以外に使用するということは、法的に許されていないわけであります。また、この 5 月に

は、国の「歴史まちづくり」の事業認定を受けることができました。この二つの事業認定

を受けているのは、この愛知県では岡崎市だけでありまして、全国的にも大変まれなこと

であります。

さらに、先般、優れたまちづくりに取り組む地域に与えられます「まち交大賞」のうち、

「まちづくりシナリオ賞」を岡崎市が受賞することが決定いたしまして、本市のまちづく

りは国のお墨付きをいただきますと共に、全国から注目を浴びる事業として、順調に進ん

でおるところであります。こうした認定や受賞をいただくというのは、単なる栄誉という

だけではなくて、今後国との交渉を行うとき、特に補助金を申請する際の絶好の交渉材料

となり得るわけでありますし、県の協力を得る大きな力ともなると思います。

こうした第三者の目によります客観的評価によって、乙川リバーフロント計画が私の決

して気まぐれで始めた事業ではない、こういうことがお分かりいただけるのではないかと

思っております。

さて、リバーフロント地区の整備におきましては、ニューグランドホテル前の堤防道路

や河川敷の整備が終わりまして、高齢者の皆さんや障害者の方、またベビーカーを使用す
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るお母さんがたにとっても、大変利用しやすい水辺空間となっております。また殿橋と明

代橋のライトアップも始まりまして、これまで真っ暗であった夜間の乙川の景観というも

のが大きく様変わりしています。そして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、人道橋完成の暁には、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っております。今回のライトアップには、フルカラーの LEDライト

を使用しておりまして、季節やイベントに合わせてさまざまな演出照明を行ってまいりた

いと考えます。3月 25 日に殿橋の点灯式を行ったわけでありますが、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から「お母さん見て、すごいよ、すごいよ」

という子どもさん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よかったなと、こんなふうに思った次第であります。

さらに、ニューグランドホテルで夜会合がありますときには、私は家に帰るときに乙川

沿いを歩いて帰っておるわけでありますけれども、時々見知らぬ人から突然「市長さんじゃ

ないですか？ 岡崎をきれいにしてくれて、ありがとう」と言って、声を掛けられること

がございまして、そうしたときにも本当にうれしく思うわけであります。

また、最近では、若者だけではなく、高齢者のカップルが川沿いを歩いているという姿

も増えておりますし、ゴールデンウィークに開催されました「こどもまつり」のときには、

水辺で語らう母と子のほほえましい姿がいくつも見られるなど、既に多くの方の憩いの場

となっておるわけであります。

私たちが目指しますリバーフロント計画というのは、単に観光事業を考えるためだけの

ものではなく、そうした、かつて私たちの生活の中に普通にあった潤いのとき、幸せの空

間を再現することでもあるわけであります。そして人道橋におきましては、先般、橋脚の

基礎工事におきまして、大きな岩盤が出てきてしまいまして、市民の皆さまがたには大変

ご心配をかけたわけであります。橋の完成は 1 年ほど遅れてしまいますけれども、平成 32

年までのリバーフロント地区全体の工期や全体の工事費には影響がありません。ちゃんと

当初の予定通りの金額と時間で完了するわけでありますが、残念なことに市民の中には今

もって、橋のために 99 億円も使ってけしからん、こういった誤解を持っておみえになる方

が、おみえなるわけであります。ぜひ、皆さまがたのお口から、「それは橋を造るためだけ

に使うお金ではなくて、東岡崎駅前と乙川の河川空間の整備、そして中心市街地振興のた

めの、全ての金額の総額でありますよ」、こういうことを伝えていただきたいと思います。

ことに、国土交通省の高官からは、「この予算でこれだけの都市改造ができたら、これはす

ごいことですよ」こういった評価もいただいております。

次に人道橋から籠田公園を結ぶ中央緑道につきましてですが、にぎわいの創出の場、こ

の地域をセントラルアベニューとして整備をするために、当初は、今あります歩道を東側

に集めるといった案をたたき台にして、専門家や沿道の皆さまがたのご意見を伺ってきた

ところであります。もちろん、このプランが最終決定の案ではございません。この原案に

対しまして、これまでにも歩道を片側に寄せると車の出し入れに大変困る、こんなご意見
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でありますとか、防風林の役割をしてきた木を切るべきではない、また逆にその木が生い

茂っているために、夜は怖くて歩けない、こんな意見もありますし、坂道を自転車が勢い

よく走るのは危ない、こんな意見もいただいとるところであります。今後はそうした地元

の意見を参考にいたしまして、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、また四天王像の設置方法などを総合的に考えまして、よりよい空間として整備を

していきたいと考えております。

間もなく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を公表する予定となっ

ております。そして、徳川四天王の石像につきましては、将来的にはセントラルアベニュー

にバランスよく設置する予定でありますけれども、それに先立ちまして、今年度中には像

が完成いたしますので、籠田公園のハトの像の近くに仮設置でお披露目をする予定となっ

ております。幸い、今年の NHK大河ドラマは『真田丸』でありまして、また来年は井伊直

政の養母であります、井伊直虎が主人公であるといった、家康公と四天王に大変関わりの

深い内容が続きますので、こうしたタイミングにしっかりと岡崎をピーアールしてまいり

たいと考えております。

また四天王像は、それぞれの武将が活躍した歴史的な一場面を切り出したデザインと

なっておりますので、そうしたことが十分分かるようにスマートフォンで解説が聞けるシ

ステムを活用するなど、景観も考えたセンスのよい解説の方法というものをしていきたい

というふうには考えております。

一方で、河川工事の課程におきまして、桜をはじめとした樹木を伐採しておりまして、

そのことに対して一部の方からお叱りの声をいただくことがあるわけであります。戦後の

復興期に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すけれども、残念な

ことに、この木は寿命が 60 年ほどと短く、加齢に伴う衰弱によりまして倒木の危険性とい

うものが出てきておるわけであります。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が、今のところ大きな事故には至っておりません。しかし、先

般富山県で走行中のトヨタ 2000GT に木が倒れてきて、3900 万円もの損害賠償を求められ

ている事案も発生しておりますので、こんなことはあってはなりませんし、何よりも人命

に関わるような事故が起きてからでは、遅いわけであります。そうしたことから、今回の

整備におきましては、事前に一本一本の木を樹木医さんにチェックをしていただきまして、

老朽化が著しくやむを得ないという木を伐採したものであります。伐採した木は、今、ご

覧になっておる写真のとおり、中が空洞化していたり、腐りかけた老木でありますので、

どうかそのこともご理解いただきたいと思っております。

そこで、今後は、現在進めております「さくら 100 年プロジェクト」を通じまして、市

内の各地に開花時期の異なるさまざまな桜を植えることで、これまでより長い期間、桜が

楽しんでいただけますようにしたいというふうに考えます。これから迎える高齢化社会を

意識しまして、わざわざ遠くの名所まで車に乗って出掛けなくても自分の近所の公園で桜

を楽しめるという環境づくりを図っていきたいと考えております。
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また本格的な高齢化時代を迎える中におきまして、これから元気で時間のある年金生活

者というのが増えてくるわけでありますけれども、その方たちのためにも、自らの生活圏

において、できるだけお金を掛けずに生活を楽しめる空間というものの整備、すなわち公

園の整備というものが重要になってくると思います。これまで公園っていうものは、どち

らかというと子どもさんが遊ぶ場としての整備ばかり、私たちは取り組んできたわけであ

りますけれども、今後は、高齢者が公園でくつろいでいただける、よく、ヨーロッパの映

像など見ますと、おじいさん、おばあさんが公園で食べ物をちょっと持って、食べたり、

飲んだりしながら、のんびりしている風景がございますけれども、近所の公園でもそうい

うことができるような場所というものは造る必要があるのではないかと思っています。

そしてまた岡崎は、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、現在の藤の花に加えまして、桜を追加することも予定しております。

次に、東岡崎駅前の新たなシンボルとして、ただ今制作をしております徳川家康公像に

ついてであります。「岡崎は、家康公のふるさとだと言うけれども、駅前にまともな像一つ

ないではないか」。こんなこと、長いこと言われておりまして、悔しい思いをしたこと、何

度も皆さまがたにもお話ししたものでございます。そこで、このたび銅像制作の日本の第

一人者であります、神戸峰男先生によりまして、松平元康から徳川家康と改名した 25 歳当

時の岡崎にいた頃をイメージした、馬上で弓を持つ若き日の家康公の像を制作していただ

くこととなったわけであります。

そして、これは皆さまへのお願いになりますけれども、家康公の像というのは、市民の

皆さまがたの浄財により制作をしてまいたいと考えております。金額の多少にかかわらず、

子どもたちでも「あの像を造るのに僕のお小遣いも使ったのだよ」と、こんなふうに自慢

ができるように市内各署に募金箱を設置する他、個人向けのふるさと納税による寄付や団

体向けの寄付など、さまざまな方法も用意しております。皆さまがたの温かいご支援をお

願い申し上げるところであります。

そして、これは余談でありますけれども、今度の家康公像というのは、ちょうど岡崎信

用金庫さんの本店の上階の来賓室の窓から見下ろす位置にございまして、この間、会長さ

んに私が会ったときに、「まるで岡信さんのために設置するようなものですね」と余計な一

言を申し上げたせいか分かりませんが、このたび岡信さんから、多額のご支援を頂けるこ

とになりまして、まるで私が催促したようで申し訳なく思いますと共に、大変感謝をして

おるところでございます。また、公共でやってしまうのではなくて、こうした寄付によっ

て、事業の展開を図り、評判を高めようとする手法というのは、欧米でよく行われている

ことであります。像の完成は平成 30 年度の予定になりますが、明治維新以降に広められた、

タヌキオヤジ的な陰謀家としての家康公のイメージを払しょくし、暗黒の戦国時代に平和

の世をつくるために立ち上がった若武者、こんなイメージで新しい岡崎のシンボルとなる

ことを期待しておるわけであります。

次に、「歴史まちづくり」についてであります。今回、リバーフロント地区の整備を進め
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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、絵図にはその存在というのが残っておるわけでありますけれども、現実には土や草

木に覆われておりまして、残存状況というのがはっきりしなかったわけであります。私も

そんなものは岡崎空襲のときに吹き飛んでしまって、もうなくなっているのではないか、

こんなふうに思っていたのですけれども、今回の調査によりまして、川沿いに 400メート

ルの石垣が絵図のとおりに残っていることが判明したわけです。これは日本に現存する石

垣としては、最長、日本一のものであります。また、石垣の元を掘ってみましたところ、

高さが最大で 5 メートルありまして、これは敵の侵入を防ぐための横矢枡形と呼ばれる射

撃用の突出物が、一連の石垣の 80 メートル間隔で 3カ所設けられておることが分かったわ

けであります。これは岡崎城のみの特徴であるそうです。これは当時の鉄砲というのが、

よろいかぶとを貫通できる距離というのが、有効殺傷距離というのが 40 メートルから 50

メートルぐらいであったということから、このような配置になったのではないかと思われ

ます。

また、江戸時代とはいえ、またいつあの騒ぎが起きてもおかしくない状況もあったわけ

でありますので、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ものと考え

られます。先日、現地の説明会を、大学の先生に解説をしてもらって、行ったわけでござ

いますけれども、1 日に 3000 人を超える方が、この石垣を見るだけのために現地を訪れま

して、あらためて歴史ブーム、お城愛好家の存在というのを認識したものであります。こ

の石垣は、河川敷の中にありまして、現在の堤防の役割を果たしているために、河川法上

全てを掘り出して展示するってことができないわけでありますけれども、一部を観光用と

して、透明パネルを使って、石垣の高さが分かるようにできないか、このことを、今、愛

知県と協議をしておるところであります。

こうした数々の歴史文化資産を始めといたしまして、岡崎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。また、岡崎市民の

方も、ご近所に住んでいながらそのことを忘れちゃっているケースは大変多いわけであり

ます。ことに、それぞれの施設に観光バスを止めるという駐車場もないわけでありまして、

これでは観光産業都市を目指すには、恥ずかしいのではないか。そんなことで、私も市長

に就任しましてから、まずは一つ一つの観光の拠点となり得る場所に駐車場の設置を考え

る、こういったことで、一つひとつ、今、考えておるところでございます。

そこで、今後は各施設をバスで周遊できるような環境整備を行いまして、それに伴いま

して、くらがり渓谷や鳥川のホタルに代表されます額田地域の豊かな自然や、そしてまた、

八丁味噌、駒立のブドウ、六ツ美のイチゴ、お隣でありますけれども、幸田の筆柿とか、

こういった地元名産の食べる楽しみというものも観光に組み込んでいけたらと思っており

ます。
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そうして、さらに経済の柱であります『モノづくり』そのものも、産業観光として使っ

ていけないか、このように考えております。季節ごとのさまざまなストーリー性のある観

光コースを私どものほうで用意して、それを積極的に売り込んでいくということが必要で

はないかと思っております。

先月のことでありますけれども、今、私の友人の一人がアメリカのサウスカロライナ大

学の教授をして、教鞭を執っておるわけでございますが、私が市長になりましてから、日

本訪問のときに、ぜひふるさと岡崎を見せたいので、面倒見てくれということで、これで

つど 3 年お迎えしとるわけですが、学生さんたちが、岡崎城に八丁味噌蔵、家康館などを

加えまして、トヨタ自動車の工場見学をして、大変喜んでいただいております。彼らには

英語の岡崎のＰＲDVD やパンフレットをお土産としてあげまして、帰国後必ずこれでＰＲ

をしてほしい、こういったことを頼んでいるわけであります。

こうしたことにもしっかり対応することによりまして、彼らの再来日の動機付けであり

ますとか、また新たな観光客の誘致につながるのではないかと思っております。また、今

はただの学生でありますけれども、ひょっとすれば、彼らが将来高い位置に就いて日本と

関係のある仕事を行ったときに、この岡崎というまちについて思い出してくれれば、あり

がたいなと、こんなふうに思っております。

ちなみに、この大学の学長さんからは、岡崎市は感謝状を、今、頂いております。しか

し、新たなまちづくりを進めるためには、やはり、市民の皆さまがたのご協力というもの

が一番重要であります。現在多くの市民のかたがたとさまざまな議論を深める中で、専門

家だけではなく、学生や一般の主婦の皆さまからも、行政ではとても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。その一つが、現在中心市街地

に増加する空き店舗などを活用して、新たなにぎわいを作り出すことを目的に進めており

ます「リノベーションまちづくり」であります。昨年度開催しましたリノベーションスクー

ルなどを通じまして、現在いくつかのプロジェクトが動きだしておりまして、先週末には、

その第 1 弾となります事業のお披露目をしたところでございます。また、子育て中のお母

さんたちや在日外国人の主婦によるお国自慢のお総菜の販売でありますとか、託児所付き

の料理教室を行うお店でありますとか、石釜を使った料理店などが将来オープンする予定

となっております。こうした『リノベーションまちづくり』の手法というものが、市内の

全域に広がることを、私どもは期待しておるところであります。

また、リバーフロント地区におきましては、殿橋のたもとにおきまして、オープンカフェ

でありますとか、レストラン、何も持たずにできる水辺でのキャンプやバーベキュー、さ

らには水上ビアガーデンなどが提案されておりまして、今年の夏までには実施ができるよ

うに、ただいま調整を図っているところであります。こうしたものの中には、もう既に他

市で行われた実績のあるものもあります。そして、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」につきましても、民間の皆さまがたのお力をお借りして、

今年度も実施してまいりたいと考えております。



8

このように事業を通じまして、まずは民間の皆さまに多いに儲けていただきまして、そ

の結果として、行政には税金として収益が上がるといった、あくまで民が主体のまちづく

りにシフトしてまいりたい、このように考えておるわけであります。私たちは、単に公共

によるハード整備を目的としているだけではなく、それを使ってどうやってこの岡崎の中

心市街地ににぎわいを創出していくか、そういったソフト面を重要視しているわけであり

ます。こうした取り組みによりまして、河川空間がにぎやかになることで、市民の憩いの

場になることはもちろん、先ほど申し上げました、河川沿いにカフェやレストランの進出

につながる、このことも期待しておるわけであります。私たちもその方向で民間の力を誘

導しておりますし、既にそうした提案や声掛けを沿道の地主さんや事業者の方にも進めて

おるわけであります。そして、そうした環境が整うことが、本市のかねてからの課題であ

ります本格的なホテルの進出につながるものと考えております。やはり、ここが現在の岡

崎の一番の弱点でありまして、せっかく外からお客さんがみえましても、長く滞在して、

お金を使っていただくことが、観光産業の一番の鍵でございまして、外資でも結構ですの

で、何とか一流のホテルに岡崎に進出いただきたい、そのように促したいと考えておりま

す。現状で、既に乙川沿いのこうした観光産業の進出は、観光に関わる方だけではなく、

皆さまがたのような建設関係のかたがたを始めとした、さまざまな分野の皆さまにも好影

響を与えるものであると考えております。現実に、既に乙川沿いの不動産の資産価格は、

上がっているそうでありますし、新たな建設計画もちらほら耳にしております。もう既に

そういった変化というものをお分かりいただいている方もあろうと思いますが、岡崎はこ

れからもまだまだ進化をいたします。あと 10 年もすれば、ヨーロッパの町並みにも岡崎独

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、本日はリバーフロント地区におけますまちづくりを中心にお話をさせていただき

ましたけれども、これからも引き続き、岡崎の経済の根幹でありますモノづくりへの支援

を始めとしまして、さらに福祉や医療、防災や教育といった基本施策の推進を通じまして、

この町に生まれ育った子どもたちが、ふるさと岡崎に対してこれまで以上の大きな愛情と

誇りが持てる、そんな夢ある新しい岡崎の実現を目指して、進んでまいりたいと考えてお

ります。

そして、引き続き市長にならせていただくべく、この秋には、市民の皆さまがたの審判

を仰いでまいりたいと思っております。皆さまがたに、2 期目も頑張れと再び背中を押し

ていただけますよう、全身全霊で新たなまちづくりに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、私の話を終了と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－ それでは、お席の移動をよろしくお願いいたします。

それでは、岡崎建設協会のご紹介をお願いいたします。
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団体代表者- それでは、失礼をいたします。今日はよろしくお願いいたします。

まずもって、日頃につきましては、この建設業につきましては、大変なるご理解をいた

だいておること、この場をお借りしまして、厚くお礼申し上げる次第でございます。また、

今、市長さんの説明あったとおり、今年、岡崎市は 100 周年を迎えるという大変めでたい

年でございまして、岡崎市が発展していくためにも内田市長につきましても、強いリーダー

シップを発揮していただきまして、この岡崎のまちをさらに魅力ある、元気のある町にし

ていただこうと切に思います。

さて、この岡崎建設業協会といいますのは、昭和 50 年に発足しているという記録が残っ

ておりますけども、言い伝えがありまして、その前からと聞いております。現在におきま

しては、岡崎市の八帖北町に岡崎建設業会館というものを設置しておりまして、その中の

118 社、現状、会員がおります。その会員は、建設業といっても、非常に裾野が広くて、

一業種に固まらず建築土木、管工事、設備、造園、電気、その他いろんな業種の人が全部

岡崎市内に本社を持っている人が一堂に集まっていると、そういう団体でございます。そ

ういった中で、われわれが日々切磋琢磨して頑張っておりますが、何と言ってもわれわれ

につきましては、非常にこの岡崎市さんとの関わり合いの強い企業ばかりでございますの

で、先ほど言いましたように、非常にこの建設業につきましても、ずっとご配慮いただい

て、われわれは大変苦しいときでも、十分そういったご理解を示していただいていること

につきましては、重ね重ねお礼申し上げる次第でございます。

そういった中、今日こうして市長と語る市民対話集会というものを開くことに当たりま

して、われわれ建設業協会の窓口として、この建設業界を対象にしていただいたことにつ

きましては、本当にありがたく思っておる次第でございます。

今日は、多くの人たちの声を集約するという業界の話で、市長さんに直接お話ができる

ということは、ありがたく思っておりますので、ぜひともわれわれもこの後いろいろと要

望が出るかと思いますけれども、十分検討していただきまして、われわれの切なる願い、

思いをくんでいただくことをお願い申し上げまして、簡単でありますけど、建設業界のあ

いさつということで、ごあいさつ申し上げました。

きょうはどうも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。よろしくお願いいたします。

団体代表者－ それでは、建設業協会の会長をやっておりますので、まず私のほうから 2

点ございまして、1 点ずつ質問して、一問一答という形で予定されているようでございま

す。まず第 1 項目を述べさせていただきます。

ご承知のように、日本は残念ながら災害大国でございます。阪神淡路大震災、東日本大

震災、そして今年 4 月には熊本の大震災、その地震以外でも、台風、集中豪雨等、大災害
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が毎年、日本のどこかで発生しております。

8 年前にも、この岡崎の地でも多くの集中豪雨がございまして、大きな災害が起きたこ

とは、皆さまもご承知のとおりでございます。そして、われわれ建設業は、災害が起きま

すといち早く現地に急行して、災害対応していることでございまして、全ての業界はその

使命を背負って、災害が起きますと、いち早く現地にまいっております。当然多くのトラ

ブルも発生します。そういったものは、やはり被害が大きくなればなるほど、そういうい

ろんな難しい問題も生じてまいります。その対応は、残念ながら一業界、一業種では限度

がございます。そのためにも、やはり岡崎市と業界が一体となりまして、対応に努めなく

てはならないというふうに、われわれ業界全体、考えておるわけでございますので、岡崎

市と業界が同席しての勉強会や協議会の設置をお願いしまして、万が一岡崎で災害が発生

したときも、素早い対応、間違いない対応、そういったことをやっぱり岡崎市さんと業界

が一体となってやっていくためにも事前の勉強会していただくと、よりよい対応ができる

かと思っておりますので、ぜひともそういったご検討をしていただくことを、まず第 1 項

目として切にお願いする次第でございます。よろしくお願い申し上げます。

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、市長よろしくお願いい

たします。

市長－ 常日頃お世話になっておりますことを、重ねて御礼を申し上げます。

ただいまご要望いただきました建設業界との災害時対応に関する問題につきましては、

私が県会議員をやっておりましたときから、何かの会合があるときには、必ずこのお話を

言われておることでございまして、災害時対応のために、いかに地元業者を育成して、確

保していくことが大切であるか。このことは、もう耳にタコができるぐらいしっかりと認

識しておるつもりでございます。

ただいまのご意見の中にもありましたとおり、最近の地震等の発生状況を顧みますと、

災害はいつ起きてもおかしくない状況が懸念されておりまして、大規模災害の発生時にい

ち早く現地に急行し、対応できる初動体制を確立していただきますのは、これは取りも直

さず皆さまがたであるわけでございます。しかしながら、実際に災害が発生した場合、対

応が思うようにはかどらないことが危惧されるわけでありますが、そんなときのために実

践的な防災訓練というものが必要であろうと考えるわけであります。そこで、今、お話が

ありましたとおり、今後は岡崎市と業界が同席の上での勉強会によりまして、防災訓練と

いうものをさらに実りあるものとしていかなくてはならない、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。

なお、今年の 8 月には愛知県と岡崎市の合同によります、愛知県岡崎市総合防災訓練が

行われるわけでありますけれども、この際にも多くの業界の皆さまがたにご参加をいただ

くことになっておりまして、今後も行政と皆さまがたとの力強い連携のため、何とぞ、お
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力添えを賜りますことを重ねてお願い申し上げます。以上です。

司会－ では、部長のほうからもう一つ。回答のほうお願いいたします。

土木建設部長－ 皆さん、こんにちは。4 月から土木建設部長ということで拝命をいたし

ました。私から、少し防災訓練の取り組みにつきまして、お話をさせていただきたいと思

います。

私は 4 月 1日に着任をいたしまして、外に出ているときに、皆さんも聞いたかとは思い

ますが、地震速報が流れました。１日早々で、ドキッとしたわけですが、そういったとき

の対応は、非常に重要だなと思っております。

実際にいつ何時どういったことが起きるか、そういう対応が非常に大切なことじゃない

かなと思っています。やはり一企業、一組織だけでなかなかできない部分でございますの

で、一人ひとりの皆さまがたが、冷静に対応できるような、実りある訓練をこれから進め

るというのが重要かなと思っております。

具体的には、災害の発生におきまして、建設業の皆さまがたと私ども、まずどれだけの

人たちが安全でいるかを確認しないと、その後の対応は、なかなかできないと思っており

まして。実は、平成 24 年から業界の方には、いろいろお手伝いをいただいているわけござ

いますが、防災無線を使いました実質的な訓練を 24年から少しお時間をいただいて、双方

ともに訓練をしているわけでございます。今までは訓練だけということでございましたが、

今、お話にございました、やはり訓練の前に皆さまがたのご意見等を聞きまして、何が重

要かということを、まず肝に銘じて、ただ漫然と訓練をするだけではなくて、何をすべき

かということを肝に銘じて訓練をするということが大事なものですから、訓練の前の皆さ

まがたの協議を、そこに加えていきたいと思っております。訓練につきましては、従来の

とおり、もしくはまたそれにバージョンアップをしたような形でできると、より実になる

ことかなと思っております。

それから、前だけではなくて、訓練の後につきましても、当然皆さまがたいろんな反省

点があるかと思いますので、そういった反省点が皆さん集まりまして、意見交換をさせて

いただきまして、何が問題で何が足りないのか、今後何をすべきかを皆さんがたとわれわ

れと共に話し合いをいたしまして、次につなげるような形で進めてもらいたいと考えてお

ります。そのためには、会長からのお言葉にありましたように、勉強会、現在は訓練だけ

ではございますが、その訓練も皆さんがたと集まりまして、いろいろな問題点、これから

こうすべきだというところを協議させていただいて、新たな勉強会という形で進めさせて

いただければ、非常にありがたいと思っております。

他には、防災に関しまして、皆さまがた業界でいろんな勉強会をこれからしていただい

たり、もう既にしているかと思いますが、実は、私どもの組織の中には、出前講座という

のがございまして、実は防災に関しましても、防災危機管理課という課がございまして、
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その中で『出前講座』をやれるものですから、ぜひともご活用していただきまして、われ

われのほうもこちらから出向きまして、いろんな講座で皆さんがたに周知できるように、

そんなことも活用していただければ、本当にありがたいなと思っています。ちょっと長く

なりましたが、私からは以上でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは今の回答でよろしかったでしょうか。

団体代表者－ ありがとうございます。今後とも官民一体となって、そういういざという

ときの対応、われわれもしっかり考えておりますので、適切なご指導ご協力を切にお願い

して、ありがとうございました。

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

ます。

団体代表者－ それでは、私のほうから 2 番目の要望という形で、これは入札に関わる最

低制限価格制度の改正という形でお願いしたいと思っております。現在の建設業協会は最

悪を脱したと思われておりますけども、私たち建設業に関わる者といたしましては、まだ

まだ不況感が強くあります。ご承知のように国土交通省は 4 回、この 4 年にわたりですけ

れども、4 回にわたり、労務賃金、要するに労働賃金の引き上げ、さらに一般管理費、現

場管理費、そして小規模工事や維持工事の見直しもしていただきまして、これ非常にあり

がたく思っている次第でございます。

私もそれに倣いまして、すぐに国交省と同じ対応をしていただいていることにつきまし

ても、非常にありがたく思っておりまして、この場を借りまして感謝申し上げる次第でご

ざいます。

しかし、残念ながら長年にわたりまして、この建設業、ご承知のようにデフレの影響も

ございましたし、仕事がないということで大変な状況になっておりまして、いわゆるどん

底に落ち込んだ上に、それから徐々によくなってはいるのですけども、残念ながら他産業

と比較してみますと、待遇面ではまだ相当な差がございます。具体的に言いますと、賃金

が安いのは実態でございます。今後、総人口が減少する中、当然人口のいろんな産業と労

働人口の争奪戦が始まるわけでございますけれども、そういった労働条件および賃金も悪

い産業には人が集まる可能性は極めて少ないと思っております。今後、業界を安定させ、

健全なる業界ができるためにも、多くの人たちが建設産業に魅力を感じまして、より多く

の人が消費をしてくれることを、われわれ願っておりますし、またそれが、われわれ業界

といたしましても絶対条件でございます。今回、国が定めました品確法にも明記されてい

ますように、適正な利潤を作り出す制度、それが全てわれわれの願いでございまして、よ

うやくそれがスタートしたわけでございます。
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そういった中、岡崎市におきまして、今までは最低制限価格制度がございませんでした

けれども、われわれの業界の要望を受け入れていただきまして、2 年前に設置していただ

きました。そしてまた今年もそれを引き上げていただいたということに付きましても、非

常にありがたく思っているわけでございますけれども、その岡崎市の入札最低制限価格制

度は、国が受注している制度とまだ開きはございますので、ぜひともわれわれといたしま

しても、そういう安定した経営を行えて、そして、人並みの賃金が払えると、そういう対

応は、当然企業努力としてやっていくべきでございますけれども、制度自体をいじってい

ただかないと、なかなかそういったこともできないというのが実態でございますので、ぜ

ひとも先ほど言いましたように国、県が実施している制度に少しでも近づけていただける

ように、そういった制度もまた改めて直していただくと、引き上げていただきたいと、そ

ういったのが切なる切望でございますので、この件につきましてもよろしくご配慮をいた

だきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

司会－ ありがとうございました。それでは、部長、よろしくお願いいたします。

土木建設部長－市長対話集会ということで、私が続けて話して申し訳ございません。今、

会長からお話があったように、建設業界の労働環境、非常に重要な話かなと、私も思って

おります。先ほど防災の話にもあったように、いざというときには皆さまがたのお力が一

番必要なことでございます。じゃあ、普段どうだというふうになると、やはり 3K と呼ばれ

ているような、非常に過酷な環境でもあるし、会長からの話もあったように、やはり労働

賃金という面で見ると、皆さんがたの働きに応じた賃金の報酬はどうだというような、当

然皆さんが考えられていることかなと思っています。そういった面は、私どもも考えてお

りますし、先ほどもお話があったように、国のほうも順次ではありますが、労働環境の整

備ということで、労働賃金も含めて、改革っていうのですか、適正な価格で品質を確保で

きるような、環境を目指していこうということで、以前からそういった制度が国で改正を

しているわけでございます。私どもでも国の制度と協調いたしまして、制限価格を上昇す

るような制度改正を順次にではございますが、進めてまいりました。

少し参考にお話をさせていただきますと、平成 23年度に定型の最低制限価格を、それま

では 3 分の 2から 10分の 8 までの間で設定をしていたわけでございますが、これを 23 年

度におきましては、10 分の 7 から 10 分の 9 の、この間に引き上げているということで、

23 年度に少し最低制限価格につきましては、範囲を上げております。その後、平成 26 年

度、これにつきましては、少し国の手法と違う手法を取り入れました変動型最低制限価格

の選定ということで、なかなか難しいのですが、定型最低制限価格を下回った入札金額の、

平均に 10 分の 9.5 を乗じました金額、そういった形で変動型の価格の再算定をしていたの

ですが、平成 26 年度から下回った入札金額ではなくて、有効な入札金額、要は上回った入

札金額の平均の 10 分の 9.5 に改正をしているということで、当然上回った方の平均を取っ
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ているものですから、より変動型におきましても、最低制限価格を上げているというよう

な状況でございます。さらに今年度におきましても、定型最低制限価格の算定、これにつ

きましては、国がモデルとして仕様を作っております中央公契連モデル、これは皆さんが

た、十分承知だと思いますし、皆さんも知っているかと思いますが、今年度から現場管理

費につきましては、今までは 10 分の 8が 10 分の 9に引き上げられているということで、

これも国に合わせまして、市におきましても、この中央公契連モデルを使いまして、同じ

ような選定をしているものですから、当然、最低制限価格が上がっているという状況でご

ざいます。

それから、先ほど申しました変動型の最低制限価格の算定につきましても失格基準が以

前からあったわけですが、今までは、定型の最低制限価格の 1O分の 9 をボーダーラインに

しながら、それよりも上の入札金額の平均という形でやっておりましたが、10 分の 9では

なくて、10 分の 9.5 ということで、最低制限の価格につきましても、上げさせていただい

ております。いわゆる足切りという言い方はよくないですが、低い入札金額のボーダーラ

インを全体には上げさせていただいておりまして、その中で、また変動型の最低制限価格

も幅を狭くしております。ですので、限りなく国のモデルに近づいているわけでございま

す。以前と比較をいたしますと、かなりこの最低制限価格は、調査をいたしますと、かな

り上昇しているということと、これはいわゆるダンピングという問題がございまして、そ

ういった対策にも有効に働いているということで、非常にクリアな入札形態になっている

かなと感じております。

会長さんからいろんな要望がございまして、国、県が実施しております制度がございま

す。これは若干の違いがあるということはございますが、それにはそれぞれのメリット、

デメリットが当然ございますので、そういったものを、また、今年度は今年度でやってい

るものですから、今後よく調べまして、私どもも何を取り入れて、皆さんがたの業界に何

が一番いいかを、しっかり整理をさせていただきまして、またいろんな皆さんがたの話の

中で、いろんなご意見を聞きながら、今後も進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

司会－ よろしかったでしょうか。

団体代表者－ 誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。以

上、私から要望する点は、以上 2 点でございます。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。それでは、次の要望、提案をよろしくお願いいたしま

す。

団体理事－ 私からも 2 点要望をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。

まず 1 点目といたしまして岡崎市発注工事で、改修工事案件のご発注は頂いております

が、われわれの本来の活躍の場である新築工事案件が少なく感じております。岡崎市が推

進されている「夢のある次の新しい岡崎」の乙川リバーフロント地区整備計画において、

乙川を中心とした都市基盤整備が整いましたら、ぜひとも「乙川の水辺空間と歴史文化遺

産を生かした観光産業都市の創造」の趣旨に沿った市内建築業者の活躍できる施設建築計

画を、新たにご検討いただけますようお願い申し上げます。

司会－ ありがとうございます。それでは、回答を、市長お願いいたします。

市長－ ただいまのご質問に対してでございますけれども、私が市長に就任しまして、ま

た選挙のときの公約というのが、無駄な箱もの行政からの脱却、そして、まちのランドマー

クとなる建物はなるべく大切に残したい、こういうことであったわけであります。そして、

まず市長になりましてから、最初に直面しましたのが、議会の承認も得ておりました新文

化会館をどうするか。私は、これは選挙のときから、「新文化会館は取りやめる」というこ

とを言って、選挙に出とったわけでございます。ただ、一応、議会のほうで承認されておっ

たという経緯がございましたので、もう一度そのときの審議に携われた大学の先生であり

ますとか、審議会のかたがたのご意見をお伺いしました。そうしたところ、その決定は、

結果として造るということを決められましたけども、審議の過程ではさまざまに意見が分

かれていたということが分かりました。特に、私が一番注目しましたのは、岡崎にはもう

既に市民の皆さまがた使っていただけるだけの公共の施設は、十分な数がある。ただ、運

用システムがなっていない。こちらが使えなかったら、もうそれでやめちゃう。こちらは

使えないけど、こちらが空いているのに、そういうものを上手に切り回し続けるシステム

にはなっていない。これをきちんとやれば、十分使い回せるということを言われまして、

それが、私が市民会館をもう一回使える方向でやっていけないかということを、これは、

選挙の公約でもありましたし、一番の原点であるわけであります。しかし、そうは言いま

すけれども、現在、乙川リバーフロント地区整備計画によりまして、道路や河川空間の魅

力向上のために、既存の基盤施設の高質化を図る整備、これも着手したところであります。

また、これまで公共団体のみ使用が認められておりました河川空間におきましても、昨

年の 3 月、国土交通省の「かわまちづくり」の支援制度に登録されまして、民間事業者の

方でも河川空間でオープンカフェなどを造ったりすることが可能となってきたわけでござ

います。こうした制度や公共施設なども積極的に活用して、民間事業者の皆さまがたには、

ぜひ儲けていただきたいと考えておりますし、また、これからもリノベーションのまちづ

くりや、まちづくりのデザインといった、民間が主体となるまちづくりを、歴史まちづく

りなどを進めてまいりますので、地域の魅力を生かした事業を皆さまと共に、積極的に展

開していただきますことを期待しております。
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殊に、先ほど申し上げましたようにホテルの誘致、岡崎はホテルの数はあるわけですけ

れども、しっかりとした施設を持った一流のシティーホテルというのがないわけでありま

して、これがなかなかお客さんも岡崎にとどめておくことができない一つの要因となって

いるわけでございまして、このことに対しましては、私も一生懸命努力をいたしますけれ

ども、もし、皆さまがたの中で、よいお話がありましたら、ぜひお知らせいただきたいと

思っております。

また、既に始まっております公共施設の存続、統廃合、新設計画についてでありますけ

れども、国の指示の下、本市の公共施設につきましては、現在保有する施設をできるだけ

長寿命化して、持続可能な公共施設サービスの提供を目指していきたいと考えております。

さらに、従来発注しております保全工事に加えまして、今後は大規模改修工事を長期にわ

たりまして、相当な規模で発注していくこととなります。現在学校施設の大規模改修工事

につきましては、できるだけ早期に取り組んでいくよう計画しております。校舎の内部に

つきましては、夏休み等に集中して工事を行うことを想定しておりまして、その工程や手

法につきましては、こちらも研究をしておりますけれども、業界の皆さまがたのノウハウ

の提供、ご協力をぜひお願いしたいと思っております。

それから、これは私が個人的に思い描いておることであるわけでござまして、まだ庁内

や議会の合意を取り付けておりませんので、あんまり大きい声で言えないかもしれません

けれども、市民会館を改修で終えてしまったからというわけではありませんけれども、せ

きれいホールをもうじき手直しをしなければいけない時期が来るわけでございまして。今、

現在、聞いている範囲では、せきれいホールも改修でできるということではありますけれ

ども、景気の動向が極端に悪くなるようなことがなければ、できたらもう少し高度な機能

を持った施設のせきれいホールに、新しくできないか、こんなことを思っております。特

にまちの真ん中という大変いい立地でございますので、今の建物の在り方というのは、大

変使い方がもったいないと思っております。2 階建てで、あそこ造れば、もっといろんな

多様な使い方ができますし、また、駐車場ももうちょっとよく使えるようになるのではな

いかと思っております。かつて中根市長のときに、私が県会議員として長久手の市民文化

センターというのを訪問してまいりまして、そこは国の補助金を得たということもありま

して、大変なお金を掛けて、文化センターができていました。そこは、中に入っていきま

すと中央ホールがあるのですけども、その中央ホールの中というのが、ボタン一つで能楽

堂になったり、宴席になったり、それからまた平場のホールになったり、コンサートホー

ルになったり、本当に、私は見たときにびっくりしました。ボタン一つで次々に形が変わっ

てくわけなのです。これを造るのは大変お金がかかるだろうと思いますから、そんなふう

にできるかどうかはともかくとして、少なくともホールとして 2階建ての使い方ができな

いだろうかと、こんなことを、今、関係部局のほうには、検討してくれということで、投

げ掛けておるところでございます。

それからもう一つ、県営グラウンドがこれから岡崎市の移管ということになるわけでご
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ざいますが、皆さんご案内のとおり 50 メートルプールが老朽化のため、今回、取り壊しに

なってしまうわけでございます。現在岡崎市内で公的な記録として認知されるための公営

プールというのが、葵中学校のプールだけになってしまいますので、何とか水泳協会から

の要望を長いこと得ているわけでございますけれども 50 メートルの公営プールを、これは

室内で造るととんでもない金食い虫になってしまいますので、屋外施設でいいので何とか

これできないだろうかと、このことも今課題として残っています。

そして、また景気の動向をきちんと見なければならないと思っておりますけれども、今

後のまちづくりの中で、施設の取捨選択をしていかなければならないわけですけれども、

そういったときに新しくどういったものを造ったらいいだろうか、このことをやはり専門

家の皆さまがたのお知恵を拝借して、考えていきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いします。私からは以上です。

司会－ ただいまの回答につきまして、いかがでしょうか。

団体理事－ どうも、ありがとうございました。先ほどお話しいただきましたせきれいホー

ルをはじめとする新しい計画に対して、大変興味深い話であり、またこの次に 2 点目の要

望と一部合致しますが、ぜひともそういった計画に際して、市内の業者が十分活躍できる

ご配慮をいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

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

いたします。

団体理事－ では、引き続きまして 2 点目の要望をお伝えしたいと思います。本年度市営

住宅平地荘の整備計画が予算計上され、来年度以降、整備が実施されるように聞いており

ますが、この平地荘をはじめ、今後整備予定の市営住宅等につきまして、ぜひとも市内の

建築業者が活躍できるようにご配慮いただけますよう、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、部長、よろしくお願いいたします。

土木建設部長－ それでは私から市営住宅の整備につきまして、お答えをさせていただき

たいと思っております。実は、私も以前市営住宅に住んでおりまして、まだ私が住んでい

た市営住宅もしっかり建っておりまして、確かに古いものもたくさんあるなと感じており

ます。ちょっと聞いてみますと、40 年代から 50 年代に市営住宅、建てられた物が非常に

多く、全体の数から見ると 5 割ぐらいがそのぐらいの時期に建て替えられているというこ

とで、かなり老朽化が激しいということで、市営住宅の建て替えもこれから整備を進める

というふうに聞いております。
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今お話にありました平地荘につきましては、お話のとおり、これからそういった整備を

進めるということで。市営住宅もいろんな場所があります。平地荘は非常に駅にも近い、

非常に好立地な所にありますので、いろんな考え方がこれから出てくるのかなと思ってお

ります。通常の建て替えではなく、もう少し機能的に好立地を生かしたような住環境のい

い所にございますので、そういったものも総合的に考える必要があるというようなことが

ございます。今、私も建築のほうから聞いている話では、今年度、基本設計を実施させて

いただきまして、来年度に実施設計を行う予定だと聞いております。順調にいけば、平成

30 年度から工事に着手をしてまいりたい予定と聞いております。今までの市営住宅の建設

につきましては、市内の業者の方のご協力で、建設をしている状況かと思います。またい

ろんな内部的なリニューアルだとか、塗装、いろんな改修に関しましても、市内の業者の

方にいろいろお手伝いをいただきまして、先ほど市長のお話にもあったように、今、長く

なるべく持たせようということがございますので、新築、どんどんできればいいのですけ

ど、やはりそういった長寿命化する、長く生かすということも少し念頭に置きながら、そ

んな中でやはり建て替えなければいけないものは、古いものから順に新築をしていく予定

であると聞いております。

今後におきましても、平地荘以外の市営住宅、調査でかなり老朽化しておる市営住宅も

あると聞いておりますので、建て替え等につきましても、順次計画をさせていただきまし

て、建て替えに関しましては、平地荘を皮切りに、これからしばらく建て替えの計画もあ

ると聞いておりますので、やはり地元の業者のかたがたにご協力をお願いしながら、地域

経済の活性化も重要なことでございますので、皆さまがた、業界のかたがたに協力いただ

きまして、受注機会の確保には、しっかり努めてまいりたいと考えておりますので、今後

ともいろんなアイデアも含めまして、素晴らしい工事を期待しておりますので、今後とも

よろしくお願いしたいと思います。

司会－ それでは、ただいまの回答につきまして、よろしかったでしょうか。

団体理事－ どうもありがとうございます。心強いお言葉をいただいたと感じております

ので、ぜひとも、重ね重ね地元業者を何とかご配慮をいただけますようにお願いして、終

わりたいと思います。よろしくお願いします。

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

団体副会長－ 私からは、工事成績優良業者の表彰について、一つの要望を挙げさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

われわれ建設業界では、公共工事の適正な施工や品質向上のために、日々努力しており

まして、一つの工事を無事完成させるために、さまざまな取り組みを行っております。し
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かしながら、これらの取り組みに対しましても、一つの建設業者や各業界団体だけでは限

界もありますので、建設業界全体としてのインセンティブを求めるものでございます。そ

こで公共工事の施工者に対し、発注者であられます市長より表彰などをいただけますと、

われわれ建設業者にとっては、大変名誉なことであると共に、モチベーションアップにも

つながります。ぜひとも、表彰制度のご検討をお願いしたいと思います。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、回答を市長よろしくお願いいたします。

市長－ ただ今のご意見は、度々私、耳にしとる話でございまして、結論から言うと、前

向きに検討したいと思っております。

建設業界の皆さまがたにおかれましては、公共工事を通じまして、岡崎市も発展いたし

まして、大変なお力添えをいただいておるわけでございまして、改めて敬意を表するもの

であります。

本市におきましては、建設業者の皆さまがたの技術及び施工意欲の向上を図りまして、

公共工事の適正な施工、及び品質の向上を資することを目的としまして、平成 23年度より

岡崎市工事成績優良業者という名称で岡崎市の発注する建設工事におきまして、工事成績

の優良な建設業者さまを岡崎市のホームページで公表してまいったところであります。公

表している建設業者の数も年々増加の傾向にありまして、これもひとえに皆さまがたのご

尽力のたまものであり、適正な施工や品質向上に努められた結果の現れであると受け止め

ておるものであります。

しかし、建設業界の皆さまがたといたしましも、施工精度の向上や品質管理は終わりが

ないということが、周知の事実でありますことから、そこで建設業者の皆さまがたに、さ

らなるスキルアップを期待し、ただいまご要望のありましたとおり、その努力に対しまし

て、市長から表彰をさせていただくということで準備をしておるところでございます。建

設業界全体のレベルアップにつながる優秀な成績で、工事を完成させた施工者の方、建設

業者の方を表彰する、なるべく早く表彰できますように、ただいま諸準備をしておるとこ

ろでございます。もう少しお待ちいただけたらと思っております。できるだけ早い時期に

表彰させていただき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。

司会－ ただいまの回答でいかがでしょうか。

団体副会長－ 既に検討いただいておるということで、大変感謝いたしております。市長

のお言葉にもありましたとおり、我々も早く表彰制度が実現されて、この中の会社がたく

さんいい成績を残して表彰されたいと思っておりますので、早い実現をぜひともよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。以上でございます。
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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

だ少しお時間もございます。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。いかがでしょうか。

司会－ それでは、ご質問はない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、本当に日中お忙しいお仕事のある中、こうして大勢の皆さまがたにお集

まりいただきましたことを、あらためて感謝を申し上げたいと思います。一言文句があっ

たら言ってくれと言っても、発注をする側に皆さまがたから、なかなかこういう席では言

いにくいかと思いますので、また個々でご意見がありましたら、何なりと言っていただけ

ればと思ったわけでございます。

今日、お聞きしました案件も、全て皆さまがたに満足いただけるご返事ができたとは思っ

ておりません。ただ、私ども、大きなお金の掛かる事業でありますので、やはりこれにつ

きましては、景気の動向を見定めながら政策を決定していかなければならないと思ってお

ります。それでも、岡崎に生まれ育った人間として、岡崎市をこれまで以上に素晴らしい

所にしていきたいという気持ちは、皆さまと同じでございますので、できるだけいいもの

を市民の皆さまがたに提供できるよう、これからも頑張っていきたいと思っておりますの

で、皆さまがたのお力添えを重ねてお願いを申し上げまして、きょうの御礼の言葉に代え

させていただきたいと思います。

どうぞ、これからもよろしくお願い申し上げます。

司会－ ありがとうございました。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。本日はありがとうございました。


