
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30 年６月 16 日（土）11 時 50 分

場 所：岡崎学園高等学校 白井こう記念館

対 象：同校生徒 31 名

内 容：①開会

②市政ビデオの放映

③市長挨拶・説明

④意見交換
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市長－ こんにちは。本日は、高校生の皆さまとは初めての市民対話集会ということで、こ

うしてお集まりいただきましてありがとうございます。私はこれまで、「呼ばれればどこで

も行きます」と、こういうことを言って、市民の皆さまに対して、こうした市民対話集会を

はじめといたしまして、300 回以上の講演会、政策説明会等を行ってきたところであります。

ただ、学校の生徒さんたちに対しましては、今、中学校、高校が授業時間を捻出するのに大

変苦労していることをわかっておりますので、押し売りはいけないということで、お願いを

して、来てくださいという所だけ行っているわけでございますけれども、今年は高校生の皆

さんと意見交換ができるということで、大変うれしく思っております。

よく、政治を語るときに、「自分たちがよく知らないうちに議会で勝手に決めて、あんな

仕事をやっちゃってる」、こういった声を聞くことがあるんですけれども、私はそういった

ことのないように、できる限り自分のほうから皆さんの所に出掛けて、質問があれば受けて、

また、私たちも今どうしてこういう仕事をやっているか、こういったことをお話ししに、『顔

の見える民主主義』というものを実践したい、こういった思いでやっているわけでございま

す。

今回、高校生の皆さんとこうしてお話しできる機会を得られたことを本当にうれしく思

っておりまして、これからも、できる限りそうした努力をしてまいりたいと思っております。

岡崎市がどうして今、こういった仕事をしているのか、そういうことをきちんと理解してい

ただきまして、その上でさまざまな意見を言っていただきたい、こんなふうに思っておりま

す。今日はどうぞよろしくお願いいたします。

先ほど、皆さんには岡崎の歩みを映像で見ていただいたわけでありますけれども、私たち

は市民の皆さんが安心で快適な生活を送ることができるように、また、岡崎市が一層魅力的

なまちになるように事業を進めているわけであります。今後も、このまちの魅力を高めて、

市民の皆さまにより満足していただけるサービスを提供していくためには、将来にわたっ

て安定した経営をしていくことが必要であると考えております。

幸いなことに、現在、岡崎を含むこの西三河地域の産業構造は本当に堅調になっています。

全国の市長会をやったときに、いろいろとわれわれの地元のことを紹介するんですけれど

も、多くの都市が人口の減少と財政難で四苦八苦している中で、愛知県は本当にすごい所だ

と思っております。工業産品の出荷高で換算いたしますと、愛知県全体で 46 兆円、これは

全国で断突の１位であります。しかも、この 40年ほど、愛知県は１位をずっと続けており

ます。２位の神奈川県が 17 兆円、３位の大阪府が 16 兆 5,000 億円でありますから、いかに

愛知県がすごいかということでございます。

しかも、その中で驚くことに、この岡崎市とお隣の豊田市、安城市の三つの市だけで 18

兆円あるわけでありますから、言ってみれば、三河が１位で尾張が２位、神奈川県が３位、

こういう見方もできるわけであります。まさに、この地域は日本の産業の中枢圏であると思

いますし、ものづくりによってこの豊かな地域が支えられていることがわかります。

しかし、今やガソリンエンジンから電気自動車へと移り変わっていくわけでありまして、
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この豊かさの基幹であります自動車産業も変わっていくわけであります。先日、トヨタの株

主総会がありましたけれども、そこでも期せずして、社長の口からもそういった言葉が出た

わけであります。

私は、トヨタ系の下請け、関連の会社が多いこの岡崎のものづくりも、そうした時代の変

化に対応して、いかに体質改善をしていくか、それを公共でどうやって手助けしていくか、

それがそういった下請けの会社の生き残りの鍵を握ることになると思っておりますし、同

時に、この地域の繁栄の鍵を握っていると思うわけであります。

私たちは、これからも変わらず、こうしたものづくりに援助を続けてまいりますけれども、

岡崎には幸い、他の都市にはないもう一つの、大変大きな資産があるわけです。それは、岡

崎の独自の歴史的な文化資産と、川を中心とする美しい自然景観であります。現在、そうし

たものを生かした観光産業というものを、もう一つの経済の柱として育てるべく、『観光産

業都市』としての岡崎のまちづくりに力を込めているところであります。観光産業というの

は、必ずしも観光に携わっている人だけが豊かになるのではなくて、印刷業とか、食品関係

とか、さまざまに波及効果の大きい産業でありますので、特に力を入れているわけでありま

す。

そのための第一歩となりますのが、現在進めております乙川リバーフロント計画であり

ます。これは、東岡崎駅の北側を流れます乙川の河川敷や道路などを整備して、皆さんにこ

れまで以上に活用してもらうことによって、新しいにぎわいが生まれることを目指したも

のであります。公の機関である市役所と、それ以外の民間企業との協力によって実現する、

公民連携のプロジェクトであります。これまでに、岡崎公園から吹矢橋までの河川敷や堤防

道路、吹矢橋公園などの整備が終わりまして、多くの方に今、親しんでいただいております。

後ほどイメージ映像も見ていただきますけれども、今年度は、この乙川へ新たな橋、人道

橋を架けまして、そこから中央緑道、籠田公園までを結ぶセントラルアベニューの整備に取

り掛かってまいりたいと考えております。この整備は平成 31 年度の完成を目指しておりま

して、これまでどおり夏祭りのイベント会場として使用できまして、市民の皆さんが日常的

に気持ちよくくつろぐことができる場所として整備してまいります。

さらに、このエリアには、岡崎の地場産業であります石製品の職人さんたちにつくってい

ただきました徳川四天王、本田平八郎忠勝、井伊直政、酒井忠次、榊原康政の石像も配置し

てまいりたいと考えております。既にこの石像は完成しておりまして、現在、矢作にありま

す石工団地に置いてあるわけです。

この乙川リバーフロント計画は、公園や道路を整備することだけが目的ではなくて、つく

り上げた空間、施設を使って、いかにこのまちににぎわいを生み出していくか、このことが

一番のポイントであるわけです。籠田公園におきましては、キッチンカーを乗り入れて飲食

物の販売ができたり、電気を使う機材が設置できるようなルールづくりと環境の整備を市

のほうで行いまして、そこを使って、民間の方にさらに独自のアイデアを出していただいて、

イベントや商売をして稼いでいただきたい、このように考えております。
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こうした考えから、歩行者天国の開催やシェアサイクルの配置といった社会実験の実施、

乙川の河川空間を活用した『おとがワンダーランド』や、３万個のＬＥＤボールによります

『岡崎泰平の祈り』といったイベントなど、民間の方からもご協力をいただきまして、今や

っているところでございます。

また、東岡崎駅周辺におきましては、平成 31年度の完成を目指して、ペデストリアンデ

ッキと呼ばれる歩行者専用の通路を建設してまいります。先日、テレビで見られたかと思い

ますけれども、道路に橋桁が架かったところでございます。このペデストリアンデッキには、

市民の皆さまからの寄付によってつくられます、松平元康から徳川家康へと改名した 25歳

当時の若き日の家康公のブロンズ製の騎馬像を、木々の緑と乙川を背景とした場所に設置

することにしております。

世間では、とかく『タヌキおやじ』のイメージが強くて、私たちはＮＨＫの大河ドラマを

見ておって、いつも出てくるのが悪賢い徳川家康というイメージでありまして、苦笑いをし

て見ておるわけですけれども、実際は、困難な戦国時代を戦い抜いて、歴史上まれな 300 年

近い平和な世の中をつくって、しかも、日本人の文化だとかいろいろな生活習慣のシステム

なども、この江戸時代にその基ができたわけですから、大変素晴らしい人だと思っておりま

す。今回、これを機会に、家康公を志のある若武者のイメージということで、この岡崎市は

ＰＲしていきたい、このように考えております。

そして、ペデストリアンデッキから続きます東岡崎駅の北東エリア、北東街区と呼んでお

りますけれども、ここにも、乙川を望む絶好のロケーションを生かして、今岡崎に不足して

いるといわれます９階建てのホテルをはじめとしまして、カフェやレストラン、観光物産や

食品を扱う店舗を備えた複合施設の進出が決まっております。この春から、平成 31年度の

完成に向けて工事も始まっております。これから岡崎の玄関口である東岡崎駅周辺が新た

な岡崎の名所となり、さらに快適で魅力的な場所として大きく変わってまいりますので、ぜ

ひご期待いただきたいと思います。

さらに、乙川リバーフロント地区の整備に続く取り組みといたしまして、徳川家康公をは

じめとして、岡崎市に数多く存在する歴史的な文化資産を生かした歴史まちづくりを進め

ているところであります。岡崎市には、国の文化財指定になっております建造物が、なんと

13 ありまして、これは名古屋と同じ数であります。意外とこれが市民に知られていないと

いうのが残念だと思っておりますけれども、これから、そうしたこともしっかりと市民に啓

蒙し、アピールしていきたいと思っています。

そして、やはりその中心となりますのは岡崎公園であります。これからは、家康公が生ま

れた城にふさわしい史跡として再整備してまいりたいと思っております。もちろん、かつて

岡崎城のあった城郭の中にはまちができちゃっておりまして、道路も通っております。です

から、昔と同じ形に再現することはできませんけれども、城門とか、できる所は昔のように

再現していきたいと思っておりますし、お城がここまであったんだよ、こういうことが目で

見てわかるように表示してまいりたいと考えております。
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これまで、乙川の河川敷や岡崎公園内でさまざまな発掘調査も行ってまいりましたけれ

ども、随時行いました現地での説明会におきましては、市の内外を問わず、多くの方にお越

しいただいておりまして、特に女性の方が多いのに本当に驚いたわけでありますけれども、

あらためて近年のお城のブームとともに、歴史ある岡崎城跡の持つ魅力を、私たちも再認識

したところであります。

こうした、公園内にあります戦国時代から江戸時代にかけてのお堀とか石垣というもの

は、専門家が見ても大変歴史的な価値が高いものでありまして、岡崎城の最大の売り物であ

ると思っております。また同時に、城跡内には 216 面もの石垣があるわけですが、これもち

ゃんと調査をいたしまして、この調査結果を基に『石垣めぐりマップ』というものを作りま

して、この５月から皆さまに配布しておりますので、多くの方にこの石垣を見ていただきま

して、昔のお城の姿を想像して楽しんでいただきたい、こういうふうに考えております。

なお、今、名古屋城が木造で造ることについてさまざまな意見が出てもめておりますけれ

ども、遠からず岡崎城も、あと 10 年、15 年もすれば、同じように、どうするかということ

を考えなければならない時期がまいります。岡崎城を改築して使っていくか、それとも建て

替えるのか、はたまた木造でやるのか、鉄筋コンクリートで新築するのか、こういう問題を

考えるときが来ます。これは多分、皆さまがたが担っていかなければならない問題になると

思います。

私も、それまでに可能な限り正しい資料を集めておきたいと思っておりますけれども、ど

うしていくかということは、皆さんも一緒になって考えていただきたいと思います。

いずれにいたしましても、私の代においては基金の準備、お城を造るというのは大変お金

がかかりますので、その準備ぐらいは私の時代で調えていきたいと思っております。

そして、先ほども少しお話をしましたけれども、観光産業に欠かすことのできない要素が

三つあるわけですけれども、まずはおいしい食べ物、面白いお土産、岡崎に行ったら何を食

べよう、岡崎に行ったら何を買っていこう、こういって皆さんにイメージしていただけるも

のを持たなければ駄目だと思っておりますし、最後には、岡崎に行くとこんないいことがあ

ったなど、岡崎独自のサービスを考えていかなくてはならないと思っております。

特においしい食べ物は重要でありまして、皆さんも、もし、こういったものをやったらど

うだといういいアイデアがありましたら教えていただきたいと思います。ご存じの生徒さ

んも多いかと思いますけれども、地理的表示ブランド、いわゆるＧＩ問題が昨今のマスコミ

を大変にぎわせております八丁味噌をはじめといたしまして、駒立のブドウでありますと

か、最近、六ツ美地区ではイチゴの栽培が大変盛んになってきております。そのイチゴを使

ったイチゴ狩りでありますとか、藤川のむらさき麦など、こうした岡崎ならではの名産を生

かしたご当地の食べ物を活用した製品で、多くの方にご満足していただきたいと思ってお

ります。

そして、市の東部エリアにおきましては、県内初のアウトレットモールの進出が計画され

ております。これは民間の事業でありますけれども、そしてまた、完成までには用地転用と
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いって、土地の使い方を変えるために国や県に許可を取らなきゃなりませんので、少し時間

がかかりますけれども、この事業がもし実現すれば、愛知県内では初の施設となりますし、

市の内外から多くの皆さんに岡崎を訪れていただけると期待しております。

そして、何よりも地元にとってありがたいことは、この施設ができますと、2,000 人規模

の新しい働き口が生まれるわけでありまして、そういうことも期待しております。岡崎市に

とりまして、これまでの東部だけではなくて、額田地区も含めて大変大きなインパクトのあ

る事業になりますので、これに積極的に対応していきたいと思っております。

この他にも、先ほど見ていただきましたけども、既に市民会館の再生も実現しております

し、こども発達センター、額田の『こもれびかん』、ＪＲ岡崎駅前の再開発事業が完了いた

しまして、平成 32年度に向けて、新総合病院、龍北運動場の整備、そして、先ほどのリバ

ーフロント計画も進んでおるわけであります。

以上、岡崎市が現在取り組んでおりますまちづくりの一端をご紹介しましたけれども、こ

うしたものの究極の目的は、私は常々口癖のように言っておりますけれども、岡崎の子ども

たちが、自分たちのふるさとに対してこれまで以上に大きな愛情と誇りが持てる、そんな

『夢のある新しい岡崎』を築き上げることであります。

次の時代を担う皆さんには、この市民対話集会をきっかけして、岡崎市が今、どんなこと

に取り組んでいるのか、そのことにより興味を持っていただきまして、将来どんなまちにし

ていきたいか、改めて考えていただきたいと思っております。皆さんと一緒に、岡崎をより

良いまちにしていきたいと思っております。

それでは最後に、人道橋から籠田公園に続くセントラルアベニューと、東岡崎駅前周辺の

完成のイメージを、映像でご覧いただきたいと思います。

市長－ 皆さん、いかがだったでしょうか。今の岡崎は、来年にはご覧いただきました映像

にように、その方向に向かって移り変わっておりますので、期待していただきたいと思いま

す。

また、この人道橋もセントラルアベニューも、今呼んでいるのは仮の名前でありまして、

これからよりふさわしい名前にしたいと思っておりまして、この８月には公募をいたしま

すので、ぜひ皆さんからもすてきな名前を提案していただきたいと思っております。今日は

本当にありがとうございました。

司会－ それでは、これからは意見交換の時間にさせていただきたいと思います。

総合政策部長－ 今、市長から『観光産業都市』という、市長の一番の目玉の政策について、

主にお話をさせていただきました。もちろん、それに関するものでも結構ですし、全然違う

お話でも結構です。特に、皆さんは選挙権を付与されたり、18 歳成人という、なかなか激

動のときの若い人たちですので、どんな質問でも気軽に聞いていただければと思います。こ
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れはあくまで対話集会ですので。いかがでしょう。

生徒Ａ－ 僕が調べたところ、ここ最近のことなので実際に市長はご存じだと思うんです

けれども、乙川リバーフロント計画そのものが、20 年前に書かれた中根鎭夫元市長の『よ

もやま日記』に言及されておりまして、そこから引用すると、まちが発展する上では、駅前

空間を確保する必要があるが、それを指摘された所は商店街が駅前まであり、実際に東岡崎

駅から川までの距離は狭いですし、後ろは山なので、これ以上を大きくしようと思ってもス

ペースに無理があった。

その結果として、さっきあったようなちょっと変わった構造のスペースのある橋を建て

て、下を車が通れるようにしようという計画があったと思うんですけど、今現在、ちゃんと

ＱＵＲＵＷＡのほうにも投資を呼び掛けることはあったんで、完全に一致はしないと思う

んですけど、商店街に人を呼ぶことを目的とした人道橋ということがあったんですが、今、

商店街って、言っちゃ悪いですけどほとんど滅びかけています。

そうなっちゃうと、ますます、今、商店街で残っている店、大体が生活に必要な生鮮食品

とかを売ったりする店や、あと服屋さんで、岡崎市民としてはありがたいかもしれないです

けど、実際に観光客を呼ぶ上では、だいぶ物足りないと思います。実際、今現在整備されて

いるランニングロードだとかプロムナードを通ってきましたが、僕が見てるのは基本的に

平日の昼間だとか、夏休みの暑いときの休日とかなので、何とも言えないところではあるの

ですが、サラリーマンとか学生しかいないわけでして。実際に、少しでも観光客を呼ぶ気が

あるんだったら、そういった場所にも観光客は行くようになりますし、あと実際、ＱＵＲＵ

ＷＡのほうで新しくできたカフェなども紹介されたと思うんですけど、そういったカフェ

とかに足を運んでみたところで、そこには地元のおじいちゃん、おばあちゃんがたくさんい

て盛り上がってるだけで、観光客は誰一人もいないんですよ。

なので、そもそも人を呼ぶために商店街の魅力が足りない。岡崎城などといった施設自体

は僕自身もすごい魅力的で、岡崎城には最低でも月１回は行きますし、お寺にも何度か行っ

たりもしてるんで、それはわかるんですけど、結局、それをやった場合にどこに足を運ぶか

といったら、実際そういった場所だけで、岡崎のまちの中には来ずに、行くとしても、岡崎

に散らばった有名なカフェだとかレストランとかになってしまうので、その点に関して、実

際、魅力が欠けているということに対してどうですか。

市長－ まず、よく勉強してみえて感心しました。僕も高校の頃、結構生意気なことで先生

にかみついておった一人ですので、何を言われても怒りませんので、どうぞ、お話をしてい

ただきたいと思います。

今言われたことは、まず、僕たちがこのリバーフロント計画を始めるにあたって、基本的

に思ってたことなんです。中心市街地というのは、僕らが子どもの頃は本当にもっと人が多

い、しかも、季節ごとにさまざまイベントがあって楽しい所でした。ちょうど今時分になる
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と、毎晩、ザリガニだとか金魚すくいだとか風船釣りとか、古い話ですけど、花火屋さんが

露店を出したりして、本当に面白い所で。僕は康生生まれの康生育ちですので、そういうも

のを見て育った人間です。

それから、今だいぶ変わってきましたけど、乙川も今みたいに子どもが入れない川ではな

くて、昔は本当に遊び場の一つでありました。貸しボート屋もありましたしね。そういった、

かつての市民が楽しめる空間というものをもう一度再構築したい、そういう思いでこれを

始めたわけであります。

それから、さっき、中根元市長のことをよく調べてきたなと思ったんですけど、中根元市

長だけではなくて、今から５代ぐらい前の市長さんから、この岡崎の歴史的な資産、そして

自然景観を生かしたまちづくりをやっていきたいということは、ずっと、代々言われてるん

ですよ。

ところが、それまでの市長さんは、市民病院を造らなきゃいけなかったり、市民会館を造

らなきゃいけなかったり、社会的なもので造っていかなきゃならないものがいっぱいあっ

て、それをやってる中でそこまで手を伸ばすことができなかったんです。ちょうど僕の代に

なって、さまざまな社会的インフラが整ってきて、しかも今、経済がうまくいっているので、

ようやくそうした観光サイドに向けて手が出せる段階に来たところです。

今あなたが言われたことは、僕らも重々考えています。しかも、物を作っただけではなく

て、最初に言ったように、その空間を使っていかににぎわいを取り戻していくかっていうこ

とが一番重要だと思ってまして、人道橋も、中心街に人が歩いていくためだけの橋じゃない

んです。最初の頃はいじめられましたけど、人が通るだけの橋じゃないです。あの橋の上を

使って、空間を使って、さまざまなイベントをやっていただけます。催しをやっていただけ

ます。そういうことのできる橋にしていきたいと思ってます。そして、既に今、それをさま

ざまな民間の団体にお話しして、いろんな提案をいただいてます。これから、そういったも

のを人道橋でやっていきたいと思っております。

それから、康生のまちって言ったけど、最近歩いた？いろんな新しいお店が出てきてるよ。

それは若い人たちがやってるお店ですけど、そういったさまざまな試みが皆成功するとは

思いません。ですけど、そういったチャレンジをやってくれる人が集まってまちをつくって

いくのが大事だと思います。

このまちづくりをやっていく中で、全国でまちづくりをやってるさまざまな人のお話を

聞いたんですけど、大学の先生が僕にこういうことを言いました。まちづくりで一番大事な

のは、まちが変わっていくという雰囲気をつくること。そしてまた、実際にそういう人が出

てくる状況をつくっていくこと。そういう流れができると、放っておいても、そういう新し

いことをやりたいという人が、あのまちへ行けば面白いと思ってくれるし、何かできるとい

うことがわかると、どんどんそういう人たちが入ってくる。そういうふうになれば、まちは

自ずと変わってきます。

僕は、岡崎はそういう最初の段階に、今、取っ掛かりつつあると思っています。現実に、
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今ＪＲ岡崎駅前の再開発事業は一段落したところですけど、ああいう場所に今、いろんな話

も来ております。僕らは、それをまたさらにバックアップするようなことをこれからやって

いきたいと思っています。

それから、まちの中も、「歩いてください、歩いてください」って言ったって誰も歩かな

いと思います。東岡崎駅から降りて、中心市街地まで歩いて、それから、僕らは二十七曲り

を売っていきたいと思ってるんですけども、そういった中心市街地も歩いて岡崎城まで行

って帰って来るぐらいの距離、2.5 キロから、3キロはちょっとないと思いますけど、僕ら

が京都に行ったり、他の観光都市といわれている所に行くと、それぐらいの距離は知らず知

らずのうちに歩かされちゃってるんですよ。

なんでそんな距離が歩けるかというと、まちを歩いて面白いから、楽しいからなんですよ。

だから、そういう仕掛けをこれから考えていかないかんと思っております。これは公共だけ

じゃできません。民間の皆さまがたのアイデア、それとご協力。そういったものと共同して

やっていきたいと思っております。見ておってください、やりますから。

司会－ よろしかったですか。じゃあ、その他にも何かご意見がありましたら、皆さんどう

ぞ。お願いします。

生徒Ｂ－ 二つほどありまして。私、安城市民なので、あまり岡崎のことをよく知らなくて。

岡崎の名所とか有名なものでしたら、八丁味噌と徳川家康と岡崎城ぐらいしか思い浮かば

なくて、そういうところでアピールがちょっと足りないかなと思って。ジャズのまちってい

うのも、東岡崎駅に行ったら垂れ幕とかが下がってるぐらいで、イベントがあるっていうこ

とを知らなくて、アピール力っていうところに欠けてるのかなって思いました。

あと、ちょっと関係あるかわからないですけど、インターネットでの発信が一番いいと自

分は思うので、今だったら若い人でも、インスタグラムとかツイッターっていうのをやって

いて、そういうところで、多分、名古屋だと思うんですけど、漫画っていう分野でわかりや

すく伝えてて。文字を羅列されても、最近の若い人たちはあまり見ないけど、４コマ漫画と

かだったら見やすいし、映像っていうか、絵としても記憶に残りやすい。面白かったら、若

い人たちがどんどん発信してくれるっていうメリットがあるので、漫画限定じゃないとは

思うんですけど、そういう若い人に発信してもらえるようなアピールができたらいいんじ

ゃないかなと思いました。

司会－ ありがとうございました。じゃあ、市長、お願いします。

市長－ ありがとうございます。まさに私たちが今一番、心掛けておるところ、これからや

らなきゃいけないなと思ってるところ、ＰＲ不足です。お役所っていうのは、岡崎市だけじ

ゃなくても、一生懸命仕事やってるんですよ。だけど、仕事はやってるけど、こういう人た
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ちっていうのは勉強ばっかりしっかりやって、今の執行部に就いてるわけで、頭が固い。正

直言って。

やっぱり、役所の仕事というのは普通の商売とは違って、手順をきちんと法律に則って進

めていって、計画どおりにものごとをやって、そこまでやるとおしまいというところがあっ

て、これが一番僕らの反省せないかんところだと思ってます。

僕がいつも口を酸っぱくして言っとることは、もっと仕事をやることに対して情熱を持

って、商売っ気を持ってやってほしいと。今やってることはやって、そこまでできたらおし

まいじゃなくて、それをさらにアピールしていく必要があるって言ってるんだけど、あなた

が言われたとおり、そこが不足してると思います。

ただ、僕たちも何もやってないわけではなくて、字が多いっていう、先ほども批判があっ

たけど、僕、この６年間、ブログずっと書き続けてたんですよ。自分でもよく続いたと呆れ

てますけど。それはともかく、それ以外にも映像でアピールしたいということで、『東海オ

ンエア』っていうユーチューバー、そういう、僕らの手の届かん所で活動をやってる人たち

にお願いして、岡崎の観光のＰＲの役を担っていただくことになってますし、さまざまなこ

とをやってます。だけど、やっぱりジェネレーションギャップというのはいかんともしがた

くて、いい方法があったらまた教えてください。あなたたちが提案していただいたものの中

でできそうなことは、なるべくやっていきたいと思ってます。だけど、一応努力しておりま

すので、それだけはわかってください。お願いします。

総合政策部長－ 今、岡崎市でもそういったことが足りないということで、実はちょうど、

今この座をつくっております広報課という部署に、『シティプロモーション推進係』という

係をつくりました。あなたが言われたとおり、もっと若い人たちに、ＳＮＳですとか、そう

いったものを使ってやっていかなければいけない。今、市長も言われたように、その中でも

カリスマ性のあるユーチューバーというか、そういう人を使ったり、いろいろやってるんで

すけど、まだまだ足りないと思ってまして。あなたのように、岡崎に住んでなくても、岡崎

にちょっと興味を持ってもらえるとか、これから岡崎を知りたいなという人がいれば、そう

いった若い人をどんどん取り入れて、そうした方の感性とか考え方、そういったものも使っ

て、あとプラス、市長さんが言われた商売っ気をもっとアピールしていきたいと思っており

ます。ありがとうございました。

市長－ すみません、１個言い忘れました。職員が頑張ってることも言わないかんと思うん

ですけど、これは、岡崎市がお金を出してやってるんじゃないんです。職員が自分たちでお

金を出してるんだよ。職員が自主的にお金を出して、今、康生のまちの中の一画でお店を借

りて、そこで毎日若い人たちが集まって、いろんな討論をやったり、それから、空いてるお

店をどういうふうに使ったらいいかっていうことの相談に乗ったり、さまざまな活動をや

ってます。
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これ、僕が頼んでやってもらってるんじゃないんです。自主的に若い職員が始めてます。

こういう流れが出てきたことは大変うれしく思っております。だから、役所の中にはそうい

った人たちがいますので、また近くを通ったら寄ってみてください。

司会－ よろしかったでしょうか。その他にご意見、ご質問がありましたらお願いします。

生徒Ｃ－ インタビュー記事を見させていただいて、その中に将来 50万人都市を目指すと

書いてあったんですが、その理由とデメリットを教えてください。

司会－ 市長、よろしくお願いします。

内田－ ありがとうございます。なんで 50万人かということは、別にいいかげんに言った

わけじゃなくて、本当にありがたいことに、この地域は全国でもまれな人口増加、それから、

経済的にも年々景気が良くなっている場所なんですよ。今、岡崎市は人口が 38万 7千人ほ

ど。これが、このままあと 10年ぐらいは微増ですが伸びていきまして、42～43 万人ぐらい

が限界だろうと、今いわれています。

それからあとは漸減してくるといわれてるんですけども、僕は岡崎の持っている面積的

なキャパシティー、それから産業能力、これからの発展性ということを考えたときに、50万

人ぐらいまでは伸びていけるだろうと思っています。

なんで 50 万人という数字を出したかといえば、まず、そのぐらいの人間が住むだけのス

ペースがあるということ、それから、これからの発展性ということを考えたときに、そのく

らいはいけるだろうと今言いましたけど、それともう一つは、そのくらいの人口がないと、

いろんな仕事をやっていくための財政能力が保てない。だから 50万人ぐらいが適当であろ

うと。

もう一つは、最初に『顔の見える民主主義』ということを僕は言いましたけど、僕みたい

なもの好きなことをやっている市長さん、多分、全国であまりいないと思います。市長に就

任してから市民対話集会を 50何回やってます。市民対話集会っていうのは、皆さんみたい

な素直な人ばかりじゃなくて、明らかにその会を混乱させようとしてきたかと思うような

人もいましたしね。そんな人とは喧嘩もしますし、そういうのを重ねながらここまで来てま

す。

それから、それ以外でも、ロータリークラブとか、ライオンズクラブ、老人クラブ、婦人

会、呼ばれればどこでも行ってます。それで、今と同じように映像を見せて、お話をして、

その後、自由討論でどんな質問でも受けます。そういうのを 300 回以上やってきてるんで

す。こんな市長はまずいないと思います。

だけど、これをやるのはものすごい手間です。僕も大変しんどいし、この準備をするお役

人はもっと大変だと思います。でも、それをやっていても、最初に言った、役所が勝手に政
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策を決めて、何だか知らんうちにまちの仕事ができてと、そういう悪口はなくなりません。

これだけやっても、もっと市民の声を聞けという人たちはいますから。

だけど、そういう努力をしていく必要はあるだろうと。そして、そういった『顔の見える

民主主義』をやっていける限界というのは、僕はやっぱり 50 万人ぐらいだと。それをやっ

ていく市長やお役人はものすごい大変だけど、そういった努力ができるのは、まず 50 万人

ぐらいだろうと思います。それ以上の 100 万都市、200 万都市になってきちゃったら、もう

できない。

僕の嫌いな、僕は『大衆先導型政治』って言ってますけど、今、東京や大阪で流行ってい

る、本当にできるかどうかわからないけども耳障りのいい政策をやたらと言って、その検証

が十分にできんうちに１週間や 10日の選挙で終わっちゃって、そのときにセンスのいい服

を着て、かっこいいスタイルで出てきたら一言忘れちゃったり。ああいうばかな選挙じゃな

くて、もっときちんと話し合いのできた、皆さんに時間をいただいて議論できた中で政策論

議ができて進んでいく政治をやっていきたいと思うんです。

そのためには、やっぱり人口 50万人ぐらいがいいんじゃないかなと。やたら人口が増え

るだけがいいわけではないということで 50万人という数字を出してます。そういうことで

す。

司会－ よろしかったでしょうか。どうでしょう。他に意見のある方、挙手のほう、よろし

くお願いします。

生徒Ｄ－ くらがり渓谷とかホタル学校ってあるじゃないですか。東岡崎駅からそこまで

って結構遠いじゃないですか。そういったところの交通とかを考えると、この辺りのＰＲと

か集客力みたいなものはどうなると思いますか。

司会－ お願いします。

市長－ ありがとうございます。僕がしゃべりたいことを先に先に皆さん指摘していただ

いて、本当に感謝しております。岡崎のこれからを考えたときに、本当に考えていかにゃい

かんのは、市域の 60％がいわゆる中山間地、額田みたいな山の中だということなんですよ。

町村合併した結果、岡崎には市街地だけじゃなくて、市街地は人口が伸びてますし、産業も

発展してきてますけれども、そういった中山間地はどんどん人口が減っています。それから、

人口が減るからバスも通らなくなってきたりして、大変不便になってきております。

そこをどうやって活性化していくかというのが、これからの岡崎のまちづくりの中でも

大きなテーマになってきます。これは誰が市長になっても、避けて通ることはできないと思

っています。

それで、今、僕たちが考えていることの中で、同じようなことをやろうとしても無理だと



12

思います。僕は額田の人と話をするときによく言うんですけど、「あんたたち、人が減っち

ゃう減っちゃうっていって大騒ぎしとるけれども、自分たちの子どもすら戻って来ないじ

ゃないか。そんな所に人に住めっていったって、なかなか難しいよ」と。人が住むにはコン

ビニぐらいあるような状況をつくらないと駄目。街で生活してた人が、今度、山の中で生活

するっていうのは、よっぽどそういう趣味がある人以外は難しいよってことを言ってるん

です。僕らは地元に住んでるから意外と気が付かないけれども、岡崎の持っている中山間地

の資産っていうのは、素晴らしい価値があると思います。

僕たちが休暇を取って、例えば軽井沢とか蓼科みたいな所に行きたいと思っても、そんな

に簡単に行けないじゃないですか。お金もかかるし、時間もそんなにたくさん取れない。と

ころが、この岡崎の中山間地というのは、そういったものを開発できるだけの素材があるわ

け。僕らは気が付いてないけど、東京や関東圏からここにサイクリングに来る人が結構いる

んですよ。それで、額田のほうをずっと自転車で回ってきて、たまたま知り合った人ですけ

ど、「岡崎の山っていうのは本当に素晴らしいですね。あれにもっと力を入れたほうがいい

ですよ」と僕に言われた人がいました。

実際に、僕も山のほうへ行くとき、また、ヘリコプターで飛ぶときに、どこかいい場所が

ないかということをいつも考えておるんですけど、この額田というのは、岡崎の中心市街地

から車でわずか 40分ぐらいで行ける距離にあるんですよ。ですから、これを上手に、市民

が使える山間リゾートとして開発していけば、ものすごい利用価値があると思います。それ

も、単一のものではなくて、中にはキャンプがやりたいという人もいるし、バンガローに住

みたいという人もいるし、年を取っちゃってそんなのも面倒くさい、食事が付いていたほう

がいいという人もいると思います。

それから、岡崎には意外にも、自動車をキャンピングカーなんかに改造する力を持った工

場がたくさんありまして、そういう人たちにとってはメッカの一つだそうです。そういう車

を造っている所も結構あるんですけど、そういった車を持っている人たちが額田のほうに

行って、お金をある程度払えば、水道と電気だけつなげばキャンピングカーで生活できるわ

けですよ。そういう形になれば、私たちが旅行に行くと２日か３日で帰って来ちゃうことが

多いんだけども、岡崎市で１週間や 10日、家族で生活していただけるような空間ができる

と思うんです。そういう多様な受け皿を作ることによって、市民の皆さまに楽しんでいただ

けると思います。

これを推進していくのには、基金をつくって事業を始めたいと思ってますけども、会員に

なっていただいた市民の皆さんにはちょっと割安料金で使っていただいて、もちろん、市の

外の方にも使っていただける施設としてやっていけたらいいなと、今考えております。これ

はまだ僕が考えているだけで、実現段階に入っておりませんけども、それぐらいの可能性を

持ったのが岡崎の中山間地だと思っております。現実に行ってみると、素晴らしい場所がい

っぱいあります。そんなことを考えております。

それから、さっき言っていただいたようなくらがり渓谷とか、民間がやっている施設でも
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いろんな魅力的なものがありますよね。これらを上手にアピールしていきたいと思ってお

ります。

総合政策部長－ バスのようなことにも触れられましたけど、１時間当たり４本も５本も

というわけにはいきませんけども、１時間１本当たりの平均ですけども、一応、本宿からく

らがり渓谷に関しては、赤字を補填しながら、市と国でバスは確保しております。あと、市

民病院から、先ほどできたと言った額田センターという所にも足は確保しておりまして、こ

ういうバスを基幹バスと呼んでおりますけども、こういうバスを必ずエリアに走らせてお

ります。特に額田は高齢化も激しいものですから、そういった所には、まず大きいバスの線

を引いて、そこからは、それぞれの集落が山特有で尾根尾根で全部切れちゃってますので、

その尾根尾根でコミュニティーバスという形で、今、走らせておって、岡崎市の足を確保し

てると思います。

今、市長が言われましたけども、実は私、公共交通の部署も預かってまして、もしお望み

であればそちらのほうで、名前は雑いですけど、『バスの乗り方教室』ということで、公共

バスの、こういうふうに使った活性化もあるよとか、ヒヤリハットみたいなこともですけど

も、とにかく、公共交通を知っていただくという出前講座みたいなこともやっておりますの

で、もしよろしければ。学校からのご要望でも結構ですし、生徒会からのご要望でも結構で

すので、地域創成課という所で承っておりますので。

その中では、額田地域にバスで行こうよというような、ちょっとアピールなんかもやって

おりますので、もしかしたら今のご質問にもかなってくるのかなと。以上です。

司会－ よろしかったでしょうか。予定の時間にもなってまいりましたが、最後に何か、ど

うしても言いたいという方がおみえになれば。よろしいですか。お願いいたします。

生徒Ａ－ 先ほどご質問に答えていただいてありがとうございます。さっき、歩きたくなる

ようなまちづくりっていうお話がありましたが、僕自身、実際にそのことについて聞いてる

だけじゃ駄目なんで、考えておきたいんで、１回提案してもいいですか。

市長－ はい。

生徒Ａ－ 今、僕が考えてることとしては、アメリカのほうのシリコンバレーというのにち

ょっと感銘を受けまして。ああいったものって、違うものと違うものが合わさることによっ

て、新しいものを作るっていうことに発展していったと思うんです。世界中で行われている

んで、今さらやろうとしてもちょっと手遅れかなと思うんですけど、日本って伝統工芸、た

くさんあるじゃないですか。今、岡崎でも、例えば三河武士だとかＰＲしてフォローしては

いますけど、全国的には離れてて、それが一つに集まって何かを共同でやったりっていうこ
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とはあんまりないっていうことを思ってまして。

それと、割と知らない場所を歩くのが好きなんですけど、その辺を歩いていて、もともと

遊郭って呼ばれる場所は基本的に昔ながらの形を守っていて、古民家なんですけど、そうい

うのが点々としている所があるので、そういったものを借り上げて、伝統工芸に携わってい

る人で、岡崎に限らずに全国的な、北は北海道から南は沖縄までみたいな感じで、職人たち

を集めて、そういった場所を格安で提供することによって、伝統工芸の交流地点というか、

一大拠点をつくって、それによって、伝統工芸同士という今までにない組み合わせができる

ことによって新しいイノベーションも起こると思いますし、何より、今まで僕が知らないだ

けかもしれませんが、交流とは関係ない展示場はさておき、そういう観光の目玉がないって

いうのは、そういったいろんなものが見られる場所がつくれれば、それは岡崎だけになると

思いますので、観光資源としても大きなものなのではないかと思います。実際にそうやって

集まれれば、今のところは各地域の商品を一つ一つ生み出しているところを、岡崎のブラン

ドとして海外にＰＲすることもできて、その商品そのものの集客力というか、商品性自体も

高まりますし、１回ご検討をお願いします。

司会－ 市長、お願いします。

市長－ ちょっと話が戻っちゃいますけど、さっき、額田の山間リゾートということを言っ

たんだけど、なんでそういうことを言ったかというと、根拠がもう一つあり、これから、人

間が生活していく中で、人生を楽しむ生き方というか、そういうことがこれまで以上に強調

されてくると思うんですよ。ですから、皆さんが就職しても、僕らが就職した頃と比べると

１年間の休暇の時間はうんと増えておりますし、あまり長く働くなって、こういったことも

言われるような時代になってくると思うんですけども、そういった人たちが時間と余暇を

どうやって使っていくか。それから、高齢化社会になって、引退された方は今、やることが

ないんですよ。

だから、そういった人たちが時間をつぶすことができる場所ということで、公園整備をや

っていきたいと思ってますし、先ほどの山間リゾートなんかもその一つだと考えておりま

す。

それから、まちを歩くといってもいろんな歩き方があるわけで、最近、岡崎市が力を入れ

ておりますのは、『スマートウェルネスシティ』っていうヨーロッパで始まった考え方なん

ですけど、そのまちに住んでいて、自然にその中の風景を見ながら歩きたくなるようなまち

づくりをやっていく。その歩きたくなるようなまちづくりをやることによって、市民の皆さ

んが、これまで車を使ったり、いろんな公共交通機関を使っていたけど、歩いていろんな所

へ行ってくれるような習慣になってくることによって、元気になる、健康になる。そのこと

によって医療費も削減できるっていうので、そんなふうに全てうまくいくとは限りません

けども、そういった運動がヨーロッパの幾つかの大きなまちから始まって、今、日本国内で
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も始まってるんですよ。

岡崎市も去年の９月からそれに参画して、そういうまちづくりを進めてきております。現

実に、乙川リバーフロント計画の景観づくりもその一環としてやっとるんですけども、今年

の３月に実際に僕は知ってる人から言われたんですけど、去年の４月に引退してやること

がなくて、毎朝、奥さんと一緒に、竜美丘に住んでる方なんですけど、ずっと乙川まで歩い

て下りてきて、乙川の河川敷の景色を見ながら２人で歩いてお城まで行って、康生の喫茶店

に入って毎日モーニングサービスを食べて帰ってくると。

何気なく始めたことだけど、毎日同じコースを歩いてるから、奥さんと一緒に景色を見な

がらいろんなことをしゃべるようになったと。これまで、働いてるときはあんまり奥さんと

話すことがなかったんだけど、共通の話題ができてきて、それから、毎日歩いてるから大変

体の調子が良くなった。夫婦関係も良くなってありがたいといってお礼を言われたんだけ

ども、その人たちも別に考えて始めたのではないわけ。だけど毎日、それが習慣性になるぐ

らいの楽しさを見つけるようになったわけ。そういう楽しさを見つけられるまちづくりを

やっていきたいなと思って、今、いろんなことをやってます。

まだやり始めたばかりでできてないもので、いろいろ叱られますけども、これから間違い

なく変わっていきますから、見とっていただきたいと思います。

それから、こういったことをやるとどうかというのは、もう少し具体的なことを言ってい

ただけると僕らも検討できますので、よろしくお願いします。

総合政策部長－ 先ほどの伝統工芸について、オンリーワンかメッカのようなものってい

うのは確かに集客力があると思いますから、面白い意見だと思います。今、市長さんから『ス

マートウェルネスシティ』、これ、『健やか』に『幸』と書いて『健幸都市』というのを目指

してるんですけども、その中で今、歩くというキーワードが出ましたけども、実は去年の 10

月に康生のほうで、道路をまるっきりの広場にしたり、それから駐車場も。要は、そういう

社会実験という形で、簡単に言うと、昭和で造った街並みを、道路は本当に道路が一番いい

んだろうかと。今市長さんが言われたけども、道路は車が中心になっちゃうんで、だったら

道路をやめてそこを歩道にしちゃおう、もしくは広場にしちゃおうと。もし、それで人間が

健やかに暮らせるんだったら、そのまちのほうが、多分いいんだよね。

それが、今、ヨーロッパで盛んに行われてるのは、ヨーロッパの中心市街地では車を完全

にロックアウトして、はじき出しちゃって、全て歩きましょうと。それが今の日本にも徐々

に浸透してきている。

実は今年の秋に、今度は康生通の辺りで、あそこを一つの広場というか、歩行者天国とい

う言葉のほうがわかりやすいかもしれませんけど、それをやって、要は、本当にあそこを道

路として使うのがいいのか、またそういう実験をしますので、できましたら参加していただ

いて、そのときには必ずアンケートとかいろんな意見を伺うシステムにしますので。市民の

方であれば市政だよりに、恐らく９月、10 月ぐらいに載りますので、また見ておいていた
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だきたいです。もしくは、インターネットで『ＱＵＲＵＷＡ社会実験』とか、カタカナでも

アルファベットでも検索していただければ。そういったことをやってます。

それをやっておる意味というのは、今、言いましたように、大正・昭和で造ったまちを、

あなたがた平成で生まれたかたが暮らしやすいように変えていけばいい。先ほど市長さん

が言いましたけども、岡崎城の周辺って、本当はもっと広かったんですよね。ところが、今

はどうなっているかというと、人が住み、道路になっています。国道１号線も通ってます。

結局、お城を人が暮らしやすいように変えたわけですよね。

ですから、同じように、今度は道路も、道路よりも広場がいいなら広場に変えていけばい

いし、そういったのが、これからの皆さんの将来に向かっての挑戦かなと思っています。す

みません、ちょっと補足しました。

市長－ それから、僕たちばっかりしゃべっとったら、手前みそでしゃべっとるのかと言わ

れちゃうかもしれないけど、まだ事業が始まったばっかりで完成してないので、いろんなこ

とを言われちゃってますけど、僕たちがやってる計画というのは、本当にコンセプトが良く

て有効性があるということは、よその人たちから、専門家から随分認められてまして、大学

の先生がたや専門にまちづくりをやってる人たちからお褒めの言葉をいただいてますし、

この３月に、国から地方再生モデル都市というのに岡崎市は指定されたの。

これに指定されたということは、ただそういう冠をもらっただけじゃなくて、いろんな再

生計画をやって、効果的なまちづくりをやっている所を指定して、さらには、ごほうびで財

政的な援助をしてくれるわけ。それに指定されたことによって、この１年間で、新しく国か

ら 12億円、岡崎市にいただけるわけ。これは、今言った中心市街地再開発の『ＱＵＲＵＷ

Ａ』事業に対して、これはいいアイデアだからだの、よそのまちのお手本になるのでもっと

しっかりやれということで、12 億円出してもらえる。

それからさらに、これは短期集中的にお金を援助してもらえる計画であって、この３年間

で僕たちがしっかりと実績を残して国にアピールができると、全体で 30 億円近いお金がい

ただけることになるわけ。そういうふうに評価もされておりますので、決して僕らが手前み

そで言ってるだけじゃないのは、ご理解いただきたいと思います。

それから、さっきの遊郭の跡だけど、かつての板屋町ね。国道１号線の 248 号線の南側辺

りなんだけども、そこは僕も知らないんだ。僕の生まれる前になくなっちゃったから。そう

いうまちだったんだけど、だいぶあの辺も家が建て替わっちゃって残ってない。昔の古い風

情が残ってるとすれば、八丁味噌蔵の南側の辺りが、まだ板塀の街並みが残ってます。そこ

は今、国のほうから補助金をもらって、そういう街並み保存計画でやってますし、それから

藤川のほうで、昔、藤川宿というのがありまして、その周りに古い家が残ってるんです。江

戸時代の家とかがね。そういったものを、今、改修して保存して残すようなこともやってお

ります。

それから、この近くでも、そこの坂道を上って下りた所に石原邸っていう古いうちがあり
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まして、僕も何年も通っていて全然気が付かなかったけど、大変貴重なものだそうでありま

して。これ、よそから来た人が見つけたんですよ。この建物、残したほうがいいぞっていう

ことでアドバイスしてくれたのね。それで、それを今、岡崎市の指定文化財としてお金をか

けて整備しております。そういったことを少しずつやっておりますので、また、ここがいい

よっていうのがあったら教えてください。

司会－ ありがとうございました。活発なご意見、いろいろとありがとうございました。予

定の時間もだいぶ過ぎてしまいまして、これをもって意見交換を終了したいと思います。そ

れでは、最後に市長より改めてごあいさつを申し上げます。

市長－ 今日は、お休みの日にこうしてわざわざ出てきていただきまして、本当にありがと

うございます。僕は若い人の意見をもっと聞きたいなということは前から思ってたんです

けど、最初に言いましたとおり、学校は学校のスケジュールで、年間、動いてますので、僕

らが強制的にやってくれということをなかなか言えません。皆さまがたにこうして集まっ

ていただければ、またどこでも行きますので、今日のこれが最初で最後じゃなくて、これを

きっかけに、もし、また皆さんが何かやるから来て話をしてくれということを言われれば、

何とか都合をつけて行きたいと思いますので、またよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

いずれにしましても、僕たちが今、いろんなことの準備をやってますけども、次の時代を

担っていくのは間違いなく皆さんですので、こうしたものをきっかけとして、社会に対して、

政治に対して興味を持っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございまし

た。

司会－ これをもちまして市民対話集会を終了いたします。ありがとうございました。

市長－ 今日は時間の都合であまり細かいところまで話ができなかったんですけども、各

政策についてはかなり細かいところまで僕のブログに書いてありますので、もし興味があ

ったら見ていただきたいと思います。それから、今日はみんなの前で恥ずかしくて発言がで

きなかった、でも、これは言いたかったということがありましたら、また手紙でもメールで

も結構でございますので、遠慮なく言ってください。


