
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30 年７月５日（木）14 時 15 分

場 所：岡崎高等学校 武道場

対 象：同校生徒 153 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－ 皆さん、こんにちは。今日は市民対話集会ということでお集まりいただきまして、

ありがとうございます。私は岡崎の北側にあります岡崎北高の卒業でありまして、あいにく

皆さんの先輩ではないんですけども、私の弟はＯＢであります。

これまで私は、「呼ばれればどこでも行きます」と言って、市民の皆さまに対しまして、

こういった市民対話集会をはじめとしまして、300 回以上、さまざまな講演会、政策説明会

を行っておりまして、私の目指す岡崎のまちづくりについての話をしてきたわけでありま

す。いわば、行政報告の出前であります。今日は、授業時間の中に収めてくれって言われて

おりますので、短縮バージョンでいきますけれども、よろしくお願いいたします。

よく、「知らないうちに議会で政治家が勝手に決めて行政が行われている」、こういうこと

を言われるかたがありますけれども、こういう人っていうのは、そもそも政治に関心がない

じゃないかと思います。といいますのは、議事録が公開されて、岡崎市の場合はテレビ中継

もなされておりますし、新聞、広報でさまざまな情報公開がなされている中で、そういった

ことを言われるっていうのは不勉強ではないかと、私はこういうふうに思っております。し

かし、多忙な現代社会にありまして、一般市民の皆さまがたに対して、われわれ行政の方か

ら、より理解を深める機会を設ける努力をすることが必要と考えておりまして、こうした取

り組みを行ってるわけであります。よそのまちでこんなことをやってる市長はあまりいな

いと自負しております。それは、私が目指しております『顔の見える民主主義』というもの

を実践するためであります。

今回、岡崎高校の皆さんとこうしてお話ができる機会がありましたことを、大変うれしく

思っております。皆さんはこの地域だけではなくて、日本や世界で活躍していただける人材

であると思っておりますので、どうぞ頑張ってください。それでは、今日はよろしくお願い

いたします。

先ほど皆さんには、岡崎市の歩みというもの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、さまざまな事業を進めておるわけであります。今後も

まちの魅力をさらに高めて、市民の皆さまに満足していただけるサービスというものを提

供していくためには、将来にわたって安定した経営、安定した財源が必要になるわけであり

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堅調であります。愛知県の

工業製品の出荷額は、昨年、46 兆円を超えておるわけでありまして、これは断突で日本一

であります。それも、ここ 40年ほど連続して日本一であるわけであります。しかも、２位

の神奈川県が 17 兆円ですから、ダブルスコア以上ですね。３位の大阪が 16 兆 5,000 億円

であります。

先般の全国市長会に出たときに、提出されてる資料を私、あらためて見てびっくりしたん

ですけども、岡崎市と豊田市と安城市の３市、三つのまちだけの工業産品の出荷高だけで 18

兆円あるわけでありまして、まさにこの地域が日本の産業中枢である、こういうふうにいっ
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て過言ではないというふうに思っております。このものづくりによって、この豊かな地域が

支えられているっていうのがわかるわけでありますけども、しかし、先日トヨタの株主総会

でも社長が言っておりましたように、世界は今やガソリンエンジンから電気自動車へと移

り変わっていきつつあるわけであります。トヨタ系の下請けや関連の会社が多いこの岡崎

地域のものづくりも、これからそうした時代の変化に対応した体質改善、これが将来の生き

残りの鍵になってくるんではないか、こういうふうに思っております。

私たちは、これからもこうしたものづくりに対しては変わらぬ支援を続けてまいります

けども、岡崎にはもう一つ、他のまちにはない大変大事な資産があるわけであります。それ

は、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ていきたい、こう

いうふうに考えまして、『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。そ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る乙川の河川敷や道路などを整備して、皆さんに活用して

いただくことによりまして、そこに新たなにぎわいが生まれるということを目指したもの

であります。公の機関であります市役所と、それ以外の民間企業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、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、多くのかたに親しんでいただいております。後

ほど、イメージ映像をもう一度見ていただきますけれども、今年度は乙川へ新たな橋、表層

が木調の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 700 メートルほどの

道、今、仮称で『セントラルアベニュー』というように呼んでおりますけれども、ここの整

備に取りかかってまいります。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の会場として利用でき、市民の皆さんが日常的に気持ちよく

くつろぐことのできる場所にしていきたいというふうに考えております。

さらに、このエリアには岡崎の地場産業であります石工業の職人の皆さまがたが、その力

と技を結集していただきまして、本多忠勝、井伊直政、榊原康政、酒井忠次という、いわゆ

る徳川四天王の石像を配備してまいります。これはもう完成しておるんですけれども、設置

するのにお金がかかりますので、現在、矢作の石工団地に仮置きしてあります。これは単な

る石の像というのではなくて、各武将のそれぞれ歴史的なエピソードを再現したものであ

ります。

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、作り

上げた空間を有効に使って、いかにこのまちににぎわいを取り戻していくか、それが一番の

ポイントであります。そのために、今後さまざまなソフト事業の展開がより重要になると思

います。あのディズニーランドは、あれだけの基本的なコンセプトを持っていながら、毎年

200 億円近い予算をかけてさまざまなソフト事業を展開しております。だから、あれだけ儲

かっとるわけですよね。私たちはそんなお金をソフト事業にかけることはできませんけれ
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ども、民間と協力してアイデアで勝負していきたい、こういうふうに考えております。これ

から岡崎市が公園の中にキッチンカーを乗り入れて飲食物が販売できたり、電源を使う機

材が設置できるようなルールづくりと環境整備をしていきますので、そこで民間のかたに

そうした施設を使っていただいて、独自のアイデアによってイベントや商売をして稼いで

いただきたい、このように思っております。

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、民間のかたの協力によってさまざまな活動を

展開してきたところであります。これらの事業は、国や県の協力もいただいております。

また、東岡崎駅周辺では、平成 31年度の完成を目指しまして、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。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作る、松平元康から徳川家康と改名した 25 歳当時の若い徳川家

康公のブロンズ製の騎馬像を、木の緑と乙川を背景に設置することにしております。ＮＨＫ

の大河ドラマなどでは、『タヌキおやじ』のイメージが描かれることが多いわけであります

けども、私たち岡崎の人間は、いつもあれを見て本当にいらいらしておるわけでございます。

これを機会に、何とか志ある若武者のイメージで徳川家康を売り出していきたい、こういう

ふ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く東岡崎駅の北東のエリアに、乙川を望む絶好のロ

ケーションを生かした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総合施設の進出が決まっておりまして、この春から平成 31年

度の完成に向けまして工事が始まったところであります。これから岡崎の玄関口でありま

す東岡崎駅周辺が、新たな岡崎の名所となりまして、さらに快適で魅力的な場所へと変わっ

てまいります。皆さまがたも、きっとそこの場所を通られると思いますので、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、岡崎市内には数多く歴史的な文化資産があるわけですけども、これを生かした歴史ま

ちづくりを進めているところであります。岡崎には名古屋と同じ 13もの国が文化財指定し

た建造物があるわけですけども、意外に市民のかたもそのことを認識してないんですね。で

すけども、その中心となりますのは、やはり岡崎公園であります。これからは家康公が誕生

した城にふさわしい史跡として、再整備を行ってまいりたいと考えております。

ことに、公園内に残る戦国時代から江戸時代にかけて築かれた堀や石垣は、極めて歴史的

価値の高いものでありまして、岡崎城の最大の売り物であるというふうに考えております。

これまで、乙川の河川敷や岡崎公園内で発掘調査を何度か行いましたけども、その度に現地

説明会を行いまして、市の内外から本当に多くのかたがお越しになりました。ことに、今日

と同じように女性のかたが多いのに驚いたところであります。あらためて近年のお城ブー

ムとともに、歴史ある岡崎城跡の持つ魅力を再認識したところであります。
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また、同時に城跡内に 216 面の石垣があるわけですけども、これも再調査いたしまして、

この調査結果をもとに『石垣めぐりマップ』というものを作成し、この５月から配布してお

りますので、多くのかたに石垣を見て、昔のお城はどんなふうだったのかな、こんなふうに

想像して楽しんでいただきたいと思っております。

なお、遠からず名古屋城と同じように岡崎城もお城をどうするのか、改築するのか、建て

替えるのか、はたまた木造で作るのか、鉄筋コンクリート造りでもう一回造るのか、こうい

った問題が出てまいります。私たちは、それまでに可能な限りの資料を集めておきますけれ

ども、どのように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。多分、あと 10 年か 15年すると、この問題を考えなければいけないときが来ると思

います。

そして、先ほど少しお話ししましたけれども、観光産業に欠かすことのできない要素とい

うのが、まずおいしい食べ物、それから面白いお土産、独自のサービス、この三つだと思っ

ております。特においしい食べ物というのは重要でありますので、これまでも民間のご協力

でさまざまに努力をしてきましたけれども、まだ決定打となるものができておりません。も

し何か良いアイデアがありましたら、ぜひ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の問

題におきまして注目されております八丁味噌をはじめとしまして、駒立のブドウや六ツ美

のいちご、藤川のむらさき麦など、ご当地の食べ物を活用した製品で多くのかたに満足して

いただきたいと、こんなふうに思っております。

そして、市の東部エリアでは、現在、県内初となりますアウトレットモールの進出が計画

されております。これは私たち公共がやるんではなくて民間の事業でありますけども、完成

には用地転用という国の許可を得なければなりませんので、まだ数年かかる見通しであり

ますけども、この事業がもし実現すれば、愛知県では初めての施設として、市の内外から多

くのお客さまに来ていただけると思いますし、また、一番ありがたいのは、これができるこ

とによって岡崎の東部、北部地域において、2,000 人規模の新たな働き口が生まれるわけで

ありまして、私たちも大変期待しているわけであります。市にとりましても、大きなインパ

クトのある事業でありますので、これからも積極的に対応していきたいと思っております。

また、この他にも、既に市民会館の再生も実現しておりますし、子ども発達センターも完

成いたしました。額田の『こもれびかん』、ＪＲ岡崎駅前の再開発事業もほぼ完成の域に達

しております。平成 32年度に向けて、新総合病院と龍北運動場の整備も進んでおりますし、

また、大変要望の多い家族で楽しめる市民プールも、さまざまな形で、どうしていくかとい

うことを今、考えております。

以上、岡崎市が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。これらの究極の

目的というのは、岡崎にいる子どもたちが、自ら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』をつくっていきたいということであ

ります。次の時代を担います皆さまがたには、この市民対話集会というのを一つのきっかけ
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としていただきまして、現在、岡崎市がどのようなことに取り組んでいるか、そのことに興

味を持っていただきまして、将来、皆さんがどんなまちにしていきたいか、このことをそれ

ぞれ、あらためて考えていただければと思っております。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、東岡崎駅周辺の完

成のイメージを、もう一度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。この人道橋もセントラルアベニューも、今は仮

の名前でありまして、これからこの施設にふさわしい名前を皆さんに考えていただければ

と思いまして、この８月頃に名称の募集をいたしますので、ぜひすてきな名前を考えて提案

していただけたらと思っております。ご清聴ありがとうございました。

司会－ それでは、ここから意見交換を始めたいと思います。ご意見、ご質問等ありました

ら、挙手をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

生徒Ａ－ 市長さんの、歴史的なものを残しながら観光産業を進めていくという方針には、

本当に全く賛成で素晴らしいなと思ったんですが、一つだけお聞きしたいことがありまし

て。あんなにきれいな映像を見せられたら、どうしても思っちゃうことなのかもしれないで

すけど、東岡崎駅だったり、中岡崎駅だったり、国道１号線の辺りだったりっていう所を中

心にして、都市化を進めていくっていうような方針があったと思うんですけれど、岡崎市の

北部の方とか、今何もない所に関する開発についてのご意見もお聞きしたいなって思うの

と、もう一つありまして。

新しく人を岡崎市に呼び寄せるっていう点に関しては、本当に素晴らしいアイデアがた

くさんがあると思うんですけれど、今市内に住んでいる人々が快適に暮らせるようにとい

った点で、子育ての施設だったり、他にはげんき館とかありますけど、それ以外にも市民が

アクティビティができるような施設がもうちょっとあると、いろんな所で満遍なく楽しむ

ことができるのではないかなって思いました。岡崎市内で便利なところ、ちょっと不便なと

ころっていうのが、だいぶ浮き彫りになってしまうのではないかなっていう懸念がありま

す。失礼しました。

市長－ どんな質問なのかなと思って聞いてましたけども、大変よく勉強しているようで

感心しました。岡崎も町村合併したことによりまして、市域の６割が中山間地となっており

ます。ですから、山をどうやって生かしていくかっていうのが、これから岡崎にとっては大

変重要なポイントだと思っております。しかも、岡崎の場合は水源と水の消費地が一つの行

政帯の中で自己完結してるわけ。これは、すごく重要なことだと思います。これを生かして

いきたいと思います。
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それで、もう少し具体的に言いますと、岡崎の市民が、例えば蓼科とか軽井沢に行こうっ

たって、お金はかかるし遠いし、そう簡単に行けないじゃないですか。行ってもせいぜい２、

３日で帰ってきちゃう。だけど額田っていうのは、なかなかすぐれもんの場所なんですよ。

僕ら意外と気が付いてないけど、東京なんかから来てサイクリングで額田地域を回ってき

た人からは、「岡崎っていい所があるんですね」ってよく言われまして、僕もヘリコプター

で不法投棄物を見に行くときに一緒になっていい場所を探してるんですけど、本当にちょ

っと手を入れたら、同じとは言わないけども似たような雰囲気が味わえる場所がいくつも

あるわけ。そういう場所を使って、岡崎の山間リゾート開発を将来的にできないかと。でき

たら民間の人の力で。今、実際に僕が言い出してからやってくださってるかたが何人か出て

きております。

一時、バンガローとか別荘を作るのがはやった時期がありましたけど、あれを一人で作っ

て持ってるっていうのは、よほどの金持ちしかできないし、持ってても面倒が見きれません。

これを、僕らが一応、宣伝はつけますけれども、できたら民間にやってってほしいんですけ

ども、市民の中にはバンガローがいいとか、テントがいいとか、それから岡崎って意外と知

られてないんだけど、車の改造車。改造車っていうのは暴走族の改造車じゃなくてキャンピ

ングカー。あれも岡崎っていうのは全国でもメッカの一つなんだそうです。ですから、そう

いった人たちが、あっちのアメリカ人みたいですけど、休養地に行ったときに水道と電気だ

けつなぐと、キャンピングカーが家と同じように使えるって、そんな施設とかね。そういう

ふうに多面的に整備していけば、額田は今は人が少なくなってきつつあるけれども、そうい

うもので人はとにかく流入する。人が出入りすることが一番肝心。人が出入りすると、その

中から住んでみようかっていう人が出てくる。まちで育ってる人に、人口が減っちゃうから

って山の中に行って住んでくれっていきなり言ったって、そんなの来ません。

大体、額田の子どもが外に出ると戻ってこないでしょ？今、コンビニのないような所では

人は住みません。ですから、そういうような所にしていくためには、こういうものを地道に

いくつかやっていっていけたらどうかなと思っています。山間リゾートというのがいいか

な。市民に会員になっていただいて、基金をつくって、それでこの準備をしていく。将来的

には民間にバトンタッチして民間でやっていっていただきたいと思います。お年寄りのか

たには、そんな所に行ってご飯を自分で作るのはどうにもならんっていう人がいますから、

そういった人たち向けには旅館や、ちょっとしたホテルのような形態のものを中に作って

いけたらなというふうに思っております。

それから、観光化ということで、いろんなご心配をされましたけど、観光っていうのは決

して観光産業に従事している人しか儲からないんじゃなくて、観光事業っていうのは展開

していくと印刷業だとか飲食業、いろんな思わぬところに波及効果があるんですよ。そうい

う波及効果がある産業だから、何とか岡崎でこれを生かしていきたいし、岡崎はそれだけの

材料がいっぱいあるんです。今までは車を作る方が儲かるんで、そっちに特化してきちゃっ

たけど、これからは豊田と一味違う部分を岡崎は目指していきたいなというふうに思って
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おります。もっと言うと、今でこそ岡崎・安城・豊田って分かれておるけどね、かつてはこ

の辺一体、みんな三州三河岡崎って呼ばれとったわけですよ。だから連携して、これを生か

していきたいなというふうに思っております。

それから、中心市街地の再開発の問題ですけど、将来的なことを考えると岡崎の持ってる

面積的な基盤、それから経済力、住んでる人の力ということを考えたときに、岡崎が今、38

万 7,000 人のまちですけども、多分、50 万ぐらいまでいけると思います。そのぐらいの人

口を持ってないと、財政力っていうのがきちんとしたものにならない。大きな事業ができな

い。将来的に 50 万都市を目指してまちづくりをやっていきたいと考えております。そのた

めに何が必要かということですけど、今まさに渋滞が大変激しいんですけれども、僕は県会

議員のときからずっと言ってるんですけど、愛知環状鉄道を早く複線化して、しかも特急を

走らせなきゃ駄目だと。そういう鉄道にしなければ、名鉄がばかにしちゃって話に乗ってこ

ないんだと。何のことを言ってるかというと、愛知環状鉄道と名鉄本線、これを結んだ所に

文字通り岡崎のセントラルステーションを作りたいと思ってます。これが本来の岡崎の表

玄関となって、そうすると三河の縦軸と横軸がここで結ばれるわけです。このことによって

交通渋滞が解消されると思います。このことをいつも言ってるんですけど、なかなかそうい

う方向に会社が動いていっていないですけれども、何とかそこに持っていきたいというふ

うに思っております。

それから、快適な場所っていうことですけど、観光化するときに気を付けなきゃいけない

こと。これはいろんな観光地で、住んでる人が観光客に疲れちゃうんですよ。これは岡崎だ

けじゃなくて、世界中そうなんですけどね。例えば、ベニスなんていうのがイタリアにあり

ますけれど、あそこはお祭りのときになると市民が外に避難していくんですよ。観光客がい

っぱい来ちゃって自分たちの市民生活ができないから、その間だけよそに遊びに行っちゃ

ったり、まちを離れるんです。そんなふうにならないようにしたいというふうに思ってます

し、まず住んでる人が楽しい、面白いと思うようなまちじゃなかったら、人が来ません。

そのことを僕は原点として持ってまして、ヨーロッパで始まった、そこに住んで生活して

るだけで人間が健康になって幸せになれるまちづくりって、スマートウェルネスシティっ

ていう考え方があるんですけど、これに豊田市と一緒に参加しまして。岡崎の今のまちづく

りというのは、そういった要素も含めてやっております。

それから、子どもが楽しめる場所っていうことで、子育てと言ったね。これ、住んでる人

は意外と気が付いていないんだけど、岡崎の子育てに対するいろんな援助というのは、よそ

のまちと比べても日本でもトップレベルに近いところにあると思います。某新聞社の記者

が岡崎に５年いて子どもを３人育てたんですけど、大体はあまりいいことを書いてくれな

い新聞社なんだけど、その人が転勤して行く前に僕の所にあいさつに来て一言、岡崎は子育

てするには本当にありがたいまちだったってことを言ってくれております。実際によそへ

行って生活してみたり、よその事情を調べてみればわかると思いますけれども、岡崎の子育

てに対する支援っていうのは本当に優れた、自分で言ってりゃ世話ないけど、随分やってる
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と思っております。

それから、家族で遊べる場所がちょっと欲しいんだと。僕らが若い頃は、岡崎の周りに流

水プールというのがあって、高さ 20 メートルぐらいのスライダーがあって、半日あれば家

族でそこへ行って子どもを遊ばせて、真ん中でご飯を食べる所とかもあったもんで良かっ

たんです。今、そういう所がないんですよ。何とかしたいと思っておりますけど、今、市民

プールを作ってくれっていう声が大変多いんですけど、ただプールを作るだけじゃ面白く

ないんじゃないかと。これはどういう形になるか、まだ決まってませんけど、僕が要望とし

て出してるのは、砂浜のあるプールを作れないか。これは外国に行くとあるんですよ。例え

ばアメリカのラスベガスへ行きますと、砂浜があって造波装置が付いていて波を起こして

近くでサーフィンやってる人もおるような、そんなプールがあるんです。そこまで岡崎では

やれんと思いますけども、砂浜があって、芝生が敷いてあって、ヤシの木が生えてて、だん

だん深くなっていくプールがあるっていう、そういうものがね。

岡崎は近くに海があるからそんなもの必要ないぞっていう人がおるかもしれないけれど、

そこまで行かなくてもまちの中でそういう場所があったら素敵だと思いません？僕はこう

いうのを作りたいなと思って、今、担当部局に投げかけておりますけれども、さまざまにそ

ういったことを考えておりますので、もし、もっとこういうふうなのがいいぞというのがあ

りましたら、ぜひ、岡崎市に投げかけていただきたいと思います。ちょっと長しゃべりしち

ゃいましたけど。

司会－ よろしかったですか。では次、お願いします。

生徒Ｂ－ 今日は対話集会ということでありますが、岡崎市の市長さんの考えというもの

がよく伝わってきて、僕はとてもわかりやすく思いました。今後、いろいろ問題があったり

するでしょうが、八丁味噌が環境省の云々でっていう話もあるでしょうが、頑張ってくださ

い。本当に言葉つたない者でございますが、いくつか質問させていただきたいと思います。

主に観光業でございますが、大型ショッピングモールでしたっけ？アウトレットを今後、

誘致していくということでございましたが、その上で東岡崎駅周辺には古くからある商店

街というものがありまして、その中には何年、何百年でしょうかね、続いている老舗という

ものもありまして、そういったお店への配慮というものはどうなっていくのか。

また、先ほど愛環をつなぐことによって渋滞の解消などができるということがありまし

たが、言い方が悪いんですけど、バスなどの地を這う系の、今はない路面電車といった、そ

ういった公共交通システムというものは今後、増設するのか、または減らすのかといったこ

と。

これは最後になるのですが、岡崎っていうか、愛知県は日本有数の芸どころと呼ばれてお

りまして、三河萬歳などがありますと。尾張には尾張で尾張萬歳というのもありますし、知

立には山車とかがありますし、そういったところで連携をしていけると思うのですが、長野
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県の信濃地区で何か連携するといったように、愛知県の三河地区、尾張地区という感じでの

連携というものは今後、どうなっていくのでしょうか。主に、豊田市だと松平の宿があるん

ですけど、そこと岡崎との関係について、もっと発信していくとか、そういったことは今後、

行われるんでしょうかということで、つたない質問でしたが、これでお答えいただきたいと

思います。お粗末さまでした。

市長－ さすが岡崎高校の生徒さんだけあって、大変礼儀正しいですね。僕は高校の頃、大

変生意気な学生で、しょっちゅう先生にかみついたりしてましたので、別に何を言われても

怒りませんので、皆さん、時間のある限り遠慮なく言っていただきたいと思います。

今のアウトレットですけども、これを作るっていうのは僕らが作るんじゃなくて、民間企

業が市場調査をした結果、岡崎が一番いいということで来るんですよ。アウトレットってい

うのは、今、三重県の長島と、岐阜の土岐にありますよね？ちょうど岐阜の土岐と長島の間

が 50キロ、土岐と岡崎の間が 50 キロ、長島と岡崎の間が 50キロで三角形なんですよ。こ

ういう立地の関係から岡崎が一番いいと。岡崎に来るという話がありましたけども、一番最

初は、競争相手として豊橋、蒲郡、浜松、それ以外にも１、２件あったんですよ。それは別

に、僕ら特別に営業努力したわけじゃないけども、先方が考えて立地的にここが一番いいと

いうことで来るわけです。

これ決まったときに、ある左翼政党が、岡崎の中心市街地の商圏が侵されるじゃないかと、

こういうことを言って怒ったんですけど、アウトレットっていうのはブランド品が売られ

るんですよ。主に高級ブランドの、ちょっと日常にないようなものが売られるわけです。で

すから、市内の生活用品を売ってる人たちがこのことによってそんなに大きな影響を受け

ることはないと思います。ただ、岡崎の東部、さっき額田のことも出たけど、額田の人たち

からはそこで生活必需品も売ってほしいという声もあるんです。というのは、今、東部地域、

額田地域には、そういう場所が少なくて、少なくともそこに併設して自分たちが使う分だけ

のものを売るだけの場所を作ってくれって言われてますので、実際やってくれるのかどう

かわかりませんけども、先方にはそれをお願いしております。それができたからといって、

僕らはわざわざあんな所に買い物に行きますか。行きませんよ。それにアウトレットで売っ

てる高級品を買いに行くっていっても、そんなのしょっちゅう行きません。ですから、その

ことの影響はないというふうに踏んでおります。

それからバスですか。バスを走らせるのっていうのは、毎回、議会でいろんな先生がたか

ら言われます。僕らも努力しておりまして、そのバスの路線も人がいない所を走ってという

ことを言われたりしますので、地域の声を聞いて路線変更をしながらやっております。だけ

ど、この事業というのはものすごいお金がかかるんです。一回、見ていただきたいと思いま

すけど、バスを走らせろっていうくせに、その人バスに乗るかっていうと乗らないんですよ。

俺は乗らないけどうちの近所のばあちゃんが困ってるからバスを走らせてくれっていうよ

うな意見が多くて、空気を運んでお金がものすごくかかってるんです。これは無駄だと思い
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ます。

これは、医師会のある偉い先生から言われているんですけども、岡崎のかつての中心市街

地に、大樹寺からずっと南の福岡の方まで市電っていうのが走ってたんですが、あれを再開

しろというんですよ。ところが、なんで市電がなくなったかっていうと、市バスが走るよう

になって、市電を取るか、バスを取るかという選択肢の中で、岡崎の議会も、市長も、市民

の皆さんも考えた末、市電を廃止したわけです。現状の中で市電を再開するというのは難し

いと思います。ただ、まちを区切って、その中に自動車が入れない場所を作れば、そこにト

ロリーバスを走らせて、公共交通機関を使う人はそれを使っていただく。この中で入れるの

は、消防車とか、ごみ集めの車とか、そういう公共の車だけとかいうふうにすれば、そうい

うことも可能かと思いますけども、現状の中で電車だけ走らせるっていうのは難しいんじ

ゃないかというふうに思っております。

それから、岡崎は芸どころ。確かに踊りのお師匠さんだとか、三味線とか、岡崎にはすご

い技を持った人がたくさんいます。それからクラシックなんかでも、外国で大変立派な活動

をしてるかたがたくさんおります。そういったかたたちにまちおこしの中で力になってい

ただく。これが必要だというふうに思っております。それから、山車ですけどね。岡崎って、

かつて山車がものすごく有名な所だったんです。ところが、この山車、整備して保管してお

くのに大変なお金がかかるんです。それで、各町内が持ちあぐねちゃって、よそに売っちゃ

ったものが、今、半田だとか、よそのまちで使われたりしとるんですけれども、もちろん岡

崎市も、今、補助事業をやっておりまして、矢作の山車なんかは何千万ってお金を補助して

やってます。順番にやっていきたいと思っております。

それから、よそのまちとの連携ということを言われましたけれども、もちろん観光産業に

ついては、先ほども言いましたように、かつては三州三河岡崎といわれたこの地域一帯が同

じ歴史を持つ仲間でありますから協力していきたいと思っておりますし、僕は名古屋の市

長さんの言うことに何でもかんでも賛成はできないんですけど、あの人が言ってる尾張共

和国という考え方。必ずしも一つの施設を自分のまちで全部持っていなくてもいいと。隣の

まちのものを使わせていただいて、その代わり、私たちが持ってるこの施設は隣のまちにも

使ってもらってという、こういった相互連携の中で施設を使っていくということが、財源が

際限なくあるわけじゃないですから、政策と選択をしなければいけない中で、これから今よ

りも進んでいくんではないかなというふうに思っております。以上です。

司会－ ありがとうございました。お時間が迫っておりまして、もうおひとかただけになっ

てしまいますが、どうしてもご意見をというかたがいましたら、どうでしょう。お願いしま

す。

生徒Ｃ－ 素晴らしい都市構造を考えていらっしゃって、本当にすごいなと思いました。そ

れで、新規事業で開発をどんどん増やしていくのはいいんですけど、景観とか、そういった
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配慮はどうかなと思ったので質問させていただきます。新しくできる人道橋っていうのも

聞いてて、乙川の所をたまに通ったりするんですけど、殿橋ともう一つの橋の間にさらに橋

を架けるっていうのは、乙川の景観的にもちょっと悪いのかなとは、私、あそこを通るとき

に思ってたのですが、そういった橋だったりアウトレットだったりっていうところの自然

環境、やはり山を切り開いて開発したりすると答えられたので、そういったところの配慮が

あれば、教えていただきたいなと思いました。

市長－ 大変いいポイントを言っていただきまして、ありがとうございます。僕らも人道橋

を作るって、今でこそやってますけど、あそこまでたどり着くのに本当に紆余曲折がありま

して、僕の２代前の市長さんなんかで、殿橋から明代橋の間を全部ふさいじゃって、その上

にバスターミナルを作るっていうような構想を挙げた人もいたんです。これは僕が初めて

言い出したことではなくて、歴代の岡崎の市長の中でも、この乙川の川の流れと歴史的な資

産を生かしたまちづくりをやりたいっていうことを言っとった人がおるんです、何人も。そ

の中でさまざまなアイデアが出てました。これは政治家だけじゃなくて、まちのおじちゃん、

おばちゃん、それから老人クラブやら、いろんな人がそういうアイデアを出してくれとった

んだけど、それを寄せ集めてきた中で、専門家にブラッシュアップしてもらって、選別して

もらって、今の岡崎のリバーフロント計画っていうのが出来上がってきたんです。

それを推進してる中で一番大事にしてるのは、まちの自然景観をいかに効果的にはっき

りさせていくか。橋を架ける場所も今の場所が最初に決まったんじゃなくて、本当はお城の

すぐ近くの所に斜めに架けて、浮世絵の東海道五十三次の絵を模したような景観を作った

らどうかというアイデアもありまして。実際にそこに行って見たんですけど、そこをふさい

じゃうっていうのは、岡崎の景観を考えたときに駄目だということに気が付きました。実際

に現地を歩いて、ここに作ったらどうかっていうことを、ずっと調べたんです。それで実際

に、かつて殿橋の 10 メートルぐらい下に、菅生神社に向けて参道として木造の橋が架かっ

とったことがあると。これは史実です。だけど、宗教に関連する所に橋を架けるっていうの

は、これもまずいでしょ、そういったことを何度も。僕が市長になりましてから活性化本部

というのを作りまして、民間と役所と学校の先生だとかそういう人たちに入ってもらって、

さまざまな議論をしていただいた中で出てきたのが人道橋で、今から３代ぐらい前の市長

のときに、今の場所に橋を架けるという話が実際にあったんです。ただ財政的な問題で、そ

れが実現していませんですけども。だから、ある日突然、突拍子もなくやった話じゃありま

せん。

それから、今度できる人道橋も、できたらよくわかっていただけると思いますけども、味

気ないコンクリートの橋を作るんじゃなくて、橋脚基礎は鉄筋コンクリートで作りますけ

ども、表層は額田のヒノキを使った大変おしゃれな和風の橋を作ります。これは、これから

岡崎市が行政の中で山間地の整備のために木を使っていくぞ、こういうことの一つの意思

表示でもあります。岡崎市で今、240 幾つの公園がありまして、この公園に、これからいろ
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んな施設を作っていくんですけども、何とか木を使った温かみのある施設を作りたいなと

いうふうに考えています。公園っていうのは、僕たちは小さな子どもが遊ぶ場所という認識

が強過ぎるんですけども、ヨーロッパやアメリカへ行くと公園っていうのは、おじいちゃん

やおばあちゃんが集まってきて、サンドイッチを食べながら話したり、そういうことができ

る場所になるわけです。僕は岡崎の公園も、そういった要素のある公園にしていきたいなと

いうふうに考えております。

それからもう一つ、乙川の景観ですけども、今は桜がメインで、僕らは桜をこれからも強

調して整備していきたいと思ってますけども、市民の中には花は桜だけじゃないぞという

人もいるわけです。僕もいろいろ考えてみて、やはり、四季折々に乙川の景観が変わってい

くようなまちづくりができたらいいなということを考えてまして、これも専門のデザイナ

ーや植栽の専門家に、今、プランを立ててもらってまして、春は桜、夏は新緑の緑、秋は紅

葉、冬は冬に咲く花ってあるでしょ？そういったものが点在して、岡崎の景観が季節ごとに

移り変わっていくような、そういうふうにしていきたいと思っております。もちろん、額田

の自然っていうのははっきり言って自然が売り物ですから、これを壊すようなことはもち

ろんしないようにしていきたいと思っております。

司会－ すみません。お時間になりました。これをもちまして意見交換を終わらせていただ

きたいと思います。それでは最後に市長からごあいさつを申し上げます。

市長－ 今日は時間が十分になくて、私も質問したい、僕も質問したいっていうかたがあっ

たと思いますけれども、もしどうしてもということがありましたら、メールでも結構でござ

いますし、手紙でも結構でございますので、できる限り私の方からお返事させていただきま

すので、いただきたいと思っております。いずれにいたしましても、今日、若い皆さんから

率直な意見が聞けたというのは、大変ありがたく思っております。市民っていうのは、お年

寄りばかりでもないし、男の人ばかりでもないし、女の人もいますし、若い人もいるし、行

政っていうのは、そういったさまざまな皆さんの声を聞いて行っていくものであろうとい

うふうに思っております。

私、県会議員のときに、大学でも政治の話をしてくれっていって、何度か名古屋大学や南

山大学に行って話をしたことがあるんですけども、そのとき質疑応答した後に、一番最後に

私の方から逆に一つだけ質問しています。それは何かというと、「理想的な政治形態とはな

んだと思いますか」っていうんですけど、そのときにいろんな回答が返ってきました。これ

を言って誤解されちゃうとまずいんですけど、私は最高の政治形態というのは独裁政治だ

と思います。けれど、それには一つ条件があります。それを担う為政者が神のごとき自制心

をもち、そして、それなりの判断力のある人がトップに立った場合。そのときは、議会で議

論しとる必要がないわけですよ。即断即決で物事をやっていけて、無駄がない。ところが、

そんな人っていうのは長い人類の歴史の中でそんなにいなかった。
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そういうさまざまな失敗の歴史の中で、今の議会制民主主義というのができてきて、私た

ちがやってるわけです。私たちのやってる議会制民主主義というのは、決して完璧なシステ

ムではありません。これを金科玉条のように崇め奉って議会制民主主義っていう人もいま

すけど、議会制民主主義ってのは決して完成されたものではありません。アドルフ・ヒトラ

ーは、議会制民主主義の中から出てきております。そういう不完全なシステムというのを、

これから皆さんが、さまざまに考える中で変えていってほしいなというふうに思っており

ます。議会制民主主義っていうのは、油断しているとあっという間に堕落していってしまい

ます。最近、大衆先導型の政治が行われているっていうのも、僕はそのマイナス面の一つだ

というふうに思っております。それを補う意味で、こういった会を１回でも多く開いて、直

接、僕が出掛けていって話をして、意見を聞いて、それを行政に生かすというのをやってお

ります。私はこういうやり方でやっておりますけど、こんな面倒くさいことをやる政治家っ

てあまりいませんし、僕がこういうことをやると、ここにいる職員の人たちが大変苦労する

わけです。ですけど、岡崎はそういうやり方でやっておりますので、ご理解いただきたいと

思います。

今日は話ができなかったけど、どうしても意見が言いたいというかたは、先ほども言いま

したように、メールでも結構ですし、お手紙でも結構ですので、またご意見をいただければ、

お返事をさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。


