
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30 年８月６日（月）13 時 00 分

場 所：岡崎工業高等学校 多目的教室

対 象：同校生徒 17 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－ あらためまして皆さん、今日は大切な夏休みの最中、しかも大変な猛暑の中、この

市民対話集会にわざわざご出席いただきまして、本当にありがとうございます。さっきも校

長先生と話してたんですけども、正直言って私が高校生であったら、あんまり自分の成績に

も影響しないような会に、この時期にわざわざ出たかなと、こんなことを思っておるわけで

ございますけども、ことに工学が専攻であります皆さんが、こうした会にわざわざ出られる

ということは、今日出席いただいた皆さんというのは、大変見識の高い人たちばかりではな

いかなと、こんなふうに思っております。

さて、私は「呼ばれればどこでも行きます」ということで、市民の皆さんに対して、こう

した市民対話集会をはじめ、これまで 300 回以上の講演会、政策説明会というのを行ってお

りまして、私が行っております岡崎市のまちづくりについてお話をしてまいりました。これ

は、私がいつも目指しております『顔の見える民主主義』というものを実現したい、こうい

う思いで続けておるわけであります。

ときに、「知らないうちに議会で勝手に議論されて、行政が行われている」、こんなような

批判をされるかたがありますけれども、今のように議事録が公開されて、テレビで中継もさ

れて、毎日新聞や広報で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というの

は、私はそのかたの不勉強ではないかなと、こんなふうに思っております。しかし、それぞ

れが多忙な現代社会にあって、一般市民に対して私たち行政の方から積極的に理解を深め

る機会を設ける努力をするということは大切である、そのように考えて、全国でも大変珍し

いと思いますけれども、こうした取り組みを今、岡崎市は行っておるところであります。今

日はそうした取り組みの１回であります。では、どうぞよろしくお願いいたします。

今、皆さまに見ていただきました岡崎の歩みでございますけれども、私たちは市民の皆さ

んが安心して快適な生活を送ることができるように、また、私たちの故郷のこの岡崎市がよ

り魅力的なまちになるように考えまして、さまざまな事業を推進しているわけであります。

しかし、今後もこの岡崎のまちの魅力を高めて、市民の皆さんに十分満足していただけるサ

ービスを提供していくためには、将来に渡って安定した経営をすることが必要であります。

すなわち、しっかりとした財源を持つことが必要だというふうに思っております。

幸いなことに、現在、この岡崎市を含む西三河地域の産業構造は堅調であります。日本中

の多くの地方都市が人口の減少と、そしてまた財政難で、今、四苦八苦しているわけであり

ますけども、そうした中、愛知県の工業製品の出荷高というのは 46兆円でありまして、こ

れは全国で断突の１位であります。しかもこの 40年間、愛知県は連続してナンバーワンで

あります。しかも、２位の神奈川県が 17兆円、３位の大阪府が 16兆 5,000 億円であるわけ

ですけども、驚くべきことに、トヨタ自動車があるからですけれども、岡崎市と豊田市と安

城市、この３市の合計だけで 18 兆円を超えるわけであります。まさにこの地域というのは

日本の産業の中核を担っておりまして、ものづくりによってこの地域の豊かさというもの

は保たれておる、このように考えております。

しかし、世界は今やガソリンエンジンから電気自動車の時代へと移り変わっておるわけ
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でありまして、トヨタ系の下請けや関連会社が多いこの岡崎のものづくりも、これからそう

いった時代の流れに対して、十分対応した体質改善を行っていかないと、必ずしも今後も同

じようにいけるとは限らないわけであります。岡崎工業高校の皆さんは、まさにそうした将

来のものづくりを支えて活躍していただける人材になる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。

私たちはこれからも、こうした岡崎のものづくりに対して変わらぬ支援を続けてまいり

ますけれども、岡崎にはもう一つ、他のまちにはない大変大切な資産があるわけです。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を、もう一つ、ものづくりに続く経済の柱として育て上げたいと

いうことで、『観光産業都市』としての岡崎のまちづくりを進めているところであります。

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

今、写真で見ていただいておりますけれども、広い街並みで、緑も多く、お城がある。しか

も、まちの真ん中にＳ字型に川が緩やかに流れている景観というのは、私はヨーロッパのま

ちにも負けない素晴らしい財産だというふうに思っております。

これまで、東岡崎駅の北側を流れる乙川の河川敷、そして道路などを整備してまいりまし

て、市民や来訪者の皆さまに、この空間をしっかりと使っていただく。そのことによって、

新しいにぎわいが生まれるんではないか、こういうことを目指して、今のリバーフロント計

画というのを行っております。公の機関であります市役所と民間企業の協力により実現し

ます、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、そして吹矢橋公園などの整備が終わりまして、既に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

であります人道橋をかけまして、そこから中央緑道、籠田公園までを結ぶ、仮称であります

がセントラルアベニューの整備に取り掛かってまいります。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、この場所は夏祭りのイベント会場として使用でき

ます。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、整備をしてい

きたいと思っております。

さらにこの場所には、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、その持て

る力と技を結集して作ってくださいました本多忠勝、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も配備してまいります。この石像も今、完成しているわけですけ

ども、設置するのに随分お金がかかりますので、現在は矢作の石工団地で保管していただい

ております。これは単なる石像ではなくて、それぞれの武将の歴史的に有名なエピソードの

場面を切り取った形で表現されております。そして、当初はそこまでいきませんけれども、

将来的にはＷｉＦｉを使って携帯電話を近づけると、３カ国語か４カ国語でこの人がどう

いう人かというのが解説されるような、そんなシステムを考えていきたいと思っておりま

す。
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この乙川リバーフロント計画というのは、公園や道路を整備することだけが目的ではな

くて、作り上げた空間を使って、いかにまちににぎわいを生み出すか、このことが一番のポ

イントになるわけであります。そのために、今後もソフト事業の展開ということが一番重要

になると考えております。

籠田公園の周りなんかですと、キッチンカーを乗り入れて飲食物の販売ができたり、電源

を使う機材が設置できるようなルール作りと環境の整備を、これから岡崎市で進めていき

たいと考えております。民間の人たちにはその場所を使って独自のアイデアでイベントを

行っていただいたり、商売をして儲けていただきたい、このように考えております。既にこ

うした考えから歩行者天国の開催でありますとか、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ました『おとがワ!ンダーランド』や、もう皆さんご存

知の３万個のＬＥＤボールを流す『岡崎泰平の祈り』といったイベントなど、民間のかたの

ご協力をいただきましてさまざまな活動を実施しております。これらの事業は国や県から

の協力もいただいておるわけです。

また、東岡崎駅の周辺では平成 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も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

皆さまからの浄財、寄付によって作られる、松平元康から徳川家康へと改名した 25歳当時

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に配置することにしております。

ちょうど昨日でございましたけども、徳川家の 18代の恒孝さまと一緒に、制作者でありま

す神戸峰男先生の岐阜県のアトリエまで行ってきたわけでありますけれども、ちょうど今、

制作が最終段階にかかっておりまして、本当にダイナミックで写実的な素晴らしい像がで

きつつありますので、期待していただきたいと思っております。世間では徳川家康というと、

とかく『タヌキおやじ』のイメージが大変強くて、策略家というふうに見られておるわけで

ありますけれども、これを機に、この岡崎から志のある若武者のイメージを送り出していき

たい、こういうふうに考えております。

そして、このペデストリアンデッキから続く東岡崎駅の北東エリアには、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複合施設の進出も決まっておりまして、この春から平成

31 年度の完成に向けて工事が始まっております。これから岡崎の玄関口である東岡崎駅周

辺は、ＪＲ岡崎駅に続きまして新たな岡崎の名所となり、さらに快適で魅力的な場所へと大

きく変わってまいります。

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は、徳川家康公を

はじめとしまして、岡崎市内には数多く歴史的な文化資産があるわけでありますが、こうし

たものを生かした歴史まちづくりを進めております。岡崎には名古屋と同じ 13もの国の文

化財指定の建造物があるわけですけれども、残念ながら、これを意外と市民が知らない。で

すから、これから市民の啓蒙もしていかなきゃならんと思っております。

こうしたものの中心になるのが、やはりこの岡崎城であります。家康公が誕生した城にふ
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さわしい史跡として、これからこの岡崎公園を再整備してまいりたいというふうに考えて

おります。ことに、公園の中に残ります戦国時代から江戸時代にかけて築かれましたお堀や

石垣は、極めて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。これまで、乙川の河川敷や岡崎公園内で発掘調査を行いましたけれども、現地

での説明会には岡崎市の内外を問わず、本当に多くのかたにお越しいただいております。特

に最近は女性のかたが多いのに驚いたものでありまして、あらためて近年のお城ブームと、

そして歴史ある岡崎城跡の持つ魅力というものを、私自身が再認識したようなところであ

ります。

また、この城跡内には 216 面もの石垣があるわけでありますけれども、同時にこれも調査

いたしまして、この結果を基に『石垣めぐりマップ』というものを作りまして、この５月か

ら配布しておりますので、これを見て多くのかたに石垣から昔のお城の姿というものを想

像して楽しんでいただきたいなと、こんなふうに思っております。

なお、岡崎城も遠からず名古屋城と同じように、これを改築するのか建て替えるのか、は

たまた木造でいくのか、あるいは鉄筋コンクリートで造り直すのか、こういった問題が起き

てくると思います。多分今から 10年、15年すると、そういった問題が深刻なものとして上

がってくると思います。私たちはそのときになってからでは遅いので、今から可能な限り正

確な資料というものを集めておきたいというふうに考えておりますけれども、このお城を

どうするかということ、これはこれから皆さんと一緒に考えていきたいなと、こんなふうに

思っております。

そして、先ほども少しお話ししましたけれども、観光産業というものをこれから展開して

いこうということになりますと、三つの大きな要素が必要になってまいります。まずはおい

しい食べ物、それから面白いお土産、そして岡崎独自のサービスであります。こういったも

のは、はやっている観光地には必ずあるわけでありまして、岡崎にもこうしたものをぜひ生

み出したいと思っております。特においしい食べ物というのは重要でありますので、もし何

かいいアイデアがありましたら私たちに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、今、八丁味噌の問題で、地理的表示ブランド、いわゆるＧ

Ｉの問題が想起されておりますけれども、八丁味噌をはじめとしまして、駒立のブドウや六

ツ美のイチゴ、藤川のむらさき麦など、こうしたご当地の食べ物を利用した製品で多くのか

たにご満足いただけたらと、こんなふうにも考えております。

そして、岡崎の東部エリアにおきましては、県内では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。これは民間の事業でありまして、まだ完成までには用地の転用

を含めて何年かかかる見通しでありますけれども、もしこの事業が本当に実現するとしま

すと、愛知県では初の施設として市外からも多くのお客さまに岡崎においでいただけます

し、また、2,000 人規模の新たな働き口が生まれることが期待できます。岡崎にとっても大

変大きなインパクトのある事業でありますので、私たちもこれを積極的にバックアップし

てまいりたいと考えております。
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一部に、こういうものが来ると岡崎の中心市街地の商圏が侵されるんではないか、こうい

った心配をされるかたがおみえになりますけれども、アウトレットというのは私たちの日

常に使う品物を売るんじゃなくて、どちらかというと高級品、ブランド品をメインで売る場

所でありますので、そんなに心配はいらないんじゃないかと思っております。また、岡崎の

東部地域というのは、こういったショッピングをする場所が少なくて、地元の皆さんからは

生鮮食料品なんかを売る場所も併設してほしいという声が上がっておりますので、逆に私

たちからそういったことを事業者にはお願いしている、こういう状況であります。

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、こども発達センター、額

田の『こもれびかん』、ＪＲ岡崎駅の再整備も完成しております。平成 32 年に向けまして、

新総合病院と龍北運動場の整備も進んでおりまして、それから、今の水泳協会から競泳用の

プールをもう一回しっかり作ってくれという声もいただいております。またそれ以外にも、

かつては岡崎の中心市街地には『流水プール』というのがありまして、小さな子どもさんを

連れて家族で楽しんでくるというのができたわけでありますけれども、今はそういったも

のがありませんので、市民の皆さんに家族で行って楽しんでいただけるような市民プール

を、これもさまざまなアイデアを含めて今、担当部局に投げかけているところであります。

以上、今日は岡崎市が取り組んでおりますまちづくりの一部をご紹介させていただきま

した。いつも市民にお話ししとるんですけども、これらの究極の目的というのは、岡崎の子

どもたちが自分たちの故郷に対して、これまで以上に大きな愛情と誇りを持てる、そうした

『夢ある新しい岡崎』を築き上げることでありまして、皆さんにはその点も十分ご理解いた

だきたいと思っております。そしてまた、私は先ほども言いましたように『観光産業都市』

としての岡崎を標榜しておりますけれども、その原点というものはあくまでも、そこに住ん

でいる人が楽しく健康で幸せに暮らせる場所であるわけでありまして、また、そういった魅

力的なまちづくりをしなければ、外からお客さんが来ることも考えられないというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

次の時代を担う皆さんには、この市民対話集会を一つのきっかけとしていただきまして、

岡崎が現在、どんなことに取り組んでいるのか、それはなぜか、そういったことに興味を持

っていただきまして、自分たちが岡崎をこれからどんなまちにしていきたいか、そんなこと

をあらためて考えるきっかけにしてほしいな、こんなふうに思っております。これから皆さ

んと一緒に、新しい、素晴らしい岡崎を作っ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

成イメージを映像でご覧いただきたいと思いますので、お願いします。

市長－ 皆さん、いかがだったでしょうか。籠田公園はこれからも同じ名前でありますけれ

ども、今、見ていただきました人道橋もセントラルアベニューもこれは仮の名前でありまし

て、これからよりふさわしい名前を皆さんに考えていただきたいと思いまして、この夏以降、

公募をしてまいりたいと思っております。ぜひすてきな名前を考えて応募していただきた
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いと思っております。ご清聴ありがとうございました。

司会－ それでは、ここからは意見交換を始めたいと思いますので、ご意見、ご質問などあ

りましたら、挙手でご意見を伺いたいと思います。ご意見のあるかた、挙手をよろしくお願

いいたします。

市長－ 授業みたいな話になっちゃうんだけど、何を言っても怒りませんので気楽にやっ

てください。

生徒Ａ－ 最近、災害とかが多いじゃないですか。大阪で地震でブロック塀が倒れちゃった

という事件があったと思うんですけど、岡崎市内では災害に対してどのような取り組みを

しているのかお聞きしたいです。

市長－ 今回、大阪で小学生の子が学校に登校してるときに、ブロック塀が倒れて亡くなら

れたっていう事件がありましたよね。あれで、岡崎だけではなくて全国の自治体が国から言

われるまでもなく、すぐ調査に入りまして。岡崎の場合もすぐ調査に入って、今、正確な数

は忘れちゃいましたけど、各学校でみんな調べて危ない所をピックアップしてもらいまし

て、その中で緊急を要するものは、既に工事に取り掛かってます。そういうふうに、危ない

ところは続々と直しております。私の母校も、地元の城北中学校なんですけど、卒業生が卒

業制作のためにブロックで作ったものがありますが、残念ながら、今回それを壊すことにな

っております。ですから安全第一ということで進めております。

それから今回、小中学校のエアコンの設置をこの間決めたんですけど、このエリアってい

うのは岡崎だけじゃなくて、ほとんどの地域が地震に対する防災対策を第一に上げており

まして、校舎の耐震構造化、それから体育館の強固、これを優先的にやってきたんですよ。

それで、決して怠けとったわけじゃないですけども、そのためにエアコンの設置というのが

後回しになってしまいました。だけど何もやってなかったわけではなくて、平成 23 年度、

24 年度、私が市長になる前ですけども、かなりお金を使って全市の小中学校にみんな扇風

機が設置されています。だけど今年の夏、これ異常でしょう。災害だって言う人もおるわけ

でありまして。ですからこの間、教育委員会で決めまして。もっとも、当初は３年計画でエ

アコンを付けることになっとったんですけども、それを前倒ししてやっていくというふう

に決めました。ちょっと余分な話をしちゃったけど、そんなところです。

総合政策部長－ 先ほどご指摘になりましたブロック塀と、それから今、市長も言いました

モニュメントが６カ所ありまして、いずれも対応済みということでございますので、よろし

くお願いします。
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司会－ よろしいですか。では次、ご質問のあるかたは。

生徒Ｂ－ 先週の金曜日に行われた岡崎市の夏祭りのことに関してなんですけど、五万石

おどりっていうのはもう伝馬通ではやらないんですか。

市長－ ご承知のように、今まで岡崎の夏祭りというのはおみこしのコンテストと、それか

ら今言われた五万石おどりで３日間、花火大会も含めてやってきたんですけども、地元の皆

さんの声だとか、それから何より参加者が減ってきてまして、同じ形で継続するっていうの

が難しいっていうことで、私の前の市長さんのときの最後の頃から、五万石おどりと、それ

からおみこしを１日にまとめたんです。だけど、おみこしっていうのがお金がかかりますし、

やっぱりなかなか難しいということで、何年か前に市民提案の中から出てきたもので、今、

岡崎城の前に櫓を作りまして、そこで踊るという形になっております。ですので、ぜひ復活

してほしいというのであれば、そういう声を上げてください。そして声を上げるだけじゃな

くて参加してください。そういう機運が高まってくれば、また復活できるかもしれません。

一時はこれ大変なにぎわいで、岡崎の有名なお祭りの一つだったので、これが縮小の方向に

行ったのは、私も今にして思うと残念に思っております。

司会－ 次にご意見あるかたは。

生徒Ｃ－ 自分が岡崎市に住んでいて、まだ岡崎市の中であまりにぎやかじゃないなって

思う地域もあるんですが、そのような地域にどのような計画を立てたいとか、何かお考えは

ありますか。

市長－ まちづくりには地域計画というのがあって。農村地域としてやってるところもあ

るし、工業地域というところもあるし、また商業地域もあるわけですけども、全てで同じよ

うに画一したまちづくりをやっていくというのは、僕はあんまり賛成じゃないんですよね。

もちろんにぎわいは必要だと思っております。ですけども今、随分まちの景観は変わってき

まして、僕らが子どもの頃というのは、南の六ツ美のほうだとか、東郷とか矢作とかってい

うところは、どちらかというと農業地帯という認識だったわけです。だけど、道路ができて

街並みが変わってくることによって、どんどん変わってきてますよね。新しい商店街ができ

たり、大きなショッピングモールができたり。そういうことで変わってきてますから、そう

したものを起点にしながら、それぞれの地域に合った形のにぎわいというものを、これから

推進していきたいと思っております。

ただ気を付けなきゃいけないのは、その地域にはまだ、あくまで農業で生活している人た

ちもいまして、その人たちの生活を無視した形での地域おこしというのはあんまりうまく

いかないと思います。ですから地域の皆さまがたの声を聞きながら、僕らもさまざまなこと
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を提案します。その話し合いの中で、本当にいいと思われることを推進していきたいと思っ

ております。今、岡崎でやってる事業も、決してこっちが勝手に皆さんに押し付けているわ

けではなくて、これまで歴代の市長、議会、地域の商店街のおじさん、おばさん、それから

商工会議所の人や、いろんな人が言ってきたことをかき集めてきて、それを精査して、さら

にそれを専門家に見てもらって、内容をブラッシュアップしてもらったものです。

このリバーフロント計画もそうですけど、僕は初めから自信があったわけじゃなんです。

やっていく中でいろんな人の意見を聞いて、特に専門家からアドバイスをいただいてやっ

ていく中で、どんどんいいものに変わってきたわけですよ。今はこれが必ずいいものとして

でき上がるというふうに確信があります。そういう形で、それぞれの地域に合ったものをこ

れからやっていけたらいいなというふうに思っております。決して真ん中だけやったり、南

ばっかりやるわけでないんです。僕は今、康生に住んでるんですけどね、僕が市長になって

から一番よく言われることは、「あんたが市長になってから、どうして南ばっかり良くする

んだ」っていうことなんだけど、決してそんなえこひいきをやってるわけじゃないです。も

ともと、ものごとには発展段階というのがあって、かつて南のほうの地域では、「うちらの

ほうは何もやってもらえん」ということをよく言われておったわけ。ところが、歴代の市長

が継続的に区画整理事業だとか圃場整備だとかやって、道路ができて、まちの景観が変わっ

て、商圏ができたりして変わってきている。その中で今、新しい段階に進める状況がこの南

部にはきているわけ。そういうことになっております。

まちづくりをやっている専門家の人と話をすると、一番に言われることは、われわれがや

ることで一番重要なことは、まちが変わっていくという雰囲気をつくること。まちが変わっ

ているという、変わりつつあるという流れをつくること。それが一番大事だ。そういう流れ

ができてくると、僕らのほうから大きな声を出して言わなくても、自然によそから人が入っ

てきて、商売をやろうとしたり、地元の人も新しくそうしたことを展開していこうという機

運になる。そういう機運をつくることが一番大切だということを言われてまして。これから

もそういうのに気を付けてやっていきたいと思っております。今現在、岡崎の南部はそうい

う雰囲気になりつつあります。

司会－ 次にご質問のあるかた、いかがですか。

生徒Ｄ－ 最近は地震とか災害がよく起こっていて、さっき話していた籠田公園の設備に

ついて質問なんですけど、公園は憩いの場ではあるんですが、災害時には住民のかたたちを

避難させることができる避難場所であると考えています。籠田公園では災害時における防

災設備や対策などはどのように考えているのですか。

総合政策部長－ 今、籠田公園というお尋ねだったんですけども、その近くの中央緑道、お

手元の資料ではセントラルアベニューと紹介しておりますけども、そういったところに一
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般のかたが逃げれるような形でのしつらえというのを今、考えております。では具体的にど

うかというと、例えば、ベンチをひっくり返すとかまどがあったりとかいう、そこまでのも

のは考えておりませんけども、もともと籠田公園と、今言ったセントラルアベニューという

のは商売がしやすいような空間、空き地というのをたくさん取り込んでおりまして、当然そ

こは人が逃げれる避難所になりますので、そういった意味では防災的な発想っていうのは

持っております。もともと、災害に弱いと言われたヒマラヤ杉というのが、ずっと植生があ

ったわけですけども、そちらの方もある程度間引く形で、安全な空間というものを今、確保

しております。以上です。

司会－ その他にご質問、ご意見はございますでしょうか。どうぞ。

市長－ もっと気楽に質問してもらって結構です。何言われても怒りませんから。

生徒Ｅ－ 先日、岡崎市役所にインターンシップに行ったんですが、そのときに事業の中で

いろいろ優先順位があるって言ってたんですが、今、優先順位が一番高い事業ってあります

か。

市長－ 重点事業としてやっておりますのは、まちのにぎわいづくりのためのリバーフロ

ント計画。特にこれは、私たちが自慢しているだけじゃなくて、よそからも大変注目されて

おりまして。今、岡崎のやっているこの事業を真似して、名前まで同じもの付けてやろうと

しているのが県内にも出てきましたし、よその県外でも、岡崎のリバーフロント計画をモデ

ルにしてやりたいと手を挙げている自治体が今、出てきております。しかも今年の３月には、

大変ありがたいことに、国の地方再生のモデル都市として、この岡崎が、愛知県から二つだ

け指定されたんですよ。これは、ただ単に表彰状をいただいたというだけではなくて、よそ

の自治体のお手本になるような事業を岡崎がやっているということで、ご褒美と言ってい

いかどうかわからんけど、今年度、平成 30 年度だけで別枠で新しく 13 億円、国からお金が

いただけることになったわけ。これは短期重点的にそういったところに国が支援をしてく

れて、国内に 40 カ所ぐらいあるんですけども、そういったところが頑張ってまちおこしを

することによって、地域ににぎわいが起こる。そういうことをやってくれということで、支

援してくれるわけでありまして、３年間で都合、もし僕たちがうまく国と折衝をやって、満

額でお金をいただけると 30 億円ぐらい別枠でもらえるわけ。これは本当にありがたい。何

がありがたいかというと、本当だったら岡崎市が自分たちでお金を出してやらなければな

らない部分のお金が国からもらえちゃいますから、その予算を別に使えるわけですよ、他の

ことに。今回エアコンを全部設置するのに、当初 70 億円って言われておったけど、僕ら、

もうちょっと安くしようとしてますから。その決断が付いたのは、そのことによって若干の

余裕が生まれたことが理由です。
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司会－ その他、ご意見ございますでしょうか。

生徒Ｆ－ 電線の地下埋めっていうのは、岡崎としては検討しているのでしょうか。その理

由があるんですけど、一つは街並みは良くても電線が見えると、景観としては「うん？」っ

ていうことを自分としては思ってしまうんです。もう一つあるのが、その電線に鳥がすごい

留まって、そこからふんを落とすと、自転車が通ったり人が歩いたりする遊歩道にふんが落

ちて、悪臭とかがするので、そういう意味でも電線地下埋め検討してないのかなと考えてお

ります。

市長－ お世辞で言うわけじゃないけど、質問の内容がみんないいね。びっくりしました。

まちづくりの重要な課題の一つが、今言われた電線の地下埋設化。僕は康生に住んでるんで

すけど、大学生のときに電線が地下埋設化になったわけ。そのときに、空が広くなったと思

った。頭の上に電線がいっぱい、縦横にあるというのは上から圧迫感があるんだよね。それ

がなくなったことで、本当に空が広くなったと感じた覚えがあります。ですからそういうも

のを、これから市街地では特に進めていきたいというふうに思ってます。ところが、この地

下埋設化というのは工事が大変難儀ですし、お金がかかるんですよ。しかも岡崎市が単独で

やれるんじゃなくて、中部電力だとか、そういったところのご理解、ご協力をいただけない

とできませんので、いっぺんに全部やっちゃうということはできませんけれども、これはも

ちろん計画を立てて、順番にやっていきたいと思っております。

総合政策部長－ 少し補足しますと、先ほどから出ておりますリバーフロント計画を乙川

の界隈で今、進めておりますけれども、この事業は実際にはまちの景観づくりの事業であり

まして。先ほど言いました籠田公園南側のセントラルアベニューという工事、今から手を入

れると言いましたけども、ちょうどそこのところは、電線の地中化、共同溝っていうんです

かね、そういったものを入れていきますので、皆さんからすると籠田公園へ行く手前のヒマ

ラヤ杉があるあそこの通り、あれが今からきれいに電線がなくなります。それと、もう済ん

だところで言いますと、ＪＲ岡崎駅の方へ行っていただきますと、シビックセンターという

のがあるかと思います。あそこからＪＲ岡崎駅までの間というのは、今、かなり地中化が進

んでおります。また一度、見てみてください。

司会－ 次、どうぞ。

生徒Ｇ－ 僕は額田に住んでいるんですが、額田に人を呼び込むために行っている政策を

教えてください。
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市長－ 額田に行くと必ず言われるわけ。もう人口がどんどん減っていると。岡崎はおかげ

さまで人口も増えているし、まだ今のところ税収も増えてるんですけども、残念ながら額田

は、人口がもう既に減っているわけ。そこをどうしたらいいか。よく、単純に何か施設を造

れば、それを造ることによって人が増えるというようなことを言う人もおりますけど、そん

な単純なことはまずありません。都会の生活に疲れて山間地の生活がしたいと言って来る

変わった人が時々いますけど、そんな人はそこまで人数が多くないわけですよ。僕はまちの

自由な生活に慣れた人が、そういった中山間地に簡単に戻ってくるとは思えないわけ。もっ

と言うと、僕は額田の人と話をするとき、いつも言うのは、「あんたら自分らの息子だって

まちに出たら戻って来んじゃないか。自分の息子が戻って来んのに、全然関係ない人に入っ

て来いって言ったって、それは簡単じゃないよ」と。だから額田に、額田というより中山間

地に人を導入するためには、まずは中山間地というのがなかなかいい所だというイメージ

を売り出していかなきゃいけないなと思うわけ。これは時間がかかると思いますけど、額田

地域っていうのは、僕らは地元だから意外と点数が辛いけど、よそから来た人が見ると素晴

らしいところだってよく言われるわけ。特にサイクリングなんかで関東地域から来た人が

グルッと回って帰ってきて、ちょうど会ったとき、「岡崎っていうのは本当にいいところを

持っている。いい山を持ってるね」って言われて。

僕らが軽井沢だとか蓼科とか、そういった保養地にわざわざ出掛けようとすると、お金も

かかるし時間もかかるでしょう。だからなかなか簡単には行けない。だから行ったって、せ

いぜい２泊か３泊して帰って来ることになると思うんだけども、もし額田を上手に開発で

きたら、これは岡崎では一つの地域の中で片道 30 分から 40 分のところに、同じような保

養地を作れる可能性があるわけ。これもう、最初の市長選挙に当選する頃からプランとして

僕は言ってたんだけども、できたら市民に会員になってもらって、会員制でお金をある程度

集めて、それで基本的な開発を進めて、そんな自然を破壊するような開発じゃなくて、景観

が良く見えるような、川沿いの空間を整備したりして。今、市民の皆さんもいろんな考え方

の人が多くて、キャンプがやりたいっていう人もいるし、テントでいいっていう人もいるし、

バンガローがやりたいっていう人もいるし、それから年取っちゃって、そういったところで

のんびりしたいけども毎食作るなんてどうもならんから、やっぱり旅館やホテルみたいな

ところがいいという人もいるわけ。数は多くなくていいけど、そういったものの多様な受け

入れができるような設備を展開していきたいと思ってます。

ただこれ、公共がこんなことをやっとったらたまらないわけ。だから民間企業で上手にこ

れを導入するようなことができないかな。僕らはそういうふうに来ていただけるような場

所づくりを、これから展開していきたいというふうに思っています。例えばアメリカなんか

だと、引退したお年寄りなんか、年金をもらうんで夏の暑いときはアメリカ大陸の北の方、

場合によっちゃカナダまで行っちゃって、そっちでキャンピングカーで生活するわけ。それ

で冬になると南に下りてきて、フロリダの方とかテキサスの方とか行って、温かいところで

生活するわけ。年金は銀行に振り込まれるし、口座を開いておけば、そういったところに行
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ったときに、水道管と電気だけつなげればキャンピングカーで生活できるわけ。こういった

人たちにも対応できるようにすると、よそからのお客さんにも来てもらえると。僕もこれ、

言いだすまで知らなかったんだけど、岡崎っていうのは、軽四だとか箱型の車を改造してキ

ャンピングカーみたいな居住性のある車に変える、この技術というか、こういうののメッカ

の一つなんだって。ですから、そういう土壌がありますから、そういったものを生かしてい

けるような中山間地の山間リゾートというのを岡崎に作れたらいいなというふうに思って

ます。

そういうものをきっかけにして、山の生活っていうのはなかなかいいじゃないかと、こう

思う人が増えてくれば、じゃあ引退したらここら辺に家を建てて住もうという人が出てく

ると思います。そういった形で順番にやっていかないと、いきなりまちの人にどうだ住めっ

て言ったって、なかなか難しいと思います。今、岡崎市はそんなことを考えております。

それからもう一つは、新しく新東名のインターチェンジができたでしょう。あれをきっか

けに、あの周辺に工業団地をさらに増やしたいということは思っております。工業団地が増

えれば、当然そこに働く人たちが来ますし、通勤のことを考えれば近くに家があった方がい

いでしょう。ですから、家を建てる計画があるような人たちが近くに来てくれると思います

から、その人たちが家を建てれるような場所も、僕らも考えていきたいと思います。それか

ら空家になってるところもたくさんあるでしょう。これまで空家だったのを直して、ご紹介

できるような方向に持って行きたいと思っています。

司会－ ではその他、こちらのかた。

生徒Ｈ－ 合併の話なんですけど、幸田と合併するっていう話があったじゃないですか。今、

それってどうなってるんですか。

市長－ 僕の前の市長さんが、幸田も含めた合併計画って考えておったんですけど、僕が言

っちゃっていいのかわからんけど、前の幸田町長さんの本心は幸田市をつくりたかったみ

たい。幸田市になるためには人口５万人以上いなきゃいけなくて、これがなかなか高いハー

ドルで、人口伸びているんだけど、５万人にはもうしばらくかかるわけ。幸田は財政状況も

いいし、岡崎市としてはもちろん、幸田町とそういう話し合いが進むならば、一緒になるこ

とはやぶさかじゃありません。既に、防災対策だとか、それからごみ処理。さまざまなこと

でも連携して仕事してますから、もう運命共同体みたいなものだし。それに、さらに歴史を

遡れば、かつて三州三河岡崎といわれたときに全く同じエリアだった。幸田も岡崎も。彦左

衛門は幸田の出身だし。だからそういうふうに共通点はたくさんありますから、一緒になる

ことはやぶさかじゃありません。

ただまだ幸田の中で、合併を岡崎とするという機運がそこまで来てないと思います。幸田

の中には、岡崎と合併すると吸収合併になっちゃうけど、西尾だとか蒲郡と一緒になれば、
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対等とはいわんけども近い立場で合併ができるというふうに考えているかたもあるようで

あります。ですから、もうちょっと時間がかかるんじゃないでしょうかね。岡崎市としては

決して、これは否定的には思ってません。

司会－ よろしいですか。お時間もまいりましたので、この質問で最後としたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

生徒Ｉ－ 先ほどのお話で、東岡崎駅の整備であったりだとか、今、ＪＲ岡崎駅もかなりき

れいになってるんですが、こういう状態のときに例えば、近くに家があれば住みたいとか、

東岡崎駅も近くにホテルができたりだとか、駐車場も大きなやつができて、住みたいとか、

そういうふうになってくれば、大きなところになってくるので、最終的に岡崎のきれいな山

の方とかも触ったりだとか。この前、インターンシップに行ったときに、市民病院へアクセ

スする道路を増やすっていうのをお聞きしたんですけども、そういうときも木とかを倒さ

なくてはいけないなと思ったのですが、そこら辺はどういうふうになっているのでしょう

か。

市長－ 公共事業をやっていく中で、やむを得ず木を切らなければならないときがありま

す。ですけど、基本的に僕たちは残せる木を無理に切るということはしないようにとは言っ

てます。今、籠田公園の整備なんかで切らざるを得なくて切っている木はあるんですけど、

これは全部調査させて、残せる木か残せない木か、そういうことを調査しながらやってます。

うちの嫁さんが大好きなサクラの木があって、「あれも切っちゃうの？」っていつも文句を

言われてるんですけど。できたら僕も残したいなと思ってる木があるんですけども、それは

残念ながら中が虫食いで空洞化してます。これは調査してわかったことですけど。それは残

念ながら切りますけれども、物語の継承ということも大事だと思って、緑地の関係の方に頼

んで、若い枝を切ってもらって、今、200 本ぐらい挿し木してもらってます。これがうまく

根付けば、親は死んじゃったけど子どもは生きてますよっていうことで物語を継続できる

ような、そういうこともやっていきたいと思っています。

それで公共事業の中で、木を切らざるを得ないところは切っていくということを今、言い

ましたけど、逆に山間地なんかはもっと山の手入れをしなきゃいけないわけ。今回、西日本

の災害を見てみんなわかると思うけど、山の中の木を切ったけど、運び出すのにものすごく

お金がかかる。そのためにほっかりっぱなしだった木がいっぱいあるわけ。それが今回、雨

の水と一緒になって川に流れこんで、大変な災害を起こしているわけ。だからあんなことに

なっちゃいけないから、岡崎市はなるべくその木を切って、使うようにしていこうというこ

とで、今、そのシンボル事業として新しい人道橋という橋を造るけども、表面は額田のヒノ

キを使って、きれいに全部造ります。木で造ると、これを 10年か 15 年で張り替えんとなら

んくなるわけ。だけどそれはそれでいいわけ。張り替えることによって、また木の需要がで
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きるし、それを一つのお祭りとして、これから僕は盛り上げていきたいなと思ってます。伊

勢神宮の神柱のかけ替えと一緒で。そんなふうに思ってます。

これはあくまでシンボル事業であって、それ以外にも岡崎市内には 240 か 250 ぐらい公

園があるんですけども、その公園の中にベンチだとかテーブルだとか、さまざまな施設があ

って、これから皆さんが公園に行ってくつろいでもらえるような施設整備をしていきたい

と思ってるんですけど、それに木を使っていきたいと思ってます。そうして木を使うことに

よって、岡崎の山間地の山林の整備をしていきたいと思ってます。山林の整備は本当に重要

なことであって、まず防災ということもあるし、それからきれいな水を確保するためには、

山間地を整備して、山が水を吸ってくれる、吸ってくれた水がろ過されて川に出てくる、こ

れによって私たち川下の人間はおいしい水をこれからもいただけるという、そういう循環

もありますから。そういうことも含めてやっていきたいと思ってます。

司会－ 活発なご意見をありがとうございました。それでは最後に、あらためまして市長よ

りごあいさつを申し上げます。

市長－ 今日は本当に暑い中、皆さん、ご苦労様でございました。ちょうど今、作新学院と

大阪桐蔭の事実上の決勝戦と言われる甲子園の野球をやられてるとき、その中で皆さん来

ていただきまして、本当にありがとうございます。今日は、皆さんからさまざまなご意見を

いただきましたけど、あまりにみんなが勉強してるので、僕は驚きました。皆さんの先輩の

中からも市会議員になってる人も、市の職員になっている人もたくさんいますので、これか

ら頑張って、いい岡崎をつくっていくために協力していただきたいと思っております。

それから今日は、女性のかたもみえますけども、岡崎市は今年、女性の部長さんが２人誕

生しました。周りであんまり女性の部長さんっていうと、ないんだけど、女性の課長さんも

10 人。これは分母が少ないもんで、いきなり女の人を役職にしろっていったって、簡単に

上げれるわけじゃないんだけども、僕が市長になってからは有望だという人を見つけて、な

るべく役に付けるようにして育ててきて、今、部長さんをしっかりやっていただいてます。

これからの日本の人口減少っていうのは、もう簡単に止まらないと思います。もちろんそ

のための努力はしますよ。人口を増やすための。だけど簡単には止まらないと思います。こ

れは日本だけじゃなくて、先進国共通の傾向でありますから。じゃあどうしたらいいか。そ

れは元気な高齢者のかたにもうひと頑張りしてもらう。それから女性で家庭の中に入っち

ゃってる人になるべく社会の現場に出てきていただいて、有能な人には有力な、その人の能

力に合った仕事をやって活躍していただく。そういうふうにしていかないと、日本という国

はこれからやっていけないと思います。

そのためのお手本として、まず、この岡崎市からそういうふうに仕組みを変えていきたい

というふうに思っております。また何か岡崎市に対して意見がありましたら、市役所の方で

も、僕のブログの方でも、メールでも結構でございますので、遠慮なくお寄せいただきたい
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と思います。今日は時間がなくて、細かいところを全部丁寧にお話しできませんでしたけど

も、もしお時間があったら僕のブログを見ていただくと、もう本当にマニアックに細かいこ

とまで書いてありますので。大体、そこで話はわかると思いますので、もしお時間があった

ら見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。


