
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30 年８月 17 日（金）13 時 00 分

場 所：岡崎北高等学校 社会科教室

対 象：同校生徒 50 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－ 本校の第 19 回の卒業生で現在、岡崎の市長をやらせていただいております。私が

この学校を卒業しましたのは、今からもう 47 年も前のことですので、多分、皆さんのほと

んどのご両親と同じぐらいの歳かと。同じじゃないですね。私のほうが年上だと思います。

今日は、大切な夏休みの最中にも関わらず、また、こうした猛暑の中、この市民対話集会に

ご出席いただきまして、本当にありがとうございます。

実はこうして北高の生徒さんの前でお話をするのは、大学生のとき以来なんです。当時、

私も教職課程を取ってまして、高校時代の担任に電話をかけて、「教育実習をやらせてほし

い」と言ったんですけども、「おまえは本当に教員になる気があるのか」と。といいますの

は、私の親戚は教員が大変多くて、幼稚園の先生から国立大学の教鞭を執る者までおりまし

たので、私も資格だけ取ろうと思い、教職課程を取ったわけでございます。そのことを先生

に言ったら、「うちは進学校だから、そんないいかげんな気持ちで来てもらっちゃ困る」と

一旦断られましたが、その代わり、当時、大学生がアルバイトして外国に行くというのがは

やってまして、私も自分でアルバイトしたお金で、南欧から北アフリカにずっと回ってきた

経験がありましたので、「おまえ、なんか外国行ってきたらしいから、その話を生徒の前で

してくれ」と言われまして、理科の実験室で、今日と同じように 150 人ぐらいの生徒さんの

前でお話ししました。

そのときの生徒さんの中に中学校の先生になられた方がおりまして、私が県会議員にな

って、たまたまその方とお会いしたときに、当時話した内容を本当にきちんと覚えられてま

して、人前で話をするということは、おろそかにやっちゃいかんなと、そのことを大変教訓

として覚えております。今日もそういった思いでやりますので、よろしくお願いいたします。

私はこれまで「呼ばれればどこでも行きますよ」と、こういうことを言っておりまして、

市民の皆さまに対してこうした市民対話集会をはじめ、300 回以上の政策説明会、講演会、

こういったものを行ってきておりまして、岡崎のまちをこれからどういうふうにしていく

のか、こういう話を続けてきております。

その理由というのは、私が目指しております『顔の見える民主主義』というものを実現し

たいという考えからであります。よく「知らないうちに議会で勝手に決めて、行政を行って

いる」、こういった批判をされるかたがいるんですけども、議事録が公開されて、テレビ中

継もされて、新聞や広報で情報公開が成されている今、そういうことを言われる方は、私は

ご本人がちょっと不勉強なんじゃないかなと、こういうふうに思っております。しかし、こ

れだけの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ほうから、より理解を深

める機会を設ける努力をするということは必要だなというふうに思っております。そこで、

全国でも珍しいと思いますけれども、こうした取り組みを行っておるわけであります。今日

はそうした取り組みの一つであります、どうぞよろしくお願いたします。

今、皆さんに岡崎の歩みを映像で見ていただいたわけですけれども、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、岡崎市がより魅力的なまちにな

るように考えて、さまざまな事業を進めてきております。しかし、今後も岡崎のまちの魅力
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を高めて、市民の皆さんにより満足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すること、すなわち、財政的に安定させることが必要であります。幸

いなことに、現在、岡崎を含みますこの西三河地域の産業構造というのは、堅調であります。

現在、日本中の多くの地方都市が、人口の減少と財政難に四苦八苦してる中で、この愛知

県の工業製品の出荷額は 46 兆円あります。これは全国で断突の１位であり、それも、40 年

間連続して１位になっているわけです。２番目の神奈川県が 17兆円、３位の大阪府が 16兆

5,000 億円でありますから、これは本当に群を抜いております。しかも、驚くべきことに、

岡崎市、豊田市、安城市の３市だけで、18 兆円の工業産品の出荷額があるわけです。まさ

にこの地域というのは、ものづくりによって栄えている日本の産業の中枢点である、こう言

って過言でないというふうに思っております。

しかし、皆さんがご存じのとおり、今や世界は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であります。トヨタ系の下請け、関連会社も、そうした時代の変化

に合わせて、体質改善をうまく行っていくことが、これからの生き残りの鍵を握るんではな

いか、こういうふうに思っております。

私たちは、これからもそうしたものづくりに対しては、変わらぬ支援を続けていきますけ

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。先ほど見て

いただいておわかりのことと思いますけれども、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、

このまちのもう一つの経済の柱として育て上げたいと思いまして、『観光産業都市』として

のまちづくりに力を入れているところであります。

そのための第一歩となるのが、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、そこに生まれた施

設や空間を市民や来訪者の皆さんに活用していただくことによって、そこに新たなにぎわ

いを生み出したい、こういう考えによるものであります。公の機関であります市役所と民間

企業の努力や協力によって実現する、公民連携のプロジェクトといえると思います。現在は、

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るところであります。

後ほどイメージ映像でご覧いただきますけれども、今年度は、乙川への新しい橋、表層を

木調で造ります、仮称ですが、乙川人道橋を架けて、そこから中央緑道、籠田公園までの整

備に取りかかってまいりたいと考えております。この整備は、来年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っていきます。市民の皆さんが、日常

的に気持ちよく、くつろいでいただくことができる場所としていきたいと思います。

籠田公園は、夏祭りが終わって、いよいよ本格的に工事が始まっておりますが、これから

周辺地域も含めて大きく変わってきますので、ぜひご期待いただきたいと思います。そして、

このエリアには、岡崎の地場産業であります石工職人の皆さんが力と技を結集して作って

くださいました本多忠勝公、井伊直政公、榊原康政公、酒井忠次公、こういったいわゆる徳
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川四天王の石像を配置してまいります。もう既に像はできているわけですけれども、現在、

矢作の石工団地に保管してあります。そして、これらは単なる石像ではなくて、各武将が歴

史的に有名になったエピソード、そうしたものを再現した場面を石像としてるわけであり

ます。

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

ども言いましたとおり、そこに出来上がった空間を有効に使って、いかにまちのにぎわいを

生み出していくか、このことが一番のポイントであります。そのため、今後はソフト事業の

展開が非常に重要になると思っております。これから、キッチンカーを乗り入れて飲食物の

販売ができたり、電源を使う機材がそこに設置できるようなルール作りと環境の整備を行

っていきます。そこで、民間の皆様方には独自のアイデアによって、さまざまなイベントや

商売をしていただいて、稼いでいただきたい。その結果、岡崎市には税金として収入が入っ

てくる、こういう仕組みを作りたいと思っております。

既にこうした考えから、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

る『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りまして、さまざまな

活動を実施しておるところであります。これらの事業には、国や県からの協力もいただいて

おります。今回、岡崎市がやっている事業は大変有効である、こういうことを国に認めてい

ただきまして、地方再生モデル都市に選ばれました。このことによりまして、岡崎市はこれ

までさまざまな形で予算を計上してきましたけども、それとは別に、今年度だけで国から 12

億円、そして、３年間で大体 30 億円近い別枠の補助金をいただけるようになってもおりま

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道路を建設してまいります。このペデストリアンデッキは、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名前を改名した

25 歳当時の若い家康公のブロンズ製の騎馬像を、木の緑と乙川の清流を背景に配置したい

と思っております。

この25歳というのは、徳川家康公が桶狭間の戦いで敗れた後、19歳で岡崎に戻ってきて、

そして 29 歳ぐらいまでの大体 10 年間、一番若いときの家康をイメージして銅像を作って

いただいております。実は、先日、徳川家の 18代の恒孝様と一緒に、像を作っていただい

ている岐阜の神戸峰男先生のアトリエまで行ってまいりましたけども、本当にダイナミッ

クで素晴らしい出来栄えでありました。

世間では、とかく徳川家康といいますと、策略家でタヌキおやじ、こういったイメージが

多いわけであります。ＮＨＫの大河ドラマを見とっても、そういう描き方が多くて、私たち

岡崎の人間は、いつもそれを見ていらいらしとるわけであります。これからは、この像を作

ることを一つのきっかけとして、この岡崎から志ある若武者のイメージとして売り出して

いきたい、こういうふうに考えております。
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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は、乙川を望む絶好の

ロケーションでありますので、ここに９階建てのホテルをはじめ、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を決定しております。もう既に、この春か

ら、平成 31 年度の完成に向けまして工事も始まっております。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って、さらに快適で魅力的な場所へと大きく

移り変わってまいりますので、ぜひこの点につきましても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設備に続く取り組みとしましては、徳川家康公をはじ

め、岡崎にはさまざまな歴史的文物があるわけですけれども、とりわけ歴史的な文化資産を

生かした歴史まちづくりというものを進めていきたいと考えております。

現時点で、岡崎には名古屋と同じ 13 の国の文化財指定の建造物があるわけですけども、

残念ながらそのことを意外と市民のかたが知らないわけでありまして、まず、市民に対して

そうしたことの啓蒙をきちんと行います。そして、同時に外へのＰＲを行っていきたいと思

っております。

名古屋は、日本で一番人気のない大都市だということで一時有名になりましたけども、こ

れは実態を正しく捉えていると私は思っていません。名古屋は、確かに昔はビルばかりが立

ち並んで、『白い街』といって殺風景なまちではありましたけども、デザイン博以降は、ま

ちづくりに大変力を入れておりまして、今となっては本当に世界に誇れるようなまちにな

っていると思います。それがなぜ人気がないか、これは明らかにＰＲ不足であります。これ

は名古屋だけじゃなくて、われわれ愛知県人っていうのは、経済がうまくいって豊かであり

ます。だから、わざわざ外にＰＲしてお客さんに来ていただくということをあまりしていま

せん。そういう努力をしなかったために人気がないというふうに思っています。名古屋だけ

じゃなくて、愛知県内には世界に誇るような文物がたくさんありますので、これからはそう

したものをしっかりとアピールできるような、そうした政治を行っていくべきだというふ

うに思っております。

そして、岡崎の場合、その中心となりますのが、この岡崎公園であります。これからは、

家康公が誕生したまちにふさわしい史跡として、再整備を行ってまいりたいと思います。こ

とに公園の中に残っております、戦国時代から江戸時代にかけて築かれました堀や石垣は、

極めて歴史的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いうふうに思

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ってきましたけども、現地で説明会

を行いましたときに、市の内外を問わず、本当に多くのお客さんがお越しになりました。特

にその中で女性のかたが多いのに大変驚いております。あらためて最近のお城ブームとと

もに、歴史ある岡崎の城跡の持つ魅力というものを私たちも再認識しております。また、こ

の城跡内に 216 面の石垣があるわけでありますけれども、同時にこれを調査しまして、この

結果を基に、この５月に『石垣めぐりマップ』というものを作りまして、配布しております

ので、これを見て一人でも多くのかたに石垣を実際に見ていただいて、昔のお城がどんなふ
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うであったか、こういったことを想像して、楽しんでいただきたいと思っております。

なお、この岡崎におきましても、名古屋城と同じようにお城をどうするか、こういう問題

が遠からず出てくると思っております。木造で建て替えるか、はたまた鉄筋コンクリートに

するか、こういう問題が出てくるわけであります。私たちは、その時期が来るまでにできる

限り正確な資料を集めておきたいと思っておりますけれども、それをどうしていくかとい

うことは、これから皆さんも一緒になって考えていただきたいと思っております。

そして、先ほども少しお話ししましたが、観光産業をこれから推進していく中で、欠かす

ことのできない要素というものがあります。それは第一においしい食べ物。どんな観光地に

行っても、その地域ならではの美味しい食べ物というのがあります。岡崎は八丁味噌などあ

りますけれども、まだちょっと弱いですね。ぜひ、岡崎に行けばこれという食べ物をつくり

たいと思っております。それから面白いお土産。どこに行っても観光地といわれる所には、

大変楽しみなお土産があるわけであります。それから、もう一つ肝心なのが、やはりそこの

地域での独自のサービス、独自性であると考えております。特に最初に言いました美味しい

食べ物というのは重要でありますので、皆さんの中で何かいいアイデアがあったら、ぜひ教

えていただきたいと思っております。

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

題で注目を集めております八丁味噌、これも岡崎の売り物であります。これに加えて、駒立

地区のブドウでありますとか、最近、六ツ美におきましてはイチゴの栽培もやっておりまし

て、このイチゴを使った通販、また、藤川のむらさき麦など、こういったさまざまな岡崎の

名産を使った製品で、多くのかたに満足をしていただきたいと、こんなふうにも思っており

ます。

そして、知ってるかたもいらっしゃるかと思いますけども、岡崎市の東部地域におきまし

ては、県内初のアウトレットモールが進出する計画があります。これは、岡崎市がやるので

はなくて、民間の事業でありますけれども、完成までには、農地転用などの手続きをするた

めに国や県と交渉するので、数年かかる見通しであります。この事業がもし実現すれば、愛

知県下初めての施設として、市の内外から多くのかたに岡崎へ来ていただくきっかけにな

りますし、また、地元にとりましても、2,000 人規模の新しい雇用が生まれ、岡崎市にとっ

て大きなインパクトのある事業でありますので、実現に向けてできる限り積極的に対応し

ていきたいと思っております。

また、この他にも、もう既に市民会館の再生問題も解決しておりますし、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 年度に向

けまして、南部の新しい医療の拠点となります新総合病院、そして、北部における龍北運動

場、いわゆる県営グラウンドの整備もただ今、岡崎に移管されて進んでおります。また、市

民の皆さんから、市民プールを造ってほしいということを言われております。皆さんはきっ

とご存じないと思いますけども、かつて岡崎には康生の真ん中の所に『流水プール』という、

親子で遊べる大変いい施設があったんですけども、老朽化で壊しちゃったんです。冬はここ
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にスケートリンクがあったんですけども。同じものを同じ場所に作ることは難しいと思っ

てますけども、皆さんが親子で行って、楽しんでいただけるようなプールを、民間の力を借

りて造りたいなというふうに、今、考えております。

以上、本日は岡崎市が現在取り組んでおりますまちづくりの一部をご紹介したわけであ

りますが、これらの事業を進めている究極の目的は、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が持てる、そんな『夢ある新しい岡崎』を築くた

めであります。

そしてまた、私は常々、『観光産業都市』の岡崎づくりということ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暮らせるこ

とでありまして、また、そうしたまちじゃなくては、よそからお客さんに来てもらえない、

こういうふうに考えております。次の時代を担う皆さんには、この市民対話集会というのを

一つのきっかけにしていただきまして、岡崎が現在どんな政策を行っているのか、そういう

ことに興味を持っていただきまして、自分たちが将来どんなまちにしていきたいのか、あら

ためて考えていただきたいと思います。これから、皆さんと一緒に新しい岡崎を築いていき

たいと思っております。

それでは最後に、乙川の人道橋から籠田公園までの通りと、東岡崎駅前周辺の完成イメー

ジを映像でご覧いただきたいと思います。

市長－ 皆さん、いかがだったでしょうか。これは決して籠田公園だけでやる事業ではなく、

市内の 250 の公園で、その地域に合ったものをこれから作っていきたいというふうに考え

ております。この乙川の人道橋も、今、見ていただきました籠田公園前の通りも、これは仮

の名前であります。これからふさわしい名前を市民の皆さんに考えていただきたいと思っ

ておりまして、この週明けの８月 20日から 10 月 22 日までに、この名称の公募を行います。

詳しくは、皆さんのお手元にお配りしてありますパンフレットに書いてあります。ぜひ多く

のかたに愛され親しまれる、素敵な名前を皆さんからも提案していただきたいと思ってお

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の時間にさせていただきたいと思います。

生徒Ａ－ さっき、プールなど子どもたちが楽しめるような施設を作るって言ってたんで

すけど、今、県営グラウンドや中央総合公園みたいな所で、小学生が休日に気軽に行けるよ

うな場所があまりないと思いますので、子どもたちでも気軽に行けるような施設を作って

ほしいと思います。

市長－ 具体的に子どもたちにどんなものがいいかは、私どももちょっとわかりませんけ

れども、今、リバーフロント計画で、快適な空間、気軽に行って遊べる場所というものを作
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りたいと思っております。

僕が子どもの頃は、小学生が乙川で貸しボートで遊べたんですよ。もっとも、後にＰＴＡ

から禁止されちゃったんですけど。ですので、そういう楽しいウォーターフロントのような

ものを作っていきたいと思っております。

各公園も、これまで小さい子どもさんが遊ぶ場所というのは、みんなもイメージにあった

と思いますけども、これからは小さい子どもだけじゃなくて、各年代の人がみんな一様に、

空が晴れてる日は公園に行って楽しめるような。特に今は高齢化社会ですから。おじいちゃ

ん、おばあちゃんが家の中に閉じこもっとったら、認知症になっちゃいますから、なるべく

外に出て行って、みんなで話し合ったり。ヨーロッパやアメリカの映画を見ると、よくサン

ドイッチやクッキーを持ち寄って、近くの公園でみんなでくつろいで話してる場面ってあ

るでしょう。ああいうことができるような公園に、公園を変えていきたいというふうに思っ

てます。

それから、遊ぶ場所というのは、僕たちもいろいろ考えて作っていきますけども、これを

全部公共で行えば、お金が幾らあっても足りませんので、民間の力を上手に導入していきた

いと思っております。今現在の額田地域では、名古屋のほうの業者で、大変面白い施設を作

ってくれている所が一つ二つほど出てきておりますので、そういうものをバックアップし

ていきたいと思っております。

だいたい、役人が考えた話って面白くない。民間の人たちの柔軟な発想、特に若い人たち

が考えたアイデアのほうが面白いものがたくさんあります。

司会－ よろしかったでしょうか。他にご意見、ご質問のあるかた、どうぞ。

生徒Ｂ－ 最近、公園が増えてきてると思うんですけど、ボールが使えない公園が多くて。

ボールで遊ぼうとすると、小さい子どもたちとかお年寄りがいて、思い切り遊べなかったり

するときがあるんですけど、ボールを使えるような大きな公園が、僕の住んでる地域周辺に

はあんまりないんで、もうちょっと増えるとうれしいかなと思います。

市長－ まさに言われるとおり、どうしてこんなになっちゃったのか。僕らの子どもの頃は、

ボールどころか花火は上げ放題。近くの公園で、いろんなことで楽しく遊べたんですけど、

今は本当にいろんな事件が起きたせいもありますけども、規則がうるさくなってます。なる

べくそういったことができるような空間を作りたいと思います、公園じゃなくてもね。

だから、先ほど言いました河川空間とか、もっと広い所なら自由にできるようになると思

うんですよ。特にリバーフロント計画というのは、国や県から補助金をもらうために、名鉄

の電車の所から明大橋の場所を区切って、予算を決定して、今、事業を進めてますけど、そ

れ以上に私たちは広げていきたいと思っております。

特に今言われたことに関連するということならば、名鉄電車の本線から下のほうの河川
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敷、ここに今、400 台ぐらいの駐車場の計画を立ててます。これは臨時に駐車場として使い

ますけれども、通常は多目的広場として、皆さんにスポーツやイベントで自由に使っていた

だける、そういうフリースペースにしたいというふうに思ってます。そういったところをこ

れからまた増やしていきたいと思ってます。

司会－ 次にご意見やご質問がある方はどうぞ。

生徒Ｃ－ 自分が今、岩津に住んでるんですけど、友達の家に行くまでの道ってすごい暗く

て。山の中だから仕方ないですけど、すごい暗いのと、山の中にあるからすごい坂道で、よ

く夏とかに行くと、おばあちゃんたちが歩けなくて。そういうスロープ的なものがあったら

いいなと思いました。

市長－ 具体的にどこだかちょっとわからないところがありますけど、毎年、新年度が始ま

りますと、各地域の総代さんがまとまって、地域の要望書っていうのを持ってごあいさつに

みえるわけ。それに基づいて、各地域の道路整備が必要な所とか、やらなければいけないこ

とっていうのを役所のほうで調べてます。地元の要望として、そうしたものを取り入れてや

っておりますけれども、予算には限界がありますので、いっぺんに全てのことを解決すると

いうのは、なかなか難しいと思います。でも、順番にやっております。

特にここは早くやってくれっていう所がありましたら、また具体的に教えてください。担

当にその旨、伝えておきます。

司会－ よろしかったですか。他にご意見、ご質問のあるかたは順番に。

生徒Ｄ－ 自分は電車通学で岡崎駅を利用してるんですけど、そのときに最近できたアイ

ビーパークの駐輪場を利用させてもらってるんですけど、そこの通り道で、出会いの杜公園

が新しくできて、そこが結構にぎやかで、すごいいいなって思ってるんで、そこにもっと力

を入れてくれれば、もっと活気付くんじゃないかなって思ってます。もっとにぎやかになっ

て、岡崎のイメージもアップするんじゃないかなって思うので、そこに力を入れてほしいな

って思いました。

市長－ いいアドバイス、ありがとうございます。今、岡崎市はその方向で動いております。

ただ、何でもかんでも公共がやっちゃうっていうのは、さっきも言ったように、あまりいい

ことじゃなくて。民間の中から出てきた自由な意見とかアイデアのほうが、面白いものが多

いわけ。現実に、今、ＪＲ岡崎駅前は発展会の人たちが中心となって、さまざまな計画を立

てていただいてます。

かつて、古いＪＲ岡崎駅のときは、あの前に喫茶店や食堂が幾つもあったんですけど、今
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は移転しちゃって、数がものすごい少なくなっていってるんですよね。よそから来る人が

「岡崎のＪＲ駅は喫茶店すらない」って、よく文句を言われるんですけど、これからそうい

うものも誘導していきますので、ご理解いただきたいと思います。

司会－ では、続きまして、お願いします。

生徒Ｅ－ 高校生としての意見ではあるんですけれども、自転車通学の人がこの辺多いの

で、どうしても自転車同士がすれ違いにくかったりする所があるのと、また、伝馬通の辺り

も、商店街があったりするんですけど、みんな車で通っちゃうので、ちょっと立ち寄りにく

かったり、二七市の辺りも、自転車で行っても、自転車を停める場所がちょっと難しかった

りするので、岡崎の様子を僕が見る限りだと、もうちょっと自転車に乗りやすくなると、観

光とかも自転車で行えるようになるといいかなっていうことを思います。

市長－ ありがとうございます。岡崎市がやろうとしてることを先取りしたようなアイデ

アで、大変いいと思います。そういう方向にこれから誘導したいと思ってますけども、以前、

警察庁のほうから、「自転車は車道を走りなさい」という言葉が出てきたというのを覚えて

ると思いますけども、あれは、きっとその警察の人がヨーロッパかなんかに行って、ヨーロ

ッパの自転車道を見て、同じことやろうとして言ってると思うんですよ。それは、東京だと

か神奈川県のような都会の地域ですと、もう割と道路が広いから自転車専用道路ができる

んですよ。ところが、日本全国の他の道路を見ていただくとわかると思うけど、道路そのも

のが狭い。そこにまた自転車専用道路っていうのは、なかなか作るスペースがないんですよ。

ですけども、中心市街地ではそういうことができる場所がありますので、岡崎の中でも、部

分的にはそういうふうになってる所があると思います。

また、そういうふうになる前に、岡崎市の場合は、歩道が広い所があるので、歩道に青色

だとかオレンジ色で塗った所がありまして、自転車専用のスペースっていうのを作ってあ

ります。そういった形のものをこれから増やしていきたいなというふうに思ってます。

自転車を使うのは通学だけじゃなくて、最近はサイクリストというのか、自転車でいろん

な所に行かれるかたが本当に多くなってまして、特に東京なんかから岡崎に来た人の中に、

「岡崎っていうのはいい山を持ってますね」ということを僕に言った人が何人かいるんで

すよ。というのは、額田の山というのは、僕ら地元人だから割と点数が辛いけども、そうい

う都会で生活している人たちから見ると、大変素晴らしい所。そこに少し手を入れるだけで、

本当に売り物になると思ってます。ですから、そこをこれから上手に活用していきたいと思

っております。

岡崎市全体の面積の６割が、そうした中山間地ですから、これからの岡崎の発展っていう

ことを考えたときに、その山をいかに活用していくか、これが大変重要なテーマになると思

います。よろしくお願いします。
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司会－ では、次のご意見をお願いします。

生徒Ｆ－ 今、道の話が出たと思うんですけど、僕、福岡町の辺りから自転車通学してるん

です。そこの道がすごい狭いんですよ。その割に車が結構通るので、休日とかはめちゃくち

ゃ混んでたりとかしてて。福岡町の辺りに新しく病院が何軒かできると思うんですけど、こ

れができたら、またさらに混むんじゃないかと思ってて。で、母の話だと、そこの道を広げ

る計画があったっていうふうに言ってたんですけども、そういうのはどうなってるんでし

ょうか。

市長－ いいとこ突いてきたね。おっしゃるとおり、南部や東部の地域は、岡崎市の都市計

画の中では、どちらかというと農村地域というものに位置付けられてきたわけ。だから、そ

ういう形の地域計画というのが長年行われてきて、道路が十分広がってないわけ。今、急に

区画整理事業が進んで、そうした施設や道路ができてきて、自動車の数が急に増えている。

だから、今まで皆さんが自転車で行ったり、歩いておられた場所に自動車が通るようになっ

て、大変不便を感じてみえるっていうのはよくわかっております。

それで、今回大きな病院を導入すれば、必ずよそからも患者さんがたくさん来ますから、

期待されてますし、いい病院が来ますから、そのために道路を整備しなければいけないとい

うのは、われわれ市の者も、県会議員さんも、国会議員さんも共通して思っていることです。

それで、もちろん病院の計画を立てた段階で、既に道路計画につきましては、それぞれ毎

年、県、国の担当局に行って、具体的にこういうふうにしてほしいという図面まで書いて、

道路計画の推進についてお願いに回っております。

先ほどから言ってるように、いっぺんに全てが解決しないかもしれませんけれども、そう

いう計画はちゃんとできて、順番にやってきておりますので、しばらくご迷惑掛けるかもし

れませんけど、必ず良くなります。

もう一つ言っておきますと、まちづくりを進めていく中で、僕たちが勝手に自分たちの思

いだけでやってるんじゃないんです。地元の意見も聞くし、それから大学の先生、既に日本

全国でさまざまなまちづくりをやって成功してる人、そういう人たちに来ていただいて、講

演してもらったりして、最新のアイデアを出していただいて、そういうヒト、モノを基にさ

まざまな計画を立ててやっております。そういう人たちが言う言葉の中に、「まちづくりで

活性化するために一番必要なことは、そういう空気をつくること」だと。もちろん、さまざ

まな施設を作っていくことが大事なんだけども、このまちが変わっていくという空気を作

ることによって、もちろん基本的な道路とか区画整理事業とか、そういったことは行政がや

らなければ駄目ですけど、そうしたものができてくると、放っておいてもと言っちゃなんだ

けども、外からここに来れば儲かるという目を付ける人が出てきて、そういう流れがいった

んできると、そういうのは加速されていくわけ。
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まだそこまで来たとは言えないけども、岡崎の南部地域は今、そういう方向に行きつつあ

ります。

司会－ 続きまして、どうぞ。

生徒Ｇ－ よく岡崎城に行くんですけど、岡崎城の周りがほとんどビルとかマンションと

か、高い所ばっかりで、全然周りが城下町として歩けないんですけど、その辺、どう思いま

すか。

市長－ 本当にいいことを言っていただいて。僕らも同じことを思ってます。これは岡崎だ

けじゃなくて、この地域がこれまで歴史的なものを生かしたまちづくりをやろうというよ

りも、この地域は産業地域ですから、さっきも言いましたように、物を作って、もっとはっ

きり言えば、トヨタを中心とした自動車産業、機械産業、こうしたものに力を入れたほうが

お金が儲かると、そういうまちづくりをやってきちゃった結果なんです。

僕が市長になったときも、歴史まちづくりをやりたいと言ったとき、商工会議所の中から

「そんな余計なことやらんでもいいんだよ」と言う人がいました。これは、この地域はもの

づくりで儲かってきてるんだから、その豊かさをこれからも続けるには、そんな余計なこと

にお金使わなくて、ものづくりがうまくいくようにお金を使って、政治をやっていけばいい

んだという考えのかたがいました。その考えは今はいいよ。だけど、これからガソリンエン

ジンから電気自動車に変わっていったり、また、世の中がどういうふうに変わっていくかわ

かんないわけですよ。そういう中で、岡崎は、あなたが言われたように、岡崎城を中心とし

てさまざまな歴史的な資産がありますので、こういったものを生かしたまちづくりをこれ

からやっていきたいというふうに思っております。

それで、もう既にできちゃってる岡崎公園の周りのマンション、これは、私の前の人たち

が許可しちゃった。そういうことで、これは否定することができないんですよ。今の建築基

準法の中で、そういうものを建てていいというエリアがあって、そうした、商業地域という

んですけども、何でもやれる地域があるんです。そこにそういうものを建てるという申請書

が岡崎市に出てきたときに、これを止める法律が今、ないの。

これからそういうものを考えていきたいと思ってますけど、既にできちゃってるものは、

壊せと言っても壊すわけにはいきませんし、僕が今、よくそういう話をする人に言ってるこ

とは、ニューヨークを思い浮かべていただけるとわかるんだけど、ニューヨークはハドソン

リバーと、もう一つの大きな川に挟まれて、マンハッタン島っていうのがあるんですけども、

あそこはまさに高層ビルが林立しちゃってて、だけども、林立している高層ビル郡、そうい

うものが一つの美の景観になっているわけですよ。今、岡崎のお城の前のマンション。マン

ションとお城っていうのは、はっきり言ってあんまり合いません。ですけども、既にあるも

ので、それを上手にコラボレーションするようなまちづくりをこれからやっていくしかな
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いんじゃないかなと思いますし、それをやっていきたいと思ってます。

それで、その流れを作る中で、今、考えておりますことは、川沿いの景観を生かして、川

沿いを使える空間として整備することと同時に、河川堤防沿いにおしゃれなカフェだとか、

レストランも進出するような、そういう流れを作りたいということで、今、土地を持ってる

人、ビルを持ってる人たちには、ビルの１階をそういうふうに改装してくれないかというこ

とをお願いしたりしております。

現実に、それはもう大阪で成功してまして、大阪の道頓堀なんていうのは汚い川でしたけ

ども、あの川を清掃してきれいにして、川沿いにテラスを造ったり。それから、大阪の淀川

もそうですけども、淀川沿いの近接したビルは、大阪府がビルの１階を川が見えるような構

造にしないといけないという条例を作って。そんなことができるかなと思ったんで、僕、実

際に見に行ったんですけど、１階はみんな素通しで、ガラスで川が見えるような景観をつく

る努力をそれぞれのビルがしてます。それで、大体そこにカフェだとか、レストランが入っ

てます。それが新しいにぎわいを作ってまして、そういうものができてくると、またそれに

合わせた整備が次から次と出てくるんですよ。

これは必ずしも公共がやらなくても、民間が、そのほうがお客さんが喜ぶから、そういう

ふうにやっていくわけです。儲かるとわかれば、資本を投下して、そういう事業をやってい

ってくれるんです。そういう流れを作りたいというふうに思ってます。

そういう中で、あなたの言うように、ビルがなくなってくれれば本当にありがたいんです

けども、岡崎公園っていうのは、今、敷地面積に建ぺい率っていうのがありまして、岡崎公

園の持ってる面積に、その中に建てられる建物の面積比率っていうのが決められてるんで

すよ。今は目一杯建っちゃってまして、新しい施設が作れないんです。

どうするかっていうことですけども、隣接の土地で売りが出たときには、ちょっと無理し

てでもなるべく岡崎市が買って、公園の敷地面積の分母が増えるようにやっていってほし

いということを、今、言っております。

それから、岡崎公園の中では、今、いろいろ調査をやってまして、かつてここに門があっ

たというような所、そこには門を造りたいと思ってます。明治維新後、廃城令で多くの城が

壊されて、岡崎城もその一つなんですけど、その跡が大体公園になってるんですよ。公園に

なったために、お城があった所に木を植えちゃったケースが一番多くて、本来、このお城の

ここに木はないはずのものが、植えられてしまって。それが今、結構育って、一つの景観を

作ってるんです。ですから、木を切ると言ったって、また反対する人がおみえになるんです

けども、そういう人にはちゃんと説明をして、ここに木があってはおかしいと。その代わり、

木を取った代わりに、ここには何を作りますということで話をしながら、きちんと整備をし

ていきたいと思ってます。

しかも、この木というのがなかなか油断のできんもんで、石垣の横から木が出てるのがあ

るんだけど、そういうのを放置しておくと、石垣がどんどん崩れてきちゃう。そういうもの

はきちんと整備していきたいと思ってます。
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司会－ では次、後ろのかた、どうぞ。

生徒Ｈ－ 自分は、東岡崎駅を通学に使っていて、北口の西側に喫煙所があると思うんです

けど、そこを毎日通るんですけど、外での喫煙なので、煙とかがすごく充満していて、毎日

臭い思いをして通ってて。今だと、そこを避けて通学するようにしてるんですけど、それだ

と遠回りになって、ちょっと困っていて。東岡崎駅の計画の中で、屋内の喫煙所を設けてい

ただけたらよかったり、あと、路上喫煙が東岡崎じゃなくて他の所でも多いので、それにつ

いての呼び掛けもしていただけたらと思います。

市長－ ありがとうございます。屋内の喫煙所ができるかどうかは、ちょっとわからないと

ころですけど、今回の東岡崎駅前の整備を進めていく中で、まだこれ、議会にかけてません

けど、市の条例として路上の禁煙と、それから、ごみのポイ捨て禁止の条例を作りたいとい

うふうに思ってます。その中で、全面禁止というわけにはいきませんので、どこかに喫煙所

を作りますけれども、今、あなたの言われたことをちゃんと頭に置いて、考えていきたいと

思ってます。

岡崎市役所も、かつては建物の中でタバコを吸えたんですけど、今は全部駄目なんですよ。

だから、副市長もタバコを吸う場合は、自転車置き場の横の喫煙所まで歩いていって、吸っ

てます。そんなふうですけど、東岡崎駅前はちゃんと考えたいと思ってます。

総合政策部長－ 今、市長が路上喫煙の禁止とかポイ捨ての条例化っていうふうに言われ

たんですけども、間違いなく進んでおりまして、多分、東岡崎駅辺りはその指定を受けると

思います。あと、ＪＲ岡崎駅とかですね。人が多く集まる所には、全てそういう規制を張り

ます。多分、罰金までは課してないかと思うんですけれども、氏名の公表とかができるのか

な。ちょっとごめんなさい、詳しくは存じませんけども、そういう一定の抑止力に。今、あ

なたが言われた東岡崎駅の喫煙所に関しましては、この新しい基準でいきますと、恐らく囲

わなきゃいけなくなると思うんですね。

ですから、今、市長が言いましたけど、もともと開発できれいにはしますけれども、もし

かしたらその前に臭いが漏れたり、煙が出ないような、いわゆる受動喫煙を起こさないよう

な形っていうのが取られるかと思ってます。もうしばらくお待ちいただければと思ってま

す。

司会－ よろしかったでしょうか。予定の時間も近づいておりますので、最後の質問にした

いと思います。どうしても意見を言いたいというかた、思い切って手を挙げてください。

生徒Ｉ－ 籠田公園から乙川人道橋の辺りのことを言ってたんですけど、あの通りの近く
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に商業施設っていうか、喫茶店とか、そういったものがあまりなくて、大体ほとんどが岡崎

公園から籠田公園辺りに集中してしまっていて、この通りができてもそのままだと、多分あ

まり人が来ないと思うので、その近くに商業施設を招致するとか、そういったことをしたほ

うがいいと思いました。

市長－ ありがとうございます。この道っていうのは、見ていただくとわかると思うんだけ

ども、まず東側にＮＴＴが大きなスペースを取っていて、大きなビルが建ってますよね。こ

ちら側はお寺があって、あと、大きな病院があって。その北側まで行くと、喫茶店がようや

くあるんですけども、現在はそういうふうになってます。ですけれども、これから真ん中の

緑地帯を拡張したスペースをつくることによって、その空き地にそうしたものが出てきて

くればいいなと思ってます。

そして、そういうものをわざわざ誘致しなくても、さっき話の中で言いましたけども、電

源が取れる施設、水道が取れる施設も作ってありますので、中にキッチンカーだとか、そう

いう販売ができる資材を持ち込んで、そこで露店で販売していただけるような施設として

使っていただけないかなというふうに思ってます。

それ以外には、籠田公園からちょっと南に下りてきた東側のほうに、岡崎信用金庫の資料

館っていう建物があります。大変立派な古い洋館風の施設ですけど、これが今、ただの資料

館として使われてるだけで、本当にもったいないと、僕は会長さんに会うといつも言うんで

す。今はまだご了解をいただいていませんけども、あの１階にフレンチかイタリアンのおい

しいお店を誘致して、資料館は２階だけにしてもいいじゃないかということをお願いして

おって、そんなふうにできたらいいなというふうに思ってます。

それからもう一つ。岡崎には朝鮮通信使との関係で、御馳走屋敷というのがあったんです

よね。朝鮮通信使が日本列島の南のほうから上陸して、九州から中国地方を通って、大阪に

抜けてくるんですけども、その朝鮮通信使を正式に幕府がお迎えする場所というのが、なん

とこの岡崎にあった御馳走屋敷で。幕府のお役人が来て、お迎えするっていう正式なものが

あったということが伝わっております。

そして、岡崎城の図面は残ってないんですけども、この御馳走屋敷の図面だけ、どういう

わけか残ってまして。岡崎市民の中には、これを再興しろということを強硬に言われるかた

がいるんですけども、現実問題として、この御馳走屋敷のあった場所というのは、今の籠田

公園の半分ぐらいと、そして道路を越えて南側の部分を占めた大変広いエリアですので、こ

れを再建するというのは、事実上無理だと思います。

ですけども、それだけしっかりとした資料が残ってますから、何とか何分の１かの模型ぐ

らいは作って、先ほど言った岡崎信用金庫の資料館のどこかに置かせてもらえないかな。そ

して、ここにそういうものがあったということがわかるような展示をしたいというふうに

思ってます。

それから、今日は簡単に説明しちゃいましたけど、この中央緑道、これから皆さんに名前
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を付けていただきますけども、ここには徳川家康の配下であった四天王の石像をそれぞれ

並べるんですけども、これもただ単に石像を並べるだけではなくて、これがどういうもので

あるかということがわかるような、コンパクトな表示をちゃんとしたいと思ってます。今の

時代ですから、携帯電話を近づけるとＷｉＦｉによって４カ国語ぐらいで解説が流れてく

るような、そういうところまでやってきたいというふうに思ってます。今、姫路城だとか名

古屋城なんかは、そういう方向で進んでおりますけども、岡崎も近い将来、そうなるように

やっていきたいと思ってます。

司会－ 活発なご意見、ありがとうございました。お時間となりましたので、これで意見交

換を終了したいと思います。ありがとうございます。

それでは、最後に市長よりごあいさつを申し上げます。

市長－ 今日、一つお詫びを申し上げなきゃいけない。何となくこういうスタイルで座ると、

授業の延長みたいで、皆さまは大変発言しにくかったんじゃないかな。本当は輪になって、

その中で映像をやって、自由に言っていただいたほうがよかったかなと思っております。こ

の限られた時間の中で、自分の言いたいことが言えなかった人がいるかと思います。また、

人がいっぱいいると、なかなか言いにくいというかたがいたかもしれませんけれども、もし、

これをどうしても岡崎市長に伝えたいっていうことがありましたら、メールでも手紙でも

結構でございますので、私どものほうにまたお伝えいただきたいと思います。

皆さんがそういったことを積極的にやっていただくことで、岡崎はますますいい所にな

っていくんじゃないか、こういうふうに思っております。もちろん、言われたことが全てで

きるかどうか、これは必ずしもお約束できませんけれども、来たものにつきましては、必ず

目を通しますので、これからも引き続き岡崎市について考えていっていただきたいと思い

ます。

僕らはもうあと、せいぜい長生きしても 20 年ぐらいでこの世からいなくなりますけども、

皆さんはまだこれから普通に生きていけば、40年、50年、あるいはそれ以上、長生きする

わけですから、皆さんがこれからの岡崎を築いていくわけでございますので、よろしくお願

い申し上げたいということを最後に申し上げまして、終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。


