
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30 年 10 月 22 日（月）15 時 30 分

場 所：岩津高等学校 体育館

対 象：同校生徒 644 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－ 本日は市民対話集会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今回

は全校生徒の皆さんがいらっしゃるっていうことで、こんなにたくさんの皆さんと話し合

いができることを大変うれしく思っております。

さて、私はこれまで、「呼ばれればどこへでも行きます」と言いまして、市民の皆さんに

対して、こうした市民対話集会をはじめ、よくここまでやってきたと思いますけど、数えて

みると 300 回以上の講演会、政策説明会を行いまして、岡崎のまちづくりについて直接お話

をしております。

どうしてそんなことをやってるかといいますと、よく政治家が勝手に政策をしてるって

いう悪口を言われるかたがおりますけれども、そういうことを言われるかたは、議会制度と

いうものを理解してないからだというふうに思っております。議会制民主主義では、議会で

議論して決まったことを政策として進めてくっていうのは正しいあり方であります。しか

し、私は『顔の見える民主主義』ということも標榜しておりまして、できる限り、自分たち

政治家のほうから直接市民の皆さまに何をどうしてやってるかということを説明する必要

がある、こういうことで、このような試みをしておるわけであります。

まだ、こうした取り組みをしておるところは全国でも珍しいと思っておりますけれども、

今日はその１回であります。これまでは希望者のみのケースもあったわけですけども、岩津

高校では多くの皆さんにご参加いただくことができまして、大変うれしく思っております。

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、岡崎の歩みということ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、また、岡崎が一

層魅力的なまちになるように考えて、各事業を進めておるわけであります。

しかし、これからもまちの魅力をさらに高め、市民の皆さん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することが必要でありま

す。安定した財源が必要ということです。幸いなことに、現在、岡崎を含むこの地域の産業

構造は大変堅調であります。全国の市長会なんかに行きますと、日本中の多くの地方都市が、

どこもここも人口の減少と財政難で四苦八苦しているわけでありますが、この愛知県はそ

うではございません。愛知県の工業製品の出荷額というのは実に 46兆円ということで、こ

れは全国で断突の１位であります。それも、この 40 年ほど連続して全国１位であります。

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 億円であります中、驚くべ

きことに、この岡崎と豊田と安城の３市だけで 18 兆円あるわけです。まさにそれを見ても、

この地域が日本の産業の中枢を担ってるってことがわかるわけでありますし、そうしたも

のづくりによってこの地域の豊かさが支えられているってことがわかります。

しかし、世界は今、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とるわけであ

ります。この地域はトヨタ系の下請け、関連の会社が大変多いわけでありまして、岡崎のも

のづくりというのも、これからそうした時代の変化の流れに対応した体質改善を的確にや

っていくことが生き残りの鍵になる、このように考えております。
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私たちはこれからも、こうしたものづくりに対しまして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きな資産があります。それは、皆さ

んもご承知のように独自の歴史的な文化資産と、川を中心とする、山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岡崎の

経済の柱にして育て上げるべく、『観光産業都市』としての岡崎のまちづくりというものに

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、現在行っております乙川リバーフロント地区の整備

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、市民

や来訪者の皆さんにこの空間をうまく活用していただくことによりまして、新たなにぎわ

いが生まれることを目指したものであります。公の機関であります市役所と民間企業との

協力によって実現する公民連携のプロジェクトであるといえます。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、すでに多くのか

たに楽しんでいただいております。若い人のカップルが増えるというのは想像しておりま

したけども、意外に高齢者のかた、また、犬を連れた女のかたなんか、多く歩いておるよう

になったわけであります。先ほどイメージ映像を見ていただきましたけども、８月から籠田

公園の整備に取り掛かっておりまして、籠田公園の南側の中央緑道、乙川人道橋を含めた一

帯の整備は、平成 31 年度の完成を目指して、ただ今進めているところであります。整備後

はこれまでどおり、夏まつりのイベントの会場として使用いたしますし、市民の皆さんに日

常的に気持ちよくくつろいでいただける場所として整備をしていきます。これから周辺も

含めこの地域は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。

そして、中央緑道には岡崎の地場産業であります石工職人の皆さまがたに力と技を尽く

して作っていただきました、本多忠勝公、井伊直政公、榊原康政公、酒井忠次公という、い

わゆる徳川四天王の石像を配置してまいります。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を再現したものでありまして、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が目的ではなくて、そこに作り上げた空間を有効に使っ

て、いかに岡崎ににぎわいを取り戻していくか、こういうことが一番のポイントであると考

えております。そのため、今後はソフト事業の展開がより重要になると考えております。あ

のディズニーランドはあれだけのコンセプトと施設の整備がなされておる中で、毎年 100 億

円を超えるソフト事業を行っておるわけです。そこを見たらわかると思いますし、その点を

忘れては駄目かと思っております。私たちはそこに 100 億円のお金をかけることはできま

せんけれども、知恵を出して、アイデアで勝負していきたいと思っております。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、水道や電源を使うこともできるよう

なルールづくりと環境の整備を岡崎市が行いますので、そこで、民間のかたには独自のアイ

デアによりましてイベントや商売をしていただきまして、稼いでいただきたいというふう

に考えております。岡崎公園に行くと、ニューヨークの公園のようにホットドッグを食べて

いるような、そんな光景が見られるようになるんじゃないかって期待しております。
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すでにこうした考え方から、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、すでに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。皆さんも、新しく良いアイデアをお持ちでありましたら、ぜひそ

れを私たちに提案していただきたいと思います。良いプランは一度検討させていただきま

して、採用していきたいというふうに考えておりますし、これまでも岡崎で行っておる政策

の多くが、そういったやり方で展開してきたものであります。

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。こちらは今、まさに工事に掛

かっておるところでありますが、徐々に形が見えてまいりましたので、皆さんも東岡崎駅近

くを通られたときには目にされてるんではないかというふうに思います。このペデストリ

アンデッキには、市民の皆さんからの寄付によって造られます、松平元康から徳川家康へと

改名した、25 歳当時の徳川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

することになっております。これも、数ある銅像ではなくて、顔は今、京都の知恩院に若い

頃の家康公の木彫の像が残っておりまして、それが一番本人に似ているということは昔か

ら言われておりましたので、その面立ちを元に顔は作っております。それから、家康公がか

ぶってる兜、鎧、これはいわゆる晩年の頭巾型のものとは違いますけれども、これは若い頃

はこういうのを着てたということでありまして、それが徳川四天王の酒井家にまだ保存さ

れておりまして、それを元に作っておりますので、時代考証的にも大変に優れたものができ

るわけであります。しかし、家康公というと、ＮＨＫの大河ドラマなどを見てもわかるとお

り、世間ではとかく『タヌキおやじ』のイメージで描かれることが多いわけでありますけれ

ども、実際はそんなふうではなかったというふうに私たちは思っております。今回のこの像

の建設を機に、志ある若武者のイメージとして売り出していきたいと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階建ての新しいホテルをはじめ、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が決まりまして、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、新しい岡崎の名所となり、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の

で、ぜひご期待いただきたいと思います。この家康公の像も、ただ単なる銅像じゃなくて、

岡崎を担う子どもたちが入学試験に出掛けたり、大きなスポーツの試合に行くときに、ちょ

っと立ち止まって黙礼をしてから行くような、そんな場所になってほしいなというふうに

思っております。

さらに、乙川リバーフロント地区の整備に続きます取り組みとしまして、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
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ていきたいと考えております。意外と知られておりませんけれども、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。その中心となりますのが岡崎公園であり

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整備をしてまいります。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、極めて歴史的な価

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思っております。先日、新聞や

テレビで話題となりましたけれども、天守台石垣の発掘調査によりまして、徳川家の家紋で

あります三つ葉葵の金箔瓦が発見されました。これは名古屋城に続き全国で２例目であり

まして、大変珍しい貴重な歴史的資産であるとともに、岡崎城の価値をさらに高めるもので

あると、このように考え、うれしく思っております。

それから、城跡内には 216 面もの石垣があるわけですけれども、これはきちんと調査をし

まして、その結果を元に『石垣めぐりマップ』を作成しまして、この５月から配布しており

ます。多くのかたに石垣を見て、昔のお城がどんなふうであったか、そんなふうに楽しんで

いただけたらと思っております。なお、遠からず、岡崎城も名古屋城と同じように、改築す

る時期が来るわけであります。これをどのように建て替えるか、木造にするのか、鉄筋コン

クリートにするのか、こういう問題を決めなければならないときが来るわけであります。私

たちはそれまでにできる限り正しい資料を集めておきますけれども、どのようにしていく

かってことは、今から 10年、15年後の市民の皆さん、議会のかたがた、一緒になって考え

ていただきたいと思っております。

この岩津地区の松明院には、熊本の細川家に関わると伝わる歴史的な資料もあるってい

うふうに聞いておりますけれども、岡崎には他にも足利氏に関わる資料もありまして、それ

でアピールしていきたいと考えております。足利尊氏のおじいさんの屋敷がこの岡崎にあ

ったそうでありますし、あと、足利尊氏自身も岡崎に滞在したことがあるそうであります。

また、矢作川は南北朝の動乱の戦端が切られた場所であるそうであります。こうしたことが

意外と知られておりませんので、しっかりとアピールしていきたいと思っております。

そして、先ほど少しお話ししましたが、観光産業に欠かすことのできない三大要素という

のは、まずおいしい食べ物、それから面白いおみやげ、独自のサービスであるというふうに

考えております。特においしい食べ物は重要であります。どんな観光地に行きましても、そ

こに行ったら名物というのはあるわけでありまして、そうしたものをぜひ岡崎ブランドに

したいと思っております。ご存じのかたもおいでになると思いますけれども、地域的表示ブ

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、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けるようになりたいというふうに思っております。

先日、中央総合公園で行われました『理科・技術家庭科作品展』におきまして、岩津高校

の皆さんの出展コーナーを見せていただきました。調理国際科や生活デザイン科の生徒さ

んがその技や作品を披露しておられましたが、岡崎のサービスに活用できるような良いア

イデアがありましたら、ぜひそれを私どもに教えていただきたいと思います。
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なお、ご当地グルメと言えば、毎年東京で『ふるさと甲子園』という催しが行われており

ますけれども、これは観光ＰＲとご当地グルメの紹介によりまして地域を活性化するため

のイベントであるわけですが、今年の８月に行われましたこのイベントで、岡崎は人気ユー

チューバーの『東海オンエア』と、市内のラーメン店『キブサチ』さんのパフォーマンスに

よりまして、何と全国から 55の地域が参加しとるわけでありますけども、この中で初出場

でありながら見事、『行きたいまちＮｏ.１』のグランプリを獲得いたしました。さらには『ご

はん・パン・麺類部門』におきましても第１位を取ったわけであります。これは大変名誉な

ことでありますけれども、このことに甘んじることなく、これからも『観光産業都市』とし

ての岡崎に向けて努力していきたいと考えております。

そして、岡崎市の東部におきましては、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して、まだ完成に向けては用地の転用という手続きを

しなければなりませんので、あと数年かかる見通しでありますけれども、この事業が実現す

れば、愛知県で初の施設として、最近名古屋にオープンしたララポートと同様に、市外から

も多くの人が岡崎を訪れるほか、地元に 2,000 人規模の新しい働き口が生まれることも期

待できます。同時に、岡崎市にとりましても、これは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、すでに市民会館の再生も実現し、こども発達センター、額田の『こも

れびかん』、ＪＲ岡崎駅前の整備も完成しております。平成 32年度に向けて、新しい総合病

院と龍北運動場の整備も進んでおりまして、また、市民の皆さんから大変要望の多い、家族

で楽しめる市民プールなども考えてお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『夢ある新しい岡崎』を築き上げることであります。

そしてまた、私は常々『観光産業都市』としての岡崎を標榜してはおりますが、その原点

はあくまで住んでいる人が楽しく健康に暮らせることでありまして、そうしたまちでなく

ては、とてもよそから人に来てもらえるようにはならないというふうにも考えます。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にしていただきまして、岡崎市が

どのように、どのような仕事に取り組んでいるかに興味を持っていただきまして、自分たち

がこれから岡崎をどんなまちにしていきたいか、そんなことを改めて考えていただきたい

と思っております。これから一緒に、より良い岡崎をつくっていこうではありませんか。

それでは最後に、乙川人道橋から籠田公園までの通りと、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。

市長－ 皆さん、いかがでしたでしょうか。この乙川人道橋も、そこから籠田公園までの通

りも、今は仮の名称が付いておりますけれども、ふさわしい名前を市民の皆さんに考えてい

ただきたいと思いまして、ちょうど今日までなんですけれども、名称を公募しております。
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これから選考してまいりますけれども、どんな名前に決まるのか、私も大変楽しみにしてお

ります。

それから、岡崎市は現在『岡崎ハート』をテーマといたしまして、郷土愛の心でまちの魅

力を発信する活動に力を入れております。皆さんも今日の話を元にしていただきまして、ぜ

ひ、皆さんのお気に入りの情報を発信して、この岡崎市をＰＲ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－ さて、ここからは意見交換を始めたいと思います。ただ今の市長の説明でありまし

たように、岡崎市のまちづくりとか観光産業、それか日頃から皆さまが市政や学校事業みた

いなものや、いろんなものに対して感じることなど、ご意見とかご質問などありましたら、

挙手でお知らせいただきたいと思います。どうでしょうか、よろしくお願いいたします。

生徒Ａ－ 先ほどの市長さんの説明とか、あとスライドとかを見まして、二つほどお聞きし

たいことがございますので、簡単に言います。

まず東岡崎駅前の康生通についてなんですけれども、あそこの辺りはせっかく商店街み

たいになってるのに、それをどうやって活用するかっていうのがなくて。あそこをもう少し

活用すれば、先ほどの東岡崎駅のところのホテルであったり商業施設とかとのタイアップ

もできますし、地元の高校であったり、市とか、あと、せっかくローカル的には家康行列っ

てものがありますので、それとのタイアップであったり行事だったり、そういうことを考え

て、そこの商店街を何とかもう少し活性化してくれないかと思います。バスだったりとかも

通っていて、せっかく景観が良いので、あそこをもう少し開発してくれたらいいなと思いま

した。

もう一つは、スライドでも紹介されていたとおり、愛知病院と岡崎市民病院の合併につい

てなんですけれども、私の父が少し介護関係の仕事をしておりまして、岡崎市民病院の院長

さんだったりとかとも、いろいろお話をしたりすることがあるらしいんですが、最近少し財

政に困っていると、赤字であるという話をよく聞くそうです。岡崎市のほうもいろいろ対策

はしてると思うんですが、これから岡崎市民病院と愛知病院が合併するに当たって、もう少

し財政を増やしたりですとか、何とか県や市とかから、患者を増やしていって、もう少し病

院の規模であったりですとか、病院の設備であったりですとか、赤字をどんどん減らしてい

ってほしいなと思いました。以上でございます。ありがとうございました。

司会－ はい、ありがとうございます。それでは今の２点につきまして、市長、よろしいで

しょうか。お願いいたします。

市長－ 大変ポイントをついた、いい質問だったと思います。東岡崎の駅前だけじゃなくて、

康生の再開発をしっかりやってくれってことでございますが、康生の再開発事業というの
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は私だけじゃなくて、私の二代、三代前の市長からの課題の仕事だったわけです。今までも

何もやってなかったわけではなくて、各市長さん、各市政においていろんなことをやってき

たんですけれども、それが時代に合わなかったのか、一時的な効果は発揮しましたけど、な

かなか継続的な効果というのを発揮いたしませんでした。

それから商店街の形式も、やはり今、大規模店舗が出てくると、そちらのほうが駐車場が

あるし便利ですから、みんなそっちに集まっちゃって、中心市街地の商店街っていうのは衰

えておると。これは岡崎だけの現象ではなくて、同規模の全国のまちに行くと、みんな同じ

現象があるわけです。それをどうしたらいいかということで、私どももさまざまな事業転換

をしておりまして、これは岡崎市が援助はできるけど、主導でなかなかやっていくことがで

きない部分があります。

と言いますのは、土地の権利というのは、一般のかたが持つ土地ですから、それを集約し

てやってく際には、ご協力いただけないと大きな事業はできません。ですけども、今、駐車

場を集中管理してやっていこうとなると、もっとたくさん車が止めれるんじゃないかと、こ

ういうことに気が付きまして、それ今、進めておりますし、空き家となっておりますビルな

んかも、これまでどうしても私たちは、通常のあり方にとらわれた物事っていうのは本当に

やってきましたけども、若い人たちの意見を聞きまして、それをその人に任せると。例えば、

もう古くなって今は使われてない建物、鉄筋コンクリートの３階建ての建物ですけども、一

つ一つの部屋をそれぞれのコンセプトでもって、音楽の部屋だとか、スケルトンの部屋だと

か、それから部屋の中ですけど、テープ貼ってるような空間をつくりまして、そういった面

白い空間をつくって、民泊風のホテルがもうすでにできています。これはもちろん、これを

基準にやってるっていうわけではなくて、岡崎もやっぱりホテルっていうのは必要であり

ますので、現在『太陽の城』の跡の土地に新しくシティホテルに来てもらうように準備をし

ております。

それからそういった流れの一環として、先ほど申し上げました、東岡崎駅前の９階建ての

ホテルも造るわけであります。岡崎で大きな事業やイベントなんかやりたいと思ってます

ね。きちんとしたお客さんに来て泊まっていただけるだけの施設っていうのが十分なくて、

例えば私たちで言うならば全国の市長会だとか、全国部長会からやりたいと思ってるんで

すね。今の岡崎のホテルの数だけでは十分な部屋数がないわけです。そういうことに対応で

きるようなものをやっていきたいと思っております。

それから商店街の運営も、商業っていうのは本当に難しいものでありまして、私たちがこ

れがいいだろうと思ってやってもらっても、なかなかそれが時代に合わなくて流行らなか

ったり、こういうことはたくさんあるわけであります。ですから、こういったものは行政は

手伝いますけれども、やはり民間のそういった専門家のかたにやっていただいたほうがい

いだろうってことで、今、その流れの中で進んでおります。

それから市民病院と愛知病院のことでございますけれども、市民病院には岡崎の医療給

付を受けまして、昔から柔軟に一つ一つ進めてきております。実は今の岡崎病院も移管しま
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したけども、県の病院でありまして、もともと肺がんの病院として始まった病院でありまし

て、これがだんだん大きくなってきたのであります。私が県議会議員のときでしたんで、よ

く覚えておりますけれどね。県としては、この愛知病院っていうのは、なかなかどうも、は

っきり言って儲からない病院であったので、できたら縮小したい、もっと言えば廃止したい、

こういう流れがありました。それを当時の地元の県議会議員の話も含めてなんですけれど

も、なるべく残してくれっていう運動をしまして、残しておったんですけれども、名古屋の

がんセンターの支部としての病院ということで、『愛知県がんセンター愛知病院』というこ

とで岡崎でこれまでやってきたわけだった。しかし、がんの病院に特化するということで、

これまでさまざまな分野でもやっとりました、歯科だとか、耳鼻咽喉科だとか、眼科だとか、

そういった部門を全部切り捨ててやめてきちゃったんです。その結果が今の愛知病院にな

りまして、この愛知病院をどうするかっていうのは県の大変大きな問題になりました。

それで私たちは、岡崎全体の医療ってことを考えたときに、岡崎市民病院はあるけれども、

40 万都市に総合病院が一つしかないっていうのは、これはやはり不安でありますから、特

に南部のほうに新しい病院が欲しいっていうことで、これは僕が最初に市長選挙に出たと

きの争点の一つだったんですけれども、もう一人の候補のかたは市民病院をもう１個つく

るということでございましたけども、市民病院をもう一つつくるっていうことになります

と、つくるだけで 400 億円ぐらいかかって、毎年 100 億から 150 億の維持管理費がかかる

わけです。それは岡崎の規模のまちでは難しいだろうということで、私は民間の病院を誘致

したいと。その当時はどの病院を連れてくるかっていう目算があったわけじゃないんです

けども、市長になりましてから、いろんなところに声を掛けまして、その中の一つが藤田学

園の医科大学病院でありまして、それが先年、岡崎につくるっていうのが正式決定いたしま

して、平成 32年の春には開業ができるように、今、準備を進めとるわけであります。

それから、公立病院が赤字なこともさっき言われたようですけども、これは僕が県議会議

員のときにもお医者さんと県議会議員とよく議論したんですけれども、民間病院は自分の

得意なもの、それから儲かる分野で皆さんやりたいっちゅうことでやってるわけでありま

すけども、公立病院っていうのは民間病院としてやろうとしたら設備投資だとか、なかなか

ビジネスとしては儲からない、そういう分野をも全部一手に引き受けて担っていくのが公

立病院の意義だってふうに思っております。ですから、そういった公立病院が赤字になるか

らといって、この分野はやめてしまうって、こういうことはできないわけであります。です

から基本的な性格として、公立病院は少し赤字になっても、やっていかなくてはならないも

んだというふうに思っています。ただ、その赤字が際限なく高くなってもいいということは

思っておりません。もちろん、私たちもさまざまな合理化の工夫をして、その病院の運営っ

ていうのはやっていきたいと思っております。特に今回、岡崎の南部に本当に素晴らしい病

院が出てきておりますので、上手に業務連携をして、あと役割分担をして、市民病院と新し

い総合病院との間で連携を取ってやっていきたいと思っております。

それから岡崎が本当に素晴らしいのは、普通こういった大きな病院が進出するっていう
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事業をやろうとしますと、大体地元の医師会、お医者さんたちが反対するわけです。自分た

ちの商売敵、しかも大変強い力を持った商売敵が来るから、大体反対するんです。ところが、

岡崎のお医者さんたちっていうのは大変意識が高くて、岡崎のレベルのまちで総合病院が

一つっていうのは自分たちも不安だと。そうしたものにぜひ来てほしいということで、今回

も新しい総合病院をつくるのに一番協力していただくのが、岡崎のこの医師会の先生がた

であります。そういう意味で私、岡崎の病院のお医者さんたちには本当に敬意を払っており

ます。これからもまた協力して、より良い医療がこの岡崎に根付くようにしていきたいとい

うふうに思っております。

総合政策部長－ 今の質問に対してはほぼ市長さんがお答えになりましたけれども、リバ

ーフロント計画に一つ、たぶん、今お尋ねの商店街の活性化のことで。これ、大切なことだ

と思いますけども、今、このリバーフロント事業というのは、この岡崎のちょうどど真ん中

を縦断しております乙川、この乙川をもっと使って活性化しようと、乙川を使ったまちづく

りを進めようということで、いろんなことに取り組んでおります。ですから、あくまで陸地

にある商店街だけじゃなくて、最近は『おとがワ！ンダーランド』ですとか、あと『泰平の

祈り』のようなイベントですね、そういったものを少しずつやってます。岡崎市でも市民の

かたがたでも、まだ十分に川で遊ぶ、川を暮らしの中に取り込むということは行われてない

と思いますけども、これからはもっと、この市の中心部を流れている川を使ったまちづくり、

こういった面で河川空間を使った活性化というのも十分可能性があるということで進めて

おりますので、またよろしくお願いしたいと思います。

市長－ すみません。もう一つ、言わずもがなかもしれませんけど、繰り返し申し上げてお

きたいと思います。この中心市街地の再開発事業というのは、別に市役所へ役人が集まって

勝手に政策を決めて、議会を通してそれでやっとるわけじゃないんです。まずそれを推進す

るに当たって、地域で何回も会合を開きまして、地元の商店街の皆さまがたのご意見を拝聴

し、また推進する中でも、その中に商店街の代表のかたに入っていただきまして、それから

よその地域でまちの活性化に関して、先進事業で成功している人たちがいます。その人たち

にも来ていただいて、知恵を貸していただいて、また、建築だとかまちづくりの最先端の研

究を専門にやっておられます大学の先生がたにも来ていただきまして、お知恵を拝借する

中で、それぞれで議論を重ね、今は推進しとるところでございまして、決して岡崎市が勝手

にやっとることじゃありませんので、それだけは理解いただきたいと思います。

司会－ はい、よろしかったでしょうか。では次、ご意見あるかた、挙手をお願いします。

いいですか。

生徒Ｂ－ 僕は康生町に住んでて、よく東岡崎駅を利用するんですけど、駅前の工事とかで
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一部、今、駐輪場がつぶれて使用しにくい状況なんですけど、仮設で駐輪場をつくってほし

いのと、あと駅前の複合施設ができたときに駐輪場がどうなっているか聞きたいです。お願

いします。

総合政策部長－ 今の仮設駐輪場が少し離れてるんですけど、以前あった『太陽の城』の跡

地、市長さんも先ほど、新しいホテルの建設予定地だといったところ、あちらのほうに実は

駐輪場が用意してあるんで、ちょっと離れておるんですけど、まずそちらにあります。

それと今、吹屋橋公園のほうにも少し用意してあったかと思うんですけども、以前あった

千数百台という台数は全て、それでカバーできてるとは思っていません。少し少ないかとは

思っています。これで今の駅前整備が終われば、駐輪場はちょうど今建設中のペデストリア

ンデッキの先のところに従前の台数とほぼ同じものができます。ただ有料になりますので、

その代わりに防犯カメラとか人を付けたりして、安全安心な駐輪場にしているんですけど

も、有料の形で台数を十分こなせるだけの駐輪場が用意されます。そういう計画です。

司会－ よろしいですか。では次、ご意見、ご質問のあるかた、いいですか。

生徒Ｃ－ 本宿にアウトレットモールをつくるっていうことで、道路の渋滞などが予測さ

れるんですが、どのような点でどのような配慮をしたいと思っているのか教えていただき

たいです。

市長－ ありがとうございます。大変いいポイントの質問だと思います。そもそも、岡崎の

東部にアウトレットモールが来るというのは、私たちが来てくださいって言って呼んだわ

けじゃなくて、三菱地所という会社が、日本全国でここでビジネスをやると大変うまくいく

だろうというところを実地調査してまして、その中の一つが岡崎であったわけなんです。と

ころが当初、私のところにその話が来たときに、聞いてる話ではどうも岡崎だけではなくて、

浜松、豊橋、蒲郡、それからもう１カ所どこか、５カ所ぐらいの中の一つの候補地が岡崎だ

ったってことなんです。ですから地元の地主の中には、「あんなもん岡崎に来ないから、あ

んた、あんなもんやるって乗っかってっちゃあかんで」ってことを僕に言われるかたもおり

ました。ただ、その会社が立地の調査をきちんとやる中で、東名高速道路があって、しかも

新東名高速道路ができて、さらに名鉄の本線が走っている。しかも、その下には国道１号線

がある。こういった交通の手段が複数ある。そういうことで、これ、山中と本宿の中間地点

の農業地域なんですけれども、そこを中心に広い土地が確保できる目算があるということ

で、先ほど言いましたように農地転用といって、農地をそういうことができる、開発ができ

るような土地に変える手続きを県と国に持ち出していって、手続きができないと工事にか

かれませんけれども、そういった意味で一番ここが有効性があるということで、岡崎におみ

えになりました。さっき見ていただいた映像は、そこの会社が一番最初に持ってきた映像で
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あります。

これは、ただ単にものを売るんではなくて、アウトレットというのはどちらかといえばブ

ランド品や高価なもの、そういったものを主軸で売るところでありまして。ですから、それ

をつくると中心市街地の商店が迷惑を被るじゃないかという人がいましたけども、売る商

品そのものが違いますので、そのことによる影響はないと思っております。

それから、さっき道路のことを言われましたが、道路につきましては、そもそも岡崎につ

くる一番の目算っていうのが、交通の要所、しかも高速道路のインターチェンジが二つある

中間点につくるっていうことでありますから、先方はやっぱりそういうことを考えてつく

られたんであります。それで高速道路っていうことになりますと、静岡の御殿場にもアウト

レットモールがありますけれども、これは高速道路のすぐ横にアウトレットモールをつく

ってしまいまして、そのために大売り出しをしたときに渋滞ができて、その渋滞が高速道路

の中まで続いてしまうことがありまして、その点をしっかり考えたほうがいいということ

で、岡崎の東名高速道路から２キロぐらいの距離がある、それからもう一つの新東名高速道

路からも同じぐらいの距離があるということで、この場所が選ばれたのでありますし、もち

ろん私たちも、大売り出しの日であれば道路が渋滞することは考えておりまして、それに対

応する市道の建設でありますとか、県に対しましても、道路整備のことは県議会議員さん、

国会議員さんを通じて、合わせながらやっております。もちろん、これはこれから進めてい

く事業でありますので、やっていく中でこうやって力を加えていきたいというふうに思っ

ております。

司会－ はい、よろしかったでしょうか。次にご意見、ご質問あるかた、ぜひ手を挙げてい

ただいて。よろしいですか。

生徒Ｄ－ 市長さんの一日のスケジュールはどのような感じなのか教えてください。お願

いします。

市長－ 一日のスケジュールですか。これ、日によって違うんですけどね。まず朝起きて僕

がやることは、今、うち猫が６匹ほどいまして。猫が６匹、犬が１匹。まず、猫のトイレを

きれいにすること。これを最初にやっとかんと、後で大変なことになるんですよね。猫のト

イレをきれいにして、それから猫にえさをやって、水をやって、それから歯を磨きます。歯

を磨いて顔を洗って、服を替えて、それで市役所に入ります。毎日、Ａ４判１枚の黄緑色の

紙に書いてある日程表、デイリースケジュールがありまして、20 項目ぐらい書いてあるん

ですけども、大体それに 15 分、30分おきにやることが書いてあるんですけど、ほとんどそ

れに沿って、毎日活動しております。ですから、突然おみえになっても市役所にいないこと

もありますし、僕は支援者のかたや陳情のあるかたには言うんですけども、事前に電話をし

といていただければ何とか時間つくりますけれども、ほとんどそれで動いています。
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忘れられないことで、市長に当選したときに、秘書課の職員に「これから僕は、毎朝何時

に出ればいいかな？」って言ったら、「市長さんに朝の通勤時間というのはありません」と。

どういうことかなと思ったら、要するに一日 24時間、市長だってことですよ。ですから緊

急事態が起きれば夜中でも飛んでいきますし、ないときは休み時間もらうってときもあり

ますけども、僕は市長になりましてから最初の１年間でもらった休み、７日間だけです。で

すけれども、一つ言えることは、今の仕事というのはそういうふうに自分の時間っていうの

はほとんどなくて、毎日忙しく動いておりますけれども、大変やりがいのある仕事だと思っ

ております。もし、これでなんかの折りに倒れたとしても、誰も恨むことはありません。

司会－ はい、よろしかったでしょうか。では、予定のお時間も来ましたけども、最後にこ

れは聞いておきたいとか、言っておきたいってことがあるかた、おられませんか。よろしい

ですか。もう時間になってしまいますので。よろしくお願いいたします。

生徒Ｅ－ 学校にある自動販売機にもっと学割を利かせて、安くするといいと思います。理

由は、岩津から近いドミーとかダイソーに比べると高いので、よくダイソーとかに買いに行

く人がいると思うんですけど、そのときに事故に遭ったらかわいそうなので。事故に遭うの

を防ぐためにも必要だと思いますし、学割をもっと利かせて安くすると学校から出ずに買

えるので。その意見にはどう思いますか。

市長－ 例えば市役所の自販機ですと、実は１本ずつが安いんです。なぜかというと、場所

代をあまり取ってないもんですから、その分、利益を抑えるということで、たぶん通常なら

120 円から 130 円のものが 110 円とかですね、少し安い場合があったりします。今、あなた

の言われるのでいうと、よく使われる商業施設なら、簡単にいうとそれぐらいサービスして

もいいよねというところもあるのかもしれませんけども、わかりました。民間のかたとお話

しする機会もありますので、それは一度またお話ししておきます。これで許してくださいね。

それから、公立高校の施設整備、これは県の仕事になるんですよね。また、県議会議員にし

っかり言っておきます。

司会－ ありがとうございました。それでは最後に市長より、最後のごあいさつをさせてい

ただきたいと思います。お願いいたします。

市長－ 今日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。最初に申し上げま

したように、「政治家が自分たちで勝手な政策を挙げてやっとっても、うちらは知らん」て

いうことを言う人もおるんですけども、私は、これはその人が怠けているのだろうと思って

おります。これだけ新聞やテレビやいろんな情報媒体で情報が外に出て、しかも岡崎市でも

毎月２回、岡崎市が何をやってるかという広報紙が出ております。それを見れば、何をやっ
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てるかっていうのがわからないことはないと思っています。

ですけども、大変時間が長くかかりますけれども、私はこういった対話集会をこれからも

続けていきたいと思っております。中には大変厳しい意見が出ることもあります。専門的な

意見が出ることもありますけれども、できる限り、そうしたものに率直に応えてまいりたい

というふうに思っております。今日もさまざまなご意見をいただきましたが、今日言ってい

ただいたことにも、今日明日すぐ対応ができるものと、できないものとあるわけであります。

けれども、今日は一応、市の中枢におります者がしっかりそれを受け止めさせていただきま

したので、これがすぐできないにしても、今後の岡崎のまちづくりの中で、今日いただいた

ご意見を少しでも生かせるように考えていきたいと思っておりますので、またよろしくお

願いいたします。

それから、皆さんは今、15、16、17、18 歳ぐらいの年代だろうと思いますけれども、もう

すぐ大人になってしまいます。僕は後、長生きしてもせいぜい 20 年かそこらであります。

これからの日本を担っていくのは間違いなく皆さんでありますので、有権者になられまし

たときに、または自分が候補者になって、日本を、岡崎を変えてくって立場になるかもしれ

ませんけれども、そのときにどうした政策がこの地域に一番いいか、この国に何が一番必要

かってことを自分自身、心の底から考えて、多くの皆さんに訴えて、それを推進してってい

ただきたいと思います。私もできる限り努力して、岡崎をより良いまちにしたいと思います

けれども、こういうことは後に続いてやってくれる人がいなければ、すぐまた駄目になって

ってしまいますので、どうかこれからの日本、岡崎をよろしくお願いいたします。今日はあ

りがとうございました。


