
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30年 11 月６日（火）14 時 00 分

場 所：岡崎商業高等学校 体育館

対 象：同校生徒 940 名

内 容：①開会

②市長挨拶・説明

③意見交換
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市長－ 本日は市民対話集会にたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。

岡崎商業高校は、皆さんご承知のように、明治 35 年に町立商業補習学校として開設以来、

大正から昭和期にかけて、岡崎の経済界において創業期の各企業、業界のリーダーとして活

躍されたかたを数多く輩出しておりまして、また本市の産業、経済の基盤をつくった学校で

ある、このように思っております。卒業生には商工会議所の会長をなされたかたも多く、そ

うした学校で本日こうした機会をいただきましたことを感謝しております。ちなみに私の

親父も本校のＯＢであります。

私はこれまで、「呼ばれればどこへでも行きます」ということで、市民の皆さまに対して

こうした形で市民対話集会というのをやっております。また、それ以外に 300 回以上の講演

会、政策説明会を行いまして、岡崎市のまちづくりについてお話をしてまいりました。本年

度はこういった形で各高等学校でも行っておるわけであります。いつもは最初に市政ビデ

オを観ていただきまして、それから話をするわけでございますけれども、今日は時間の都合

で市政ビデオはカットさせていただきます。

よく、政治家たちが勝手に政策を行っている、こういう批判をされるかたが見えますが、

こういう人は代議制度というものを十分理解してないのではないか、このように思ってお

ります。しかし、政治を行う者が市民の理解を深める努力をすることは重要である、このよ

うに考えまして、このような試みを行っているわけであります。その理由は、私が目指しま

す『顔の見える民主主義』を実現するためであります。このような取り組みは全国でもあま

りないのではないか、このように思っております。そして今日はその１回であります。これ

までは希望者のみのケースもありましたが、本校では多くの生徒さんにご参加をいただく

ことができまして、本当にありがたく思っております。それでは、今日はよろしくお願いい

たします。

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、岡崎がよ

り一層魅力的なまちになるように考えて、各事業を進めております。しかし、今後もまちの

魅力を高め、市民の皆さんに満足していただけるサービスを継続的に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となります。安定した財源を確保すると

いうことであります。幸いなことに、現在、岡崎市を含むこの三河地域の産業構造は本当に

堅調であります。全国市長会で各市長さんと話をしますと、日本中の多くの地方都市が人口

の減少と財政難で四苦八苦している、こんな話ばかりでありますけれども、愛知県の工業製

品の出荷額というのが 46兆円ということで、全国で断突の１位であります。それも、ここ

40 年ほど連続して１位であります。しかも２番目の神奈川県が 17 兆円で、半分以下です。

３位の大阪府が 16兆 5,000 億であります。しかも驚くべきことに、岡崎市と豊田市と安城

市の３市だけで 18 兆円。２位、３位よりもこの３市の合計額の方が高いわけであります。

まさにこの地域は日本の産業の中枢を担っている、こういうふうにいっても過言ではない

と思います。ものづくりによってこの地域の豊かさが支えられてるということがいえます。

しかし、皆さんもご存じのとおり、今やガソリンエンジンから電気自動車への時代へと移
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り変わっておるわけでありまして、トヨタ系の下請けや関連の会社の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変化に対応した体質改善ができるかどうかというこ

とが、次の時代の生き残りの鍵を握ることになってくると考えております。私たちはこれか

らもこうしたものづくりに対する支援は変わらず続けてまいりますけれども、岡崎には、よ

その市にはないもう一つの素晴らしい財産があるわけです。それは、独自の歴史文化資産と

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

一つの岡崎の経済の柱として育てあ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りますのが、今、私たちが進めております、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、市

民や観光者の皆さまにそ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

わいを生むことが目的であります。公の機関であります市役所と民間企業の協力によって

実現する、公民連携のプロジェクトになるともいえます。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、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、この８月から籠

田公園の整備に取り掛かっておりまして、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、夏祭り

のイベント会場として使用できますし、市民の皆さんが日常的に気持ちよくくつろぐこと

のできる場所としてまいります。これから周辺地域も含め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っております。

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んが力と技を結集して造って

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

四天王の石像も設置してまいります。もう既に石像はできておるわけでありますけれども、

設置するのに 800 万円ほどかかりますので、ただ今、矢作の石工団地で保管されておりま

す。もし興味のあるかたは、石工団地に行くと見ることができると思います。これは単なる

石像ではなくて、各武将の歴史的に大変有名なエピソードを再現したものであります。将来

的にはＷｉ－Ｆｉを使って、石像の近くにスマホなどを近づけると、音声で４カ国、５か国

語の解説が聞けるようになる、そんなシステムにしたいと考えております。

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、そこ

にできた空間を有効に使って、いかにまちににぎわいを取り戻していくか、このことが一番

のポイントであります。そのために、今後ソフトの事業の展開ということがより重要となり

ます。あのディズニーランドもあれだけのコンセプトと施設を持ちながら、毎年 100 億円近

い予算を使って、ソフト事業を次から次へと繰り出して成功を導き出しておるわけであり

ます。私たちはとてもそんな大金を事業に投入することはできませんけれども、アイデアと

知恵を使って、民間との協同の中で、岡崎に合った有効なソフト事業というものを今後も展

開していきたいと考えております。
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これから各公園には、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

使う機材が設置できるような施設づくりとルールづくりを市で行っていきたいと思ってお

ります。そこで民間のかたには独自のアイデアによって、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、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、皆さんもご存じだと思いますけれども、毎年やっております、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実施してい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、もしいいアイデアがございましたら、ぜひ市の

ほうに提案していただきたいと思います。良いプランは、私たちが検討して採用していきた

いと思っております。これまでの施策の多くは、そうした多くの市民、専門家の皆さんのご

意見をお聞きして進めてきたものであります。私も事業を始めたときに絶大な自信があっ

たわけじゃないんですけれども、こうして多くのかたのご協力をいただく中で、本当にいい

ものができてきたと思っております。

東岡崎駅におきましては、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道路を建設してまいります。こちらは今まさに工事を行っておりま

して、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

されてるんじゃないかと思います。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 歳当時の若き家康公のブ

ロンズ製の騎馬像を、木々の緑と乙川を背景に配置したいというふうに考えております。家

康公といいますと、ＮＨＫの大河ドラマなどを観てもわかりますとおり、世間ではとかく陰

謀家の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、私たち岡

崎の人間からすると大変不本意な思いであります。これを機に、暗黒の戦国時代を終わらせ、

300 年の平和を導き出した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のエリアには、乙川を臨む絶好の

ロケーションを生かした９階建てのホテルをはじめ、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

て工事が始まりました。これから岡崎の玄関口でありますこの東岡崎駅周辺が、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、こちらに対

し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

じめとしまして、岡崎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とい

うものを進めているところであります。残念ながら意外と市民にも知られてないところで

ありますけれども、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ります。それ

がまだ十分に生かされてないのが岡崎の残念なところではあると思っております。しかし、



4

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

い史跡として再整備してまいります。特に、公園内に残ります、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

売り物であると思っています。

先日、新聞やテレビでも話題となりましたが、天守台石垣の発掘調査におきまして、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まして全

国で２例目でありまして、大変珍しく貴重な歴史的史料であるとともに、岡崎城の価値をさ

らに高めるものであると大変うれしく思っております。城跡内にあります 216 面もの石垣

を再調査しましたところ、大変これも素晴らしいものでありますので、『石垣めぐりマップ』

を作成いたしまして、この５月から配布しております。多くの皆さんに石垣を間近に見てい

ただきまして、昔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。

遠からず、岡崎城も名古屋城と同じように改築するか、建て替えるか、はたまた木造で造る

のか、鉄筋コンクリート造りでいくのか、このことを決めなければならないときがまいりま

す。私たちはそれまでに可能な限りの資料をしっかりと集めておきたいと思いますけれど

も、どのように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

いと思います。

先ほども少しお話ししましたが、観光産業を進めていくに欠かすことのできない要素と

いうのが、おいしい食べ物、面白いお土産、独自のサービスであると考えております。特に

おいしい食べ物は重要であります。先ほど教頭先生から、本校の皆さんが作られたマドレー

ヌをいただきましたけれども、そうしたものの中から岡崎の名物というのが生まれれば本

当にうれしいなというふうに思っております。ご存じの皆さんも多い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ました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きたいと思っております。既に岡崎商業高校の皆さまに

は、地元の特産品を生かしたさまざまな商品の企画や開発、販売などの活動を通じて、商店

街の活性化や特産品のＰＲに大きく貢献していただいております。今後も若者ならではの

目線で、ユニークで斬新なアイデアを考えていただきたいというふうに期待しております。

ご当地グルメといえば、毎年東京で行われております、『ふるさと甲子園』という、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イベントがありますけれども、

この８月に開催されましたこのイベントにおきまして、岡崎が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るＰＲによりまし

て、全国から 55 の地域が出場する中、なんと初出場で見事、『行きたいまちＮｏ．１』のグ

ランプリに輝きまして、さらには『ごはん・パン・麺類部門』におきましても第１位を獲得

したわけであります。これは大変な名誉でありますけれども、これに甘んじることなく、さ

らに『観光産業都市』としての岡崎に向けてまい進してまいりたいと考えております。

岡崎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
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います。これは民間の事業でありまして、完成にはまだ用地の転用を含めて数年かかる見通

しですけれども、もしこの事業が実現すれば、愛知県では初の施設でありますし、最近名古

屋にオープンした『ららぽーと』と同様に、市外からも多くの皆さまに岡崎に訪れていただ

くことができると思います。さらに一番いいことは、地元に新たに 2,000 人規模の働き口が

生まれることも期待できるわけであります。岡崎市にとっても大きなインパクトがあると

考える事業でありまして、実現に向けてただ今、積極的に対応しているところであります。

この他にも、既に選挙公約で書きました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、これも完成しております。平成 32年度に向け

て、新総合病院と北部の龍北運動場、県営グラウンドですね、この整備も進んでおりまして、

また、市民の皆さまから大変要望の多い、流水プールに続く家族で楽しめる新しい市民プー

ルなども考えております。

以上、本日は岡崎市がただ今取り組んでおります、まちづくりの一端をご紹介させていた

だきました。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。ついでに申し上げますと、東岡崎駅前にできます家康公像も、これは市

民の皆さまがたに募金をお願いしておったわけでありますけれども、たった１年で 8,000 万

円以上のお金が集まりました。ただ今、もう少し時間がありますんで、台座のほうも日本一

のものを造りたいと思って募金を続けております。東公園にあります恐竜のモニュメント

ですけれども、これも篤志家のかたが計２億円を寄付していただきましてできたものであ

ります。郷土愛を持ってるかたが多いってことになると、そういうふうにご協力いただける

かたも多いわけでありまして、そんなまちをつくっていきたいと思っております。

私は常々、『観光産業都市』としての岡崎ということを標榜しておりますけれども、その

原点はあくまで住んで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

くてはよそからお客さんが来ていただくこともないと考えるからであります。次の時代を

担う皆さまがたには、この市民対話集会を一つの切っ掛けとして、岡崎が今何に取り組んで

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

ら一緒に岡崎をよりよいまちにしていきたいと思います。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。この乙川人道橋も籠田公園までの通りも、今は

仮の名前があります。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、先

月の 22 日まで名称の公募をいたしました。これから選考してまいりますけれども、どんな

名前に決まるのか大変楽しみであります。

それから、現在岡崎市は『岡崎ハート』ということをテーマとしまして、郷土愛の心でま
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ちの魅力を発信する活動に力を入れております。この会が終わった後にパンフレットを配

布させていただきますので、どうぞそれをご覧いただきまして、さらに皆さんがその中でど

んなプランが気に入ってるか、そんなことをそれぞれ情報発信して、岡崎を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－ それでは、これから意見交換を始めたいと思います。代表の生徒さんから順番にご

意見を伺いたいと思いますので、最初のかたからよろしくお願いいたします。

生徒Ａ－ よろしくお願いします。私はこれから先、岡崎市をさらに発展させていってほし

いという要望があるのですが、そのために一番大切なことはなんだと思いますか。

市長－ それが今日、先ほどお話ししたテーマなんです。岡崎が豊かな地域にあるのは、ま

ず間違いなく、ものづくりで栄えてるからだと思っております。自動車産業を中心として、

機械とかさまざまな産業バランスが取れている、全国で本当にまれな地域だと思っており

ます。ですけれども、これがいつまでも今のまま続くとは、私たちは思ってません。ですか

ら、岡崎が持ってる力、産業能力っていうものにはこれからも力を入れていきますけれども、

よそにはない歴史的な文化資産、皆さんの学校の前にある乙川の美しい自然景観、これをさ

らに生かしたまちづくりをしたいと思っております。

岡崎の、40 万人近い都市の真ん中をＳ字型に川が流れてる美しい風景っていうのは、僕

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。今まで

はそれが十分に生かされたまちづくりがなされていなかったわけですけれども、ちょうど

私が市長をやらせていただくようになって、それに手が掛けられる、そういう時代かという

ふうに思っておりまして、これからそうしたものを生かした『観光産業都市』っていうもの

をつくっていきたいと思っております。特に岡崎っていうのは、市域全体の６割が額田をは

じめとする中山間地なんです。この中山間地をいかに活用していくかっていうのが、これか

らの岡崎の魅力づくりの一つになると思っています。僕はこの中山間地の活用として、人口

が減っちゃうっていうことで心配しておいでになるかたもありますけれども、これを何と

か山間リゾートとして、さまざまな形で活動していけたらなというふうに思っております。

もうちょっと喋っちゃうと、今、余暇の時間が大変増えまして、キャンプをやりたいって

いう人がいます。岡崎っていうのは意外と知られてませんけれども、車の改造、改造車って

いっても暴走族じゃないですよ、キャンピングカー。これのメッカの一つの地域だそうであ

ります。アメリカなんかですと、キャンピングカーを持ってる人がキャンピングカーで出掛

けて行って、水道と電気だけつなげてればそこで生活ができるという、そういう施設がいっ

ぱいあるんです。岡崎の額田にもそういうものを造れないかと。お年寄りのかたで、食事を

つくるのが自分たちではどうにもならん、そういうかたには小さな旅館、ホテルなんかを山

間地に整備することで多面的な対応ができるようになるんじゃないか、そういうことで市
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民の皆さんに余暇の時間を過ごしていただきたいと思います。私たちが軽井沢だとか蓼科

まで行くなんていうと、時間がなかなか取れませんしお金もかかりますけども、額田なんて

車でわずか 40～50 分です。わずか 40～50 分の所に、同じとはいえないけれども、そんなに

劣らないぐらい素晴らしい山間地の空間、川沿いの場所がありますので、そういうものを生

かしたまちづくりっていうのをやっていきたいなというふうに思っております。

そうすれば、市民の皆さんも毎年余暇の時間に、１週間、10 日というまとまった時間を

取って、家族で余暇を楽しむことができる。いつもは街中に住んでおっても、山の中の自然

の風景を楽しむことができるということになると思います。しかも、中心市街地から 40～

50 分で行ける所ですから、もし急用ができても、お父さんだけ車に乗って仕事やりに帰っ

て、すぐ戻ることもできますから、お母さんと子どもさんたちは十分に毎年まとまった、そ

ういったリフレッシュする時間が持てるということになると思います。ここで一番重要な

ことは、今の時代、どこの家でもペットを飼ってるでしょ、犬とか猫。ペットを連れて行け

る、そういった施設にしなきゃ駄目だなと、これを僕はいつも担当者には言っております。

そんなものをこれから目指してまちづくりをしていきたいというふうに思っております。

生徒Ａ－ ありがとうございました。

司会－ 続きまして、次の生徒さん、よろしくお願いします。

生徒Ｂ－ よろしくお願いします。岡崎市はスポーツ振興に力を入れていると聞きます。岡

崎商業高校の近くに岡崎げんき館がありますが、フットサル施設の利用時間をもっと多く

することはできますか。また、高校生には 30 分 3,000 円は厳しいと考えますが、いかがで

しょうか。

総合政策部長－ 今、げんき館についてお尋ねがありましたけども、あの施設はＰＦＩとい

いまして、われわれの持ってる公共施設ではあるんですけれども、民間のお金と民間の営業

能力、これを使って運営してる建物なんです。どういうことかといいますと、あそこではフ

ットサル、テニス、そういう教室をやってるかと思うんですけども、これは企業がやってま

すので、その中身も料金も全て、申し訳ありませんが、どうしても企業原理で決まってまい

ります。われわれ公共が直接やれば、例えば税金でまかなえますので少し下げたりできるん

ですけども、あそこの施設は確かグランパスのジュニアチームのようなかたも来ておられ

ますけども、内容はしっかりとした魅力のあるものにして、いただくものいただく、こうい

う施設になっておりますので、申し訳ありませんが、あなたのご提案に関しては難しいかと

思います。これから公共施設っていうものもこういうふうになっていきます。稼げるところ

は民間に稼いでもらう。稼いではいけないもの、保育園とか学校、そういったものに関して

はわれわれが税金でまかなってる、そういうことになります。
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市長－ 付け加えます。リバーフロント計画っていうと、橋を造ったり道路を整備したり、

そういうハードの仕事ばかりやってるふうに捉えられがちなんですけども、僕は川を使っ

た遊びを岡崎の子どもたちができるようにしていきたいというふうに思ってます。僕らが

小さい頃は乙川沿いに貸しボート屋さんがありました。当時小学生でしたけども、友達と一

緒に小遣いが 300 円ぐらい集まると、貸しボートが２時間ぐらい借りれたんです。小学生の

分際でしょっちゅうボートに乗りに行ってました。あのときの楽しさっていうものを岡崎

の子どもたちにも味わってもらえるようなまちづくりをしていきたいと思ってます。川を

使ったスポーツ、例えば岡崎の北部のほうに行きますと、カヌーをやってみえるかたがあり

ますけども、岡崎の乙川っていうのは本当に素晴らしいんですよ。今なかなか使われてませ

んけども、殿橋から川下に、幅 50メートルぐらいで 1,000 メートル以上のスペースが空い

てるんです。使ってないんです。なんでこれを使わないんだって僕は担当部局の人にはいつ

も言ってるんですけども、ここでカヌーをやってもいいということにすれば、たぶん商業高

校や岡崎高校でカヌー部ができるんじゃないかというふうに思いますし、また、余暇の時間

に三角帆の小さいヨットとかで遊べるような、そんな乙川にしたいというふうに思ってお

ります。

生徒Ｂ－ ありがとうございました。

司会－ それでは次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｃ－ よろしくお願いいたします。岡崎市は現在、乙川周辺の整備を進めていると思い

ます。環境やまちの景観が美しくなることはとてもいいことだと思っています。しかし、東

岡崎駅を利用しない人、乙川周辺に住んでない人などにとっては、あまり今までの生活と変

化がないのではないかなというふうに思っています。そこで、河川の整備を進めることで具

体的にどのようなものが得られるのか、また、それによって市民の生活がどのように変化し

ていくとお考えでしょうか。

総合政策部長－ 今、東岡崎やこの乙川界隈で、確かに大きなお金を使って新たなまちづく

りを進めておるわけですけれども、まず一つ、これはここだけで終わらせるつもりはないん

です。先ほど市長さんの説明でも言いましたけれども、今、われわれ公共と民間事業者が一

緒になって公民連携しています。特ににぎわい、まちの活性化というのは、ほとんど民間領

域のお仕事が多くて、民間の人の力を借りなきゃいけません。この乙川という中心で、一度

成功事例をつくって、これを周辺ににじませていくっていうんですかね、グラデーションの

ように広げていくというふうに考えております。ですから、いずれ周辺部のほうにもそれな

りの効果が生まれるような、そういうような発想で事業は進めております。変化がないと言
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われたんですけど、今言いました公民連携という大きな考え方でまちを動かしてます。申し

訳ありませんけど、田舎は田舎なりの民間があります。街は街なりの規模の大きな民間があ

ります。こういったかたとうまく手をつないで、それで活性化をしたい。先ほど言いました

ように、活性化には民間の力が圧倒的に必要になりますので、そういったことを今からどん

どんやっていきますので。たぶん、大きな変化が全市的に出てくるんだろうということで進

めております。

市長－ 僕がいろんな人と話してて一番不満に思うことは、リバーフロント計画しかやっ

てないのかという人がいるんです。ところが実際に東京に行って国交省の役人と話してみ

て、日本全国でさまざまなまちおこしをやってる所があるけれど、岡崎みたいに、あれもこ

れもみんな手を出して、みんなそこそこのレベルに達してるところっていうのは珍しいで

す。大学の先生も本当に注目しているよというような話をしていただくわけです。今私たち

がやってる乙川リバーフロント計画だけではなくて、それと連動して東岡崎駅前再開発、も

う既にＪＲ岡崎駅の周辺整備が１段階済んでおります。これからさらに道路をきちんと整

理して、平成 32 年に完成する新しい総合病院、そしてこの総合病院ってのは岡崎だけじゃ

なくて、お隣の幸田や西尾や安城市からも大変期待を懸けられています。それを担えるもの

を、今既に計画して動いております。しかも大きな病院が出きてくるということで、そのす

ぐ周辺には大きな商業施設の進出がいくつか決定しております。そういうふうに、決して真

ん中だけしかやってないなんてことはございません。

東部におきましても、先ほど言いましたように、アウトレット事業が、民間の事業ですけ

れども進んでおります。これがもし実現できれば、額田を含めた東部地域でものすごい大き

なインパクトがあります。今日は時間がないので全部細かくしゃべれませんでしたけど、北

部は何もやってないんじゃないかっていわれますけれども、北部は新東名ができて、大きな

サービスエリアができました。これを地元とつなぐように生かすためにはスマートインタ

ーを造りたいと思って、これも既に国と交渉中であります。東名高速道路のほうは、阿知和

地区に同じようにスマートインターチェンジを造って、地元の高速道路との結節点にした

いということで、こちらのほうが先に進んでやっております。そういうふうに、全市的にさ

まざまな事業を展開しています。今言えることは、もうあと数年見とってください、目に見

えて明らかに変わってきます。

生徒Ｃ－ 回答ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｄ－ よろしくお願いいたします。私たちの住む愛知県は、毎年交通事故死亡率がワー

ストワンなのですが、事故防止のために岡崎市で力を入れてることは何ですか。また、事故
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防止のためにどのような対策をとられているか教えていただきたいです。

総合政策部長－ どうしても交通安全っていうか、事故の関係は県の仕事で、愛知県警の仕

事になるんですけれども、特に岡崎の場合は、たぶん愛知県でもそうでしょうけども、交通

網が発達しておりまして、岡崎でいいますと国道１号線、こちらのほうでの事故っていうの

は大変多くございます。今どういうふうにしてるかっていうと、信号の変わり方をコントロ

ールしています。スピードを出して突き抜けても次で行けなくする。信号を一つクリアして

そのまま行けるようにすると、どうしてもスピードが出ますので。信号が青になったときの

流れを「現」に「示す」と書いて現示っていうんですけども、こういった信号の表し方をコ

ントロールしているとは聞いております。ただ、残念ながら、やはり自動車の絶対量が多い

こと、道路が優れてますのでどうしてもスピードが出るということで、事故が減っておりま

せんけども、少しずつ手を打っとると聞いておりますので、よろしくお願いいたします。

市長－ 愛知県で交通事故が多い一番大きな理由というのは、公共交通機関が東京、大阪に

比べて未整備だからというふうに思っております。今後は公共交通機関の整備をしっかり

やらなきゃいかんというふうに思っておりますけども、広いエリアで車を使わないと生活

できない、アメリカに似たような所に私たちは住んでおりますので、どうしてもその結果、

交通事故が多いようです。僕は県会議員を 26 年やっておりまして、警察委員長もやってお

りましたけども、地元の皆さんからの要望で一番多いのは、信号機を付けてくれという要望

なんです。僕が県会議員になったばかりの頃は、年間に県全体で 280 カ所ぐらい新しい信号

が付いたんです。280 って少ないと思うかもしれませんけれども、信号機を交差点にワンセ

ット付けると、300 万円から 400 万円かかるんです。それが 280 です。ところが、このとこ

ろ信号機がだいぶ付いてきたということもありますし、信号機があることによって交通事

故を誘発してる、こういった研究もありまして、厳選して付けますと、たぶん今、年間に 140

～150 辺りじゃないかなと思います。なんにしても、信号機だけでこれを制御するっていう

のは難しいと思います。

そこで、僕が県会議員やっとった頃に一番最後に出てきたことが、ヨーロッパは信号ばか

りじゃなくてロータリーっていう方式で、交差点の真ん中に円形のサークルを作って、そこ

で渋滞が起きるときもありますけれども、信号によらないで、サークルを回りながらドライ

バーが自分の判断で右折、左折していくっていう、こういうシステムがあるんですけど、ロ

ータリー形式の道路を造るということが研究されておりました。まだこれは、なかなか日本

人には慣れませんので、すぐ実現するっていうことが難しいと思いますけれども、ヨーロッ

パではそのやり方でうまくいっておりますので、こういったものもこれから考えられるん

じゃないかというふうに思っております。

何よりも、交通事故を減らすのは個人の自覚じゃないかというふうに思っております。僕

は県会議員のときに、自分はそんなに乱暴な運転しとると思ってませんでしたけれども、市
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長になって公用車に乗せてもらうようになりましてから、公用車の運転手さんっていうの

は教習所の先生のようなきちんとした運転をされるわけで、個人的にもあそこまで丁寧な

運転をしないといかんなってことを反省しておりますけども、ドライバーがみんなそうい

うふうに考えてくれるようになれば、交通事故は必ず減ると思います。それからもう一つ、

高校生の皆さんにお願いしたいんですけども、一般市民として生活しとって大変気になる

のは歩道を走る自転車。これが、友達と話しながら行かれるかたがあるということで、すご

く危険です。特に体をすぐかわしたりできないお年寄り、この人たちが本当に怖がっていま

すので、皆さん、自転車に乗るなとはいいませんけども、自転車に乗るときは十分注意して

走行していただきたいと思いますので、これだけお願いします。以上です。

生徒Ｄ－ ありがとうございました。

司会－ それでは次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｅ－ よろしくお願いします。岡崎市の税金の使い方について具体的に教えてくださ

い。また、５年後、10 年後の岡崎市はどんなまちであるといいとお考えですか。また、個人

的なお願いになってしまうんですけど、私の母からで、八丁味噌蔵の近くにある子育て支援

センターにエレベーターがあるんですけど、双子用のベビーカーが入らなくてとても困っ

ています。双子用のベビーカーが入るように、６歳の弟が遊べるようにしてもらいたいと思

います。お願いします。

総合政策部長－ ありがとうございます。まず私のほうから。税の使い道ということですけ

ども、詳細にはこちらでは申しませんけども、たぶん市役所でやっとる仕事ですと、福祉と

いう部門、障がい者、高齢者のかたへの福祉、こういったものに大体３分の１ぐらいを使っ

てます。投資という建設事業、そういったものに使われるのが全体の５分の１を切るぐらい。

あとは教育やわれわれの人件費等、そういったものに使われてます。福祉に恐らく 33 から

34 パーセントぐらい使われてまして、これは国のほうから少し過剰すぎるんじゃないかと

いうところもあるんですけれども、今は大体そういう使われ方をしています。二つ目の、八

帖のほうの子育て支援センターで双子のベビーカーが入らんということでびっくりしたん

ですけども、たぶん車椅子が入るぐらいであればベビーカーも入るでしょうから、ちょっと

小さめかと思いますけども、またよく確認しておきます。ただ簡単には付けづらいもんです

から、もうしばらく我慢してくださいということで、よろしくお伝えください。

市長－ ５年後の岡崎ということですけど、今やってることが大体５年後を目指してやっ

とることばかりです。将来の岡崎ということ、皆さんが大人になる頃の岡崎の大きな課題と

して間違いなく出てくるのが、岡崎城をどうするかっていうこと。あと 10年、15年した頃
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に、今の岡崎城をどうするのか。今はコンクリートでできてるけども、同じように鉄筋コン

クリートで造るのか。鉄筋コンクリートで造ればお城の博物館使用ができます。エレベータ

ーもあります。空調もあります。明るいです。だけど、これを木造で造るっていったときに

は大変なことになります。定期的に手を加えなければなりませんし、漆喰を何十年間に一度

全部塗り替えなければなりませんし、しかも木造建築のお城というのは、はっきりいってお

寺を重ねたような建物です。そういうものを造りますと、障がい者のかたには施設のエレベ

ーターをどうするかっていう問題が出てきますし、お城の中で展示してるもののために別

に博物館を用意しなければならなくなります。そういう問題を考えていかなければならな

い時代が来ると思います。私たちはそれをどうするかというための資料をしっかり整えて

いきたいと思っております。

それからもう一つ出てくるのは、先ほどの交通問題にも関わると思います。岡崎の朝夕の

渋滞の原因というのは、最初に言いました、自動車産業関連の人たちの通勤、または帰宅の

ための交通渋滞だといって過言ではないと思います。ではどうすればいいか。通勤に自動車

を使ってる人に自動車を使うなっていうのもおかしな話ですけど、なるべく公共交通機関

を使っていただきたい。そのためには、現在岡崎市にあります愛環鉄道は、今各駅停車の電

車しか走っちゃいませんけども、これを一日も早く複線化して、特急が走れるような鉄道に

しなければならないと思っています。鉄道で早く帰れるようになれば、誰も１時間、１時間

半かけて通勤する人はいないわけです。疲れたと思ったら電車の中で寝ながら帰って来れ

ますし、そういうものを造らなければならないと思っております。そのための新しい岡崎の

玄関口として、現在愛環鉄道の中岡崎駅っていうのがありますけれども、あの中岡崎駅を名

鉄の岡崎公園前駅と一緒にして総合駅化すること。ちょうど金沢の総合駅のように総合駅

化すること。このことによって、三河の公共交通機関の名鉄と愛環鉄道という、縦軸と横軸

が一つになります。そこに本来の岡崎のセントラルステーション、岡崎中央駅を造るべきだ

なと思っております。これは私が市長じゃなくて、誰が市長になっても将来着目すべき問題

になると思います。これは皆さんたちが担ってくる課題になると思います。

もう一つは、先ほど申し上げましたけれど、たぶん私がやっとる間には完成しないと思い

ますけども、一部民間事業者でやっていただいてる岡崎の中山間地の活用であります。先ほ

ど申し上げましたように、岡崎の市民の皆さんの福祉も兼ねて、山間リゾートとして上手に

これを育てていきたい。しかも岡崎の市民も楽しめるし、即座にお客さんを呼べるような施

設にしていきたいと思います。額田の人口減少というものを考えたとき、山で生活するとな

かなか外に出る機会がないので、そこへ行くことによってそういう人が出てきます。そうい

う人が出てこないと人口は増えません。その切っ掛けになればというふうに思っておりま

す。

生徒Ｅ－ ありがとうございました。いい岡崎にしていきましょう。
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司会－ ありがとうございました。次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｆ－ よろしくお願いいたします。岡崎市には現在、イオンのようなショッピングモー

ルがあることや、先ほどお話にありましたように、アウトレットモールの誘致の話などがあ

り、今後若い人たちが集まり、さらに活気あるまちになっていくというふうに思います。し

かし、それらの施設以外に若い人たちの目を引くようなものが少ないのではというふうに

感じています。大型商業施設以外に若い人たち、10 代や 20代といった人たちが興味を持っ

てくれるような、行きたいと思ってくれるようなまちはどのようなまちだというふうにお

考えでしょうか。

市長－ まちづくりの中で重要なことっていうのは、そのまちにどんな人が住んでるか。岡

崎は東京のように若い人が圧倒的に多いまちではなくて、高齢者も中高年のかたもいる中

で若い人もいるまちですから、若い人だけのためのまちをつくるっていってもなかなか難

しいんじゃないかと思ってます。ですけども、ここまで出かかって言えないことがいくつか

あるんです。といいますのは、岡崎の東西南北の中で、民間事業者がさまざまなプランを立

ててます。その中には若い人たちに楽しんでいただけるものがあります。あまり言うと叱ら

れちゃう。まだ議会にもかけてませんし、監督局との予算的な話もしておりません。ですけ

れども、さまざまなプランが来てるっていうことだけはお話ししておきたいと思います。

今私が進めてる話の中で、さっき簡単に触れましたけども、僕が県会議員になったばかり

の頃は、今のシビコの所に『流水プール』っていうプールがありまして、夏はプール、冬は

アイススケート場になってました。それが機械の老朽化で取り壊してしまったわけですけ

ども、そこにはご飯も食べれる場所がありまして、子どもが小さいときによくそこに連れて

行きました。そういう家族で楽しめる場所がないってことをよく今のお父さん、お母さんか

ら言われておりまして、今計画しているのが、岡崎にそういったことのできる大きな市民プ

ール。今の時代に四角いプールっていうのもないと思います。まだこれ計画できてないので、

あんまり具体的なこと言っちゃったらまずいかもしれません。僕が勝手に夢に思ってるの

は、アメリカのラスベガスなんかに行くとありますけども、扇型をした大きなプール、砂浜、

その背後は芝生、ヤシの木ぐらい植えて、そこにフードコートを造って、子ども連れで行っ

たら一時間くらいで帰ってこれる、夜は９時ぐらいまで開いてる、仕事終わってからでも行

けるというような、そんな場所をつくりたいなというふうに思っております。今、担当部局

にそんな感じのを具体的に投げかけてます。造波装置まで付ければサーフィンができます。

アメリカのラスベガスにはそういうのがあります。そんなものを公共でやることはできな

いと思いますけど、民間事業を使って何とかそういうものを利用したいというふうに思っ

てます。

生徒Ｆ－ ご回答ありがとうございました。
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司会－ ありがとうございました。それでは後ろの列に移りまして、７番目の生徒さん、よ

ろしくお願いいたします。

生徒Ｇ－ よろしくお願いします。私たち高校生の多くは自転車で登下校しています。しか

し、利用している道路の中には、街灯がなくて夜とても暗かったり、危なかったりする場所

が多いです。今おかげさまで、学校の近くに街灯を付ける工事をしていただいています。今

後、他の場所での街灯設置などの工事についてどのような対策を考えてみえますか。

総合政策部長－ 街灯のお話が出たんですけども、都市計画道路とそうじゃない道路があ

って、都市計画道路というのは、われわれが思うに重要な幹線と呼んでる、そういう道路と

思っていただければいいんですけども、まずはそういった所から付けてます。残念ながら皆

さんは通学で恐らく、もうちょっと路地裏の道路を走られるかと思うんですけど、この路地

裏の道路は、そこにはどうしても民家が張り付いてまして、明るさというものが嫌がられる

傾向にありまして、今までなかなか付けるのをはばかられたんですけど、最近のはＬＥＤと

いいまして、光が拡散しません。ただまっすぐ直進しますので、民家にも迷惑を掛けないと

いうことで、今、路地裏のほうにも付ける努力をしておりますけれども、いかんせん道路延

長は長い工事ですから、少しずつ。特にこういう学校のある辺り、もしくは通学に使ってい

ただくような所は優先したいということで、今、計画を進めてるというふうに聞いておりま

すので、少しお時間いただけますでしょうか。

市長－ 道路というと、皆さんから見るとどの道路もみんな同じに見えるかもしれません

けども、行政区分というのがありまして、国の道路は国の管轄、県の道路は県の管轄、市の

道路は市の管轄なんです。でも、ここを何とかしてってことを具体的に言っていただければ、

努力いたします。ここをどうしてもっていうのがありましたら、また市役所のほうに連絡く

ださい。

生徒Ｇ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。では次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｈ－ よろしくお願いします。岡崎市として自然災害への対策を行っている事業があ

れば教えてください。私は乙川の近くに住んでいるのですが、台風が来たり大雨が降ると川

が氾濫し、道が通れなくなることがあります。水害に限らず自然災害について行っているこ

となどがあれば教えてください。
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総合政策部長－ じゃあ私のほうから。まず、乙川の近くといわれたんですけれども、乙川

は、これは一応、愛知県さんが管理しておる河川なんですけども、こちらのほうで改修、い

わゆる整備計画というのがありまして、今、逐次やっております。確か竹橋か御用橋辺りま

では改修が来て、またさらに上流でも大きな遊水池を造る、ちょうど美合の辺りなんですけ

れども、そういう計画がありまして。ただ、河川はものすごい時間がかかりますのでね。た

だ、間違いなく進んでおります。恐らくあなたが私までとはいいませんけども、中年になる

ぐらいにはたぶん、完成するんじゃないかと思っております。

それから、少し乙川からは離れますけども、占部川ですとか、例えば矢作地区の人がおら

れれば鹿乗川、それから、福岡のほうで砂川と、そういう、都市河川といって、そんなに大

きくないですが街の真ん中を流れてる川があるんです。こちらのほうは以前、死者を出して

しまった大きな台風が来たんですけども、それを教訓にしてその河川は全部、整備が終わっ

ております。特に六名からずっと福岡まで流れます占部川という所は、もう完全に改修が終

わりまして、相当雨が降っても恐らく水が溜まることはないんじゃないかと。それぐらい、

今、岡崎は河川対策というのはかなり進んでますので、ご安心をいただけるかと思っており

ます。

市長－ ちょうど今、私が矢作川改修促進期成同盟会という、周辺の市町の自治体のトップ

ということで会長をやっておりまして。つい先々週も東京に要望活動に行ってきたところ

でありますけども、今、部長のほうから説明がありましたように、大きな河川で危ない所と

いうのは私たちも大体、目星を付けておりまして。そういった所は重点的に整備をしていた

だくように、国あるいは県に毎年要望を出すようにやっております。それをやることの積み

重ねによって、そういった災害を防げるんじゃないかというふうに思っております。

ただ、物事には完全ということはないわけでありまして、私たちの努力を乗り越えるよう

な地震災害や水災害が起きたときは、これは残念ながら防ぐことはできません。例えば、も

っと具体的にいうならば、今回の自然災害のような、あのとんでもない雨が降ったときに、

仮に矢作川と乙川が同時に決壊するようなことになりますと、乙川から南のほうは、六名地

域においても深さが７、８メートルから 10メートルぐらい水に浸かってしまいます。これ

はもう、私たちの力じゃ止めようがないです。でも、そうならないように矢作川や乙川の護

岸工事を今、しっかりと進めております。

それからもう一つ、災害が起きたときに、水災害のときに避難する場所、それから地震災

害のときに避難する場所というのはおのずから違いますので、皆さんもそれぞれ住んでい

る所で、こういう災害が起きたら自分たちはどこに逃げればいいか、そういうことを個人で

も考えていただきたいと思います。私たちも防災警報をなるべく適宜、一番いいタイミング

で出したいというふうに努力しますけれども、全体を満遍なく完璧にということは、なかな

か難しいことであります。やっぱりそういうことが一番よくわかるのは、そこに住んでるか

たでありますので、常日頃からそういうことを、自分自身でも命を守るためにどうしたらい
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いかということを考えていっていただきたいと思います。

生徒Ｈ－ ありがとうございました。

司会－ では次の生徒さん、よろしくお願いいいたします。

生徒Ｉ－ よろしくお願いします。岡崎市は自然に恵まれ、暮らしやすいまちだと思ってい

ます。今後、岡崎市をもっと素晴らしいまちにするために、私たち高校生がやらなければな

らないことは何だと思いますか。

市長－ ありがとうございます。高校生のかたにやっていただきたいことは、まず一番最初

にでてきた自転車の安全。それから、まちを歩いてるとき、ごみが落ちてたら拾ってほしい

な。僕も歩いてて、気が付くとごみを拾って帰ってるんですけども、一人一人がそういうこ

とにちょっと気を付けるだけで、まちは本当にきれいになっていきます。法律が禁止しても、

やっぱり捨てる人は捨てます。ですけども、それを拾う人がいれば、まちがきれいになって

いくと思いますので。皆さんもまちを歩いているときに、自分が捨てたごみじゃなくても、

気が付いたら拾っていただけたら、まちはきれいになるんじゃないかと思います。行政は行

政でやれることを努力しますけれども、もし個人でやっていただけるようなことがあると

したら、そういうことじゃないかというふうに思っております。

総合政策部長－ ちょっとごめんなさい、一つだけ。宣伝じゃないですけども、ご存じのよ

うに選挙権が 18 歳まで下がっておりますので、やはり選挙にはぜひ行っていただきたいと

思います。私の隣におります市長さんも、結局は選挙で選ばれておりますのでね。やはり選

挙で、間接的に市政、行政に参加するということが大切かなと思っておりますんで、どうぞ

よろしくお願いいたします。

生徒Ｉ－ ありがとうございました。

司会－ それでは次の生徒さん、よろしくお願いいいたします。

生徒Ｊ－ よろしくお願いします。岡崎市はまちづくりや道路整備などの政策を行ってい

るとお聞きし、高校生でも何か役に立てないかと考えました。今、進めている政策で僕たち

高校生や市民が協力できることはありますか。

市長－ 僕がリバーフロント計画というのを発案したときの一番の切っ掛けというのは、

商業高校や光ヶ丘高校の女の子たちが、たぶん合唱部だと思うけど、橋のたもとの所に集ま
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って合唱の練習をしてたんです。そういう場面を見まして、そういうことが自然にできる空

間が欲しいなと。それが橋ではないかと。ヨーロッパの橋なんか見ますと、例えばパリのセ

ーヌ川に架かってる橋なんていうのは、必ず橋の途中にポケットがあります。そのポケット

でおじいちゃんが孫を連れて川を見てたり、釣りをやってたり。そういう空間があればいい

なと。さらにそれを広げて、そこで皆さんが楽しく歌ってる空間がつくりたいということで、

今、始めてるわけです。今度、もう数年で素晴らしいものができてきますので、私が皆さん

にお願いすることは、その空間をぜひ使っていただきたい。皆さんでさまざまなアイデアを

出して、有効に使っていただきたいと思います。それがその事業の成果になると思いますの

で、ぜひさまざまなアイデアを出して使っていただきたいと思ってます。

生徒Ｊ－ お答え、ありがとうございます。

司会－ ありがとうございました。それでは次の生徒さん、よろしくお願いいたします。

生徒Ｋ－ よろしくお願いします。先ほど話にも出ましたが、選挙権について質問させてい

ただきます。18 歳選挙で若者の意見が主体的に反映されることはいいと思います。私も２

年後になれば投票することができるのですが、私を含め多くの高校生は政治についてあま

り理解していません。そのため投票率も若年層が低いという結果になっています。若者でも

わかりやすい選挙にしてほしいのですが、何かアイデアはありますか。

市長－ 私は自分ができることとして、この市民対話集会というのをやって、岡崎市の各地

域で説明会をやっております。それから毎年１回、中学生議会という、中学校の代表のかた

と、岡崎市議会の議事堂を借りて、皆さんのさまざまな意見に答えるというのをやっており

ます。そして今年からは、別に選挙を考えて始めたんじゃないですけども、高校生の皆さん

と話し合って若い人の意見を聴くということをして、私たちも努力しております。皆さんも、

「今はもう新聞の時代じゃないよ」と言われると思いますけども、やはり社会の一番の窓口

っていうのは新聞やテレビや、今はインターネットかもしれませんけれども、そういうもの

で勉強していただきたいと思います。やはり自分が意識してそういうものに目配り、気配り

をしていかなければ、なかなか知識は増えません。僕の小学校の頃の友達で、小学生の分際

で新聞の１面を必ず見てから学校に来るっていうやつがいましたけどね、そういう子はみ

んな問題意識が大変高かったです。皆さんもそういうふうに自分から意識して、テーマを決

めて本を読んだり、新聞を眺めたりしていただきたいと思います。

総合政策部長－ すみません。ちょっとこれは宣伝ですけども、情報がわかりやすく届くと

いうのは大事だと思いまして、『市政だより』という、市から、今、市役所が何をやってる

かという冊子が毎月２回出てるんです。あまり読んでいただいていないかもしれませんけ
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ども、これを来年の 10月から皆さんのよく使われているＬＩＮＥ、こちらのほうで自分が

知りたい情報だけを選択して、受け取るような、そういった広報っていう手段を今、考えて

おります。こうしていただければ、今、市長さんも言われたように、自分の興味のあること、

例えば子育てだとか、産業、商業だという登録をしていただければ、ＬＩＮＥですと自然に

届きますのでね。そういったものを使って情報をどんどん収集していただくという、そうい

う手段も考えておりますので、よろしくお願いいいたします。

市長－ 自分の宣伝みたいで申し訳ないですけども。普通、公の場ですと、なかなか僕らも

肩肘張ったことしかしゃべれないんですけど、私はブログを、よく自分でも続いてるなと思

いますけども、これで６年、続けてきてます。ブログの中ではかなり砕けた形で政治につい

て触れたり、書いてます。本音の話も出てきますので、もしそういうことに興味があるかた

がみえましたら、かなりマニアックに書いてる所がありますので、私のブログを読んでいた

だければ、なぜこの仕事をやっているのか、なぜこの政策が必要なのかということがわかる

と思います。関心があるかたは見ていただきたいと思います。

生徒Ｋ－ お答え、ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは次の生徒さん、よろしくお願いいいたします。

生徒Ｌ－ よろしくお願いします。中学生の間は医療費がかかりませんでしたが、高校生に

なると有料になり、「家計の負担になる」と両親が言っておりました。医療費の無料化は高

校生まで広げることはできないでしょうか。

総合政策部長－ 昨今、一部で、この医療費の無料化というのを高校生まで広げている自治

体があるというのも承知しておりますけれども、ただ一つ、堅い話をいたしますと、私も子

どもがおりますけれども、親としてどこまで責任を負うんだろうと。もともとこの医療費の

無料化というのは、一番病気をしやすい幼年のお子さまの医療費、これは入院も通院も面倒

を見ましょう。それから小学校に入ってからは、やはりアクシデント的に経費がかかる、い

わゆる入院ですよね。そういったものをみんなの税金で面倒を見ようじゃないかというの

が元の発想だったんです。それで、これをもし高校まで広げたときに、果たしてどうなんで

しょう。親というのはそこまで、経費、経費で責任を負わなくていいようなものなのかどう

か。やはり税金、これ公助という、『公』の『助ける』と書きますけれども、こういった税

金でやっぱりサービスするものなのか。いや、そこはやはり日常的な通院であれば、例えば

これは親の責任なのか。もし税金が出るとしても、例えば入院という著しく経費がかかるよ

うなものに限るか。そういった、どこまでというのが、恐らくこれからの論点になるのかと

思います。私ももう既に退職が近い人間でございますけれども、やはり皆さんにこれから考
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えていただきたい。親というのはどこまでやるのか。どこからが税金なのか。税金は皆さん

が払ったものを配布してるわけですから、分配してるわけですから、その辺りは一度、また

考える必要があるかなと思っております。

市長－ これは突き詰めて考えると、国の仕組みをどういうふうにしたらいいんだろうか

という問題にたどり着くんじゃないかと思います。私は先週スウェーデンから帰ってきた

ばかりで、ちょうど見てきたばかりのことでお話ししますと、スウェーデンっていう国は、

保育園から大学まで授業料がタダです。それから病院も、１年間で１人当たり１万 2,000 円

ぐらいのお金を払っていれば、心臓の手術をしようが脳の手術をしようが、あとは全部国が

面倒を見てくれます。その代わり、税金は普通のかたでも収入の 30 パーセントから 40 パ

ーセント。もっと高収入のかたは収入の８割以上、国に取られます。そういう社会がいいの

か、それとも日本のように税金は、まあ取られてる税金はいくらでも負担だと思いますが、

それほど税金は高くないけれども、その代わり自分で子どもの学費だとか、それから高額医

療にかかったときは自分である程度負担するか、保険を掛けとくか、そういうことを自分で

考えなければいけない国がいいか。これをどうするかということを、これから皆さんたちが

考える。また、この中から国会議員になって、そういう法律を作っていただいて、国の仕組

みを変えていくほかないと思います。スウェーデンっていう国も 60年ぐらい前は日本と似

たようにまだ古い考え方、古いシステムが残っとった国であります。ですけれども、国民の

皆さん、市民の皆さんと話し合う中で、システムを変えていったわけであります。もっとも

人口が日本ほど多くないので、システム転換は日本より容認できたんではないだろうか。そ

れから国民の性質でいえば、合理的な国民性だから転換できたんじゃないかと思いますけ

ども。そういうことも、また考えていただけたらと思います。僕らも今のシステムの中でで

きる限り努力いたします。

生徒Ｌ－ ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。では最後の生徒さん、よろしくお願いいいたします。

生徒Ｍ－ よろしくお願いします。学校の登下校や普段の生活の中で、道路の幅が狭く、人

と自転車がすれ違うときに事故が起きそうになったり、歩道と車道との段差や歩道のでこ

ぼこに自転車のタイヤが引っ掛かったりし、とても危なく感じています。また高校生だけで

なく、高齢化が進んでいる中で、高齢者にもとても危ないなと思っています。何か新しい施

設を考えるのではく、まず道路など生活の基盤となるものを優先して改善してほしいと思

います。これは全校生徒から多くあった意見となります。

市長－ ありがとうございます。高校生の中でそういうふうな視点を持っていただいてる
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かたがいるっていうのは、大変うれしく思います。よく市民の中から、自転車専用道路を造

ってくれという意見があります。ヨーロッパなんかだと自転車専用通路というのがありま

す。これはやっぱりまちのシステムが違うんですよ。まちづくりの形が。向こうは中世から

馬車がまちの中を走っている。しかも石畳の道路ができてる。そういう中で、ある程度の道

路の幅があります。ですから自転車専用道路というのを造るスペースがありますけども、日

本はほんのこないだまで牛車が走ってたり、人力車が走ってたり。そういう道から今の形に

なっていったというのがありまして、各道路、とにかく市街地の１本脇の道路というのは狭

い所が多くありまして、なかなか自転車の専用道路というものを造ってくことは難しいと

思います。ですけれども、できる所からそういったものは整備していきたいと思っています。

現実的に、岡崎市内の中心市街地では歩道の一部に青い線を引っ張ったり、車道に白い線を

引っ張ったりして、自転車の専用道路というふうに指定してる所もあるわけですけれども、

こうしたものをできるだけ努力し、実施したいと思っております。

司会－ ありがとうございました。代表の生徒の皆さん、どうもありがとうございました。

それから今、市長に手渡しでご意見をいただきましたけども、ご意見のほうをご用意いただ

きました全校生徒の皆さん、どうもありがとうございました。これをもちまして意見交換を

終了したいと思います。それでは最後に、改めまして市長よりごあいさつを申し上げます。

よろしくお願いいいたします。

市長－ 今日は皆さん、本当にありがとうございました。僕たちが高校生の頃っていうのは、

もう学生運動の時代でありまして、先生に対してかなり無礼な態度で接したり、言いたいこ

とを言っとった記憶があるんですけれども、皆さんは本当に紳士的で、静かに聞いていただ

いて感謝しております。それから、これから皆さんは、今よりも少子高齢化の社会に突入し

ていくわけでありますけれども、岡崎市は今も少子高齢化社会であって、もちろん子どもが

増える社会にしていくように努力をしておりますけれども、これも急には変わりません。じ

ゃあどうしたらいいか。とりあえずは有能な女のかた、そして元気な高齢者のかた、それか

ら今も話題になっております外国人労働者ですね。やはりこうした力を生かしていくしか

ないんじゃないかというふうに思っております。

ことに岡崎市は、やる気のある女性を生かしていこうということで、私が市長になりまし

てから特に力を入れてまいりましたけども、今年度、女の人の部長が２人。女性の課長が 10

人、誕生しております。これは県下でもトップクラスだと自負しております。決して、これ

は女の人だからということで特別にポストを与えたわけではなくて、それなりの経験を積

んでいただいて、成果を出した人をまず引き上げておるわけでありますけども。これからの

世の中は、先ほどのスウェーデンの話をしますと、男女共働きというのが社会の大原則。男

女共働きという現実の中で、保育園をどうするか、学校をどうするか、医療をどうするか、

福祉をどうするかということが全て組み立てられてきておるわけであります。皆さんの時
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代になると、さらに少子傾向が強くなると思いますので、ぜひまたそういったことも勉強し

て、私たちの思い付かないようないいアイデアを出していただけたらというふうに思って

おります。

それから、民主主義というシステムでやってますけども、これにつきましても、民主主義

というのは金科玉条のように大変素晴らしいシステムだということを言う人がおりますけ

れども、これほど面倒くさいシステムはありません。お金はたくさんかかるし、無駄が多い

し、手間が掛かります。しかもちょっと油断すると、すぐ大衆迎合に堕落していってしまう

システムであります。私たちがしっかりと常に目を据えて、監視し、手入れをしていないと、

どんどんと駄目になっていってしまう可能性があるシステムであります。皆さんの時代に

より良い社会をつくるためには、今のシステムでさらに発展していけるようなものにして

いただきたいというふうに思っております。私はもう、どんなに努力して長生きしても、せ

いぜい後 20 年ぐらいのものだと思いますけれども、皆さんはまだまだ 50年、60年、70 年

という長い人生があるわけでございますので、皆さんの力でこの岡崎を、日本をより良い所

にしていただきたいと思います。今日は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。皆さま、本日はどうもありがと

うございました。それでは先生、よろしくお願いいたします。

先生－ 本日はご多用中にかかわらず、この岡崎商業高校にお越しいただき、ありがとうご

ざいました。それでは市長さんがご退席されますので、拍手でお送りしましょう。

市長－ すみません。普通はこれから自由質問の時間を設けて、何を言ってもいいよと、何

を言っても怒りませんということで、どこでもやっておるんですけれども。今日は時間がな

くてこれで終わりますけれども、どうしても市長に会ったらこれを言っておきたかったと

いうことがありましたら、私のブログのほうに手紙をいただいても、連絡をいただいても結

構ですし、手紙でも結構です。私が直接返事を書くか、それとも担当部局から返事が行くか

はわかりませんけれども、お答えいたしますので。もしありましたらご連絡をいただきたい

と思います。今日はありがとうございました。


