
平成 30 年度市民対話集会会議録

日 時：平成 30年 11 月 22 日（木）13 時 30 分

場 所：岡崎特別支援学校 管理棟２階会議室

対 象：同校生徒 40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－ 今日は私の市民対話集会にお集まりいただきまして、本当にありがとうございま

す。私はこれまで、「呼んでいただければどこでも行きますよ」と、こういうお話をしてお

りまして、今日のような市民対話会をはじめとして、これまでに 300 回以上も政策説明会、

講演会を行ってきておりまして、そうした中で、これから岡崎のまちをどのようにしていき

たいのか、こういう話を続けております。今日は時間が限られておりますので、少し難しい

話もあるかもしれませんけれども、なるべくわかりやすく話しますし、後からご質問も受け

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

日頃、私たちは市民の皆さんが安心で快適に生活ができるように、また、岡崎がより魅力

的なまちになるように、さまざまな取り組みを行っております。ですけれど、これからも市

民の皆さまに同じように満足してもらうためには、将来にわたって、安定した市の経営をし

ていくことが必要であります。岡崎市に十分な財源、お金がなくては、仕事ができない考え

です。岡崎は古くからものをつくって、それを売って、豊かな地域として栄えてきた所であ

ります。今も自動車産業を中心にしたものづくりというのが岡崎の経済の中心であります。

もちろん私たちは、これからもこうしたものづくりに力を入れていきますけれども、世の中

は着々と変わっております。ガソリンの自動車から、これからは電気自動車にも変わってい

くわけでありまして、そういった対応というのは、大変重要になってくると思います。

しかし、岡崎にはもう一つ、他の三河のまちにはない大切な財産があります。それは岡崎

市独自の美しい自然景観、川を中心とした自然景観と、それから徳川家康にちなんだ歴史的

な文化資産です。現在、そうしたものを生かした観光産業というものを、このものづくりに

続くもう一つの岡崎市の経済の柱とするために、『観光産業都市』というテーマを持って、

岡崎のまちづくりを進めておるところであります。

皆さんもご承知のように、その第一歩として進めておりますのが、岡崎市の真ん中の乙川

を中心としたリバーフロント計画であります。この計画では、東岡崎駅の北側を流れており

ます乙川の河川敷や周辺の道路などを整備して、市民の皆さんや岡崎へおみえになったお

客さんにもこれを楽しんでいただく、それとともに新しい未来を岡崎市につくっていこう、

こういった考えであります。

公の機関であります市役所と、民間の会社がお互いに協力して、こうしたにぎわいをつく

っていこう、こういうふうに考えております。これまでに、岡崎公園から東側の吹矢橋まで

の河川敷や堤防の道路、それから吹矢橋公園という公園がありますけれども、その整備など

が終わったところであります。後からまた皆さんに映像で見てもらいますけれども、今岡崎

の真ん中にあります籠田公園は、新しい工事が始まっておりますけれども、公園の南側にあ

る緑道や、建設中の新しい人道橋までの一帯の整備は、来年の完成を目指して工事を行って

おるところであります。

これから、この周辺を含めて、今ご覧になっていただいております写真のように、大きく

変わっていきますので、ぜひ期待していただきたいと思っております。この乙川リバーフロ

ント計画のポイントは、公園や道路を整備するというだけではなくて、そこに出来上がった
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空間を使って、このまちにいかに昔のようなにぎわいを取り戻していくか、こういうことで

あります。これから、食べ物を販売するキッチンカーを入れたり、電気や水道を使えるよう

に施設やルールもつくりますので、民間のかたにはそれぞれのアイデアでイベントや商売

をして稼いでいただきたいと思います。

岡崎の公園はこれから、ニューヨークの公園のように、そこでホットドッグが売られてた

り、そういった景色ができればなと思います。そしてまた、現在でも乙川で楽しく遊んでも

らうためのさまざまなイベントなどをやっておりますけれども、今月の 27日、いつものと

おり、３万個の青い光の玉を流す『岡崎泰平の祈り』を行います。これは民間のかたのご協

力で毎年やっとるわけですけれども、だいぶ岡崎の名物として広がってきているような気

がいたします。大変きれいな景観ですし、合わせて岡崎公園でもライトアップしますので、

もしお時間がありましたら、寒いかもしれませんけれども、一度足を運んでいただきたいと

思います。

それから、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

キと呼ばれます、歩行者専用の道路を新しく造っております。ここには、徳川家康公の銅像

を設置する予定でおりまして、この像はよく見かける年を取ってからの家康公の像ではな

くて、馬に乗った 25 歳当時の、岡崎にいた頃の若い家康公の像を描いております。テレビ

や映画などでは、過去の徳川家康といいますと、ずる賢い『タヌキおやじ』、こういったイ

メージで語られるわけでありますけれども、私たちは家康公を、岡崎から出発して 300 年の

平和な世の中をつくった志ある若武者のイメージとして、これから打ち出していきたいと

考えております。

そして、このペデストリアンデッキの先には、乙川の美しい景観が楽しめます、９階建て

の新しいホテルをはじめとしまして、川沿いにカフェだとかレストラン、それから観光用の

お土産などが販売できるお店を予定しておりまして、来年の完成に向けて、ただ今工事を行

っているところであります。これが完成しますと、夜にはライトアップしまして、新しい岡

崎の名所となるのではないか、こんなふうに思っております。

これが今お話ししました、ニューヨークの風景ですよね。そして、この乙川リバーフロン

ト計画に続く取り組みとしまして、徳川家康公をはじめ、岡崎市にはたくさんの歴史的な文

化資産があるわけですけども、こうしたものを生かした歴史まちづくりというものも進め

ております。実は、岡崎には名古屋と同じ国の文化財指定を受けた建物というのが、13 も

あります。それらが意外と市民の皆さまにも知られていないのが残念でありますけれども、

その中心となりますのがこの岡崎公園でありまして、これからは岡崎公園を家康公が生ま

れたお城にふさわしい場所として、しっかりと売り出していきたいと考えております。

岡崎公園の中にありますお堀や石垣は、戦国時代から江戸時代にかけて造られたもので

ありまして、大変歴史的な価値が高いものでもありまして、それが一番の岡崎城の売り物な

のではないかと思います。そして、このお城には 216 面もの石垣がありますけれども、これ

をまとめて『石垣めぐりマップ』というパンフレットを作りました。これを使って観光客の
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皆さんに石垣を改めて見ていただきまして、昔のお城がどんなふうにできてたのか、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。

また、今、名古屋城が木造で造るということで、毎週テレビをにぎわせておりますけれど

も、岡崎城も名古屋城と同じように、あと 10年、15 年すると、このお城を改築するのか新

しく建て替えるのか、建て替える場合は木造のお城にするのか、それとも鉄筋コンクリート

造りのこれまでと同じようなお城にするのか、こういうことを考えなければならない時期

がきます。私たちはそれまでにできるだけ岡崎城の本来の正しい資料を集めておきますけ

れども、これからどういったお城にするのかということは、皆さんと一緒に考えていきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

そして、私は観光産業には欠かすことのできない三つのものがあるというふうに考えて

おります。それはまず第一に、どこの観光地に行ってもおいしい食べ物があります。岡崎に

行ったらこれを食べよう、そういった名物をつくりたいと思います。二つ目は面白いお土産。

どんな観光地に行っても、あそこにいったらこれという名産があります、名物がありますっ

てなるんですけれども、岡崎にも名前を言っただけで思い浮かべる面白いお土産をつくり

たいと思っています。そして３番目は、どこの観光地でも必要になりますけども、岡崎独自

のサービスであります。岡崎に行って、こんな楽しいことがあった、こんなに親切にされた、

そういうシステムをつくっていきたいと思っています。

特に、最初に言いました、おいしい食べ物っていうのは大切でありまして、八丁味噌をは

じめとしまして、岡崎では駒立のほうではブドウ狩りもやっています。最近は岡崎の南部、

六ツ美のほうでイチゴも作っておりますし、東部のほうでは藤川のむらさき麦など、岡崎独

自の特産品っていうのがあるわけでして、こうしたものを使った製品を作って、多くのかた

に満足していただきたいというふうに考えております。

そして、市の東部、ちょうどこの学校がある本宿の周りになりますけれども、ここに愛知

県内では初めてになりますアウトレットモールの進出が、今、計画されております。これは

民間の事業でありまして、完成には農地転用っていう仕事があったりして時間が少しかか

るわけですけど、この事業がもし本当に完成しますと、最近名古屋にオープンしました『ら

らぽーと』という商業施設と同じように、市の外からも多くのお客さまにお越しいただける

ようになりますし、また、地元で 2,000 人規模の新しい仕事場ができるわけでありますの

で、大変期待しております。これは大きなインパクトのある事業でありますので、その実現

に向かって、岡崎市としてもできる限りの協力をしていきたいというふうに考えておりま

す。

今日は、岡崎市がただ今行っております仕事の一部ではございますけれども、皆さまに紹

介させていただきました。そして、こういったさまざまな事業を展開しております一番の目

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

情と誇りを持てる、そんな『夢ある新しい岡崎』をつくりたいという思いからであります。

そして、先ほどから申しておりますように、私は『観光産業都市』としての岡崎というもの
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をテーマとしてまちづくりを進めておるわけでありますけれども、一番大切なことはそう

いうこと以上に、住んでる人が楽しく健康に暮らせることのできるまちづくりでありまし

て、そうしたまちでなくては外からのお客さんに来てもらえないというふうに考えており

ます。

これからの時代を担う皆さんにおかれましては、この市民対話集会っていうのを一つの

切っ掛けにしていただきまして、岡崎市が今どんなことを考えて仕事をやっているのか、そ

ういうことに興味を持っていただきまして、皆さんが将来岡崎を担うようになったときに、

岡崎をどんなまちにしていきたいか、そういうことを改めて考えてほしいというふうに思

っております。それでは最後に、新しい乙川の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。今見ていただきました橋も、籠田公園までの通

りも、まだ正式な名前が決まっておりません。ふさわしい名前を市民の皆さまに考えていた

だきたいと思いまして、先般、名称を募集いたしました。これから最後の選考に入っていき

ますけれども、どんな名前に決まるか、非常に楽しみにしております。このようにして、市

民の皆さんにも参加してもらいながら、岡崎のまちをつくっておりますので、これから一緒

に岡崎をより良いまちにしていきたいと思います。今日は本当に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。ご意見、ご質問などありまし

たら、手を挙げてお知らせいただきたいと思います。ご意見のほうよろしいですか。では、

よろしくお願いいたします。

生徒Ａ－ サルが学校に出て、育ててる野菜を食べられて困っています。何か対策はありま

すか。

司会－ よろしいですか。市長、よろしくお願いいたします。

市長－ サルの話は、僕が県会議員をやっとったときからよく聞いてまして。僕の友達にナ

シを作ってる人がいまして、サルがよくナシを取りにきて、しかも人のまねをして、どこか

ら持ってくるのか知りませんけれども、ビニール袋を持って、土産物みたいに入れて帰るっ

ていう話を聞いたことがあります。これは県と協同して考えていかなきゃいけない話なん

ですけども、僕らはサルだけじゃなくて、イノシシやシカね、こういった動物たちが食害を

起こしてるっていうのは、大変切実な問題としてお百姓さんたちからも聞いております。

いろいろ対策を考えておりますけども、そういったものを防ぐっていう考え方の人たち

と、動物を愛護せないかんという人たちといまして、なかなか難しい問題ですけども、僕の
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友人でナシを作ってる人は、高さ５メートルの網で畑を囲うようになりました。だけどサル

は頭が良くて、そんな網なんかだと木を伝ってきて飛び越えて入っちゃいまして。この問題

は岡崎市だけではなかなか難しいと思いますけれども、網がいいのか、最近流行りのイノシ

シ対策として、電気を通じる鉄製の網を周囲に張り巡らすというのがあるんですけども、基

本的には動物が生活している所まで人間が入り過ぎているという面もありますので、そう

いったことも含めて対応策を採ってかなきゃいかんのじゃないかと思っております。特に

山の奥地のほうにサルやシカやイノシシの食べる木を植えてくみたいに、そういうことを

やってかなきゃいかんのじゃないかというふうに思っています。

司会－ よろしかったでしょうかね。

生徒Ａ－ はい、ありがとうございます。

司会－ じゃあ、その他にご意見やご質問のあるかた。お願いいたします。

生徒Ｂ－ ホームページを見たんですけど、犬１匹、猫６匹、熱帯魚 20匹飼ってるって書

いてあったんですけど、あと恐竜も好きって書いてあったんですけど、その中で一番好きな

動物ってなんですか。

市長－ 動物ってみんな好きですね。僕は生まれたとき、母親が結婚するときに大きな秋田

犬の雑種を連れてきまして、まだおむつが取れないときから犬小屋で犬と一緒に寝てまし

て。大型犬は人間の体を結構なめますから、母親が帰ってくるとまず最初にやることは、僕

をお風呂に連れてって、前の日の残り湯で、体中がベトベトになってますから洗ってくれて

いまして、そういう生活を送っていましたから、犬は一番好きですね。ですけど、動物は割

にみんな好きです。熱帯魚は最近ちょっと油断をしておりまして、だいぶ死んじゃいまして、

５匹ぐらいしか残っておりません。また掃除して増やそうと思ってますけど。それから恐竜

につきましては、僕が幼稚園のときに春の遠足で必ず行くのが名古屋の東山動物園。皆さん

もご承知と思いますけど、東山動物園の植物園の一番奥にコンクリートの恐竜があるんで

すよ。あの当時、そんなものはよそにはなくて、名古屋の人がすごいなと思うのは、昭和の

初めにあれを作ったってことだと思っています。

それで今回、岡崎にもこういうものを作らせていただきまして、これは本当は、10 年計

画ぐらいで毎年一つずつぐらいできたらいいなっていうふうに思っとったんですけども、

たまたま私が市長になったときに、岡崎のあるお金持ちのかたが、かつてのわんぱく坊主が

真面目に仕事しとるか見にきまして。こんな仕事してますよって、今日みたいに説明をして、

最後にこんなものを将来つくりたいと思ってるって話をして、東名高速を走って来た人が

首が出てる恐竜を見て、これは何だと驚くと。それがあるところまで来ると、そこが岡崎だ



6

とわかるようにしたいと言ったら、それは面白いからやれと。金は出してやるからと。全部

寄付なんですよ、実をいうと。お金持ちのかたの。

なんでこんなもん作ったかというと、自然の景観の中に実物大の恐竜がいる。そのイメー

ジを若い人たちに見ていただいて、さまざまなインスピレーションを持ってほしいなと思

いました。そういうものに感動する心を持っている人が、手塚治虫だとかスティーブン・ス

ピルバーグのような、豊かな感性を持った大人に育つんじゃないか、こういうふうに期待し

ておりますので、よろしくお願いします。

生徒Ｂ－ ありがとうございました。

司会－ よろしかったですか。じゃあ他にご意見、ご質問があれば。はい、よろしくお願い

します。

生徒Ｃ－ 趣味はなんですか。

市長－ 趣味は本当にたくさんあるんですけど、今は仕事があんまりにも忙し過ぎて、仕事

が趣味みたいな生活になっちゃってます。でも、それは本心ではありません。皆さんと同じ

頃、高校生のときにヨットがやりたくなって。本当はヨットがやりたいなら蒲郡の高校に行

きゃよかったんですけど、朝早起きするのが嫌で地元の高校に行っておりました。ですけど、

一応、若い頃は海のスポーツは何でもやっておりました。ヨットもボートもカヌーも水上ス

キーも、何でもできます。それから、高校のときは水泳部に入っておりましたので飛び込み

もできますし、素潜りは大体８メートルぐらいの深さまで、３分ぐらい潜っております。今

は駄目ですよ。今はおじいさんになっちゃいましたから。

飛び込みも大学生の頃、みんなで海に行って、伊豆のほうの島の崖から、８メートルぐら

いの高さから飛び込んでました。若い頃はそういうことができました。それを今もやりたが

ってるのは心の中にはあるんですけれども、今は忙しくてできません。たぶんやろうとして

も、そのレベルのことは今はできないと思います。ですけども、岡崎の真ん中のこの乙川で

ね、将来的にカヌーだとかボート遊びだとかを皆さんにもやっていただけるような、そんな

まちにしたいと思います。

僕が小学校の頃は乙川には貸しボート屋さんがありまして、友達とお小遣い出し合って、

300 円ぐらい出すと２時間ぐらい乗れたんですよ。ですから、小学生でもボートが漕げたん

ですよ。今はなかなか川で遊べないふうになってますけど、また将来の子どもがそういった

遊びができるような岡崎にしていきたいと思っています。

生徒Ｃ－ 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す。それでは他にご意見、ご質問のあるかた。

生徒Ｄ－ 蒲郡市に住んでいます。市長さんの仕事はどんな仕事ですか。教えてください。

市長－ 市長の仕事というのは、市民の生活に関わること全てのマネジメントだと思って

います。ですから、どっからどこまでやったら仕事が終わるってことはなくて。特に市長に

なったときに、「これから毎日、朝何時に出てこりゃいいね」って話を聞きましたら、最初

に返ってきた言葉は、「市長さんの出勤時間はありません」と。出勤時間がないというのは

どういうことかなと思ったら、１日 24時間、市長という看板を背負ってなけりゃなりませ

んと。用事があれば夜中とかでも出ていかなくてはなりません。いずれにしましても、県立

の学校は県の担当ではありますけども、小学校、中学校、それから保健だとか福祉だとか、

教育のこともありますけど、人間の生活に関わる全てのことを岡崎市が担当してまして、そ

れの総責任者が市長という仕事であります。

司会－ よろしかったですか。

生徒Ｄ－ ありがとうございます。

司会－ それでは、他にご質問、ご意見のあるかた。はい、お願いします。

生徒Ｅ－ 市長さんのホームページで見つけたのですが、座右の銘が『我が志によって立ち、

我が旗のもとに倒れる、もって悔いなし』ということでしたが、何となく想像できます。で

も、わかりやすく意味を教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

市長－ ありがとうございます。それ、自分でつくった言葉なんですけど、要するに最近、

政治の世界で僕が大変気になるのは、主義主張とかそういった部分がはっきりしてなくて、

とりあえず議員になることが目的化しているような人がよく見られるんですよ。それは本

当の政治家の在り方ではないんじゃないかと思うんですよ。政治家というのは、自分の一つ

の理想というものを目指して、それを実現しようとして、政治家になって行動していくべき

じゃないかと思いまして。自分が考えてることをやろうとして、それが失敗して倒れてもそ

のことは何も後悔しないと。それが本望だということを言いたかったわけであります。

それに合わせていうと、この間、岩津高校に行ったときにいろいろ質問を受けて、かっこ

よく答え過ぎちゃったなと後悔しておりますけども、市長になりましてから最初の１年間

仕事をしてましたら、気が付いたら休み取ってるの７日間しかないの、１年間で。けれども、

それでもし仮に、僕が明日倒れても後悔はしません。今、本当に自分が理想としてる岡崎を

つくろうという仕事に携われる、これは本当に名誉なことだと思ってますし、生きがいがい
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っぱいあります。そういう仕事、チャンスを与えていただいた市民の皆さんに感謝でいっぱ

いです。そういうふうに思えるようになったっていうのは本当に不思議です。高校生ぐらい

の頃は、僕は自分が何をやっていいかわかんなくて、迷ってばかりだったわけです。今はそ

ういった意気込みで仕事をやらせていただいております。

生徒Ｅ－ 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、他にご質問、ご意見は。はい、お願いいたし

ます。

生徒Ｆ－ 卒業後に何年も安心して暮らせる施設が増えるとうれしいです。

市長－ もっともだと思います。どういった施設がいいかっていうのはまだ僕も断定的な

ことは言えませんけれども、皆さんと共に知恵を出し合って、これは岡崎市だけでもできま

せんし、国と県と力を合わせて、そういった施設を造っていきたいと思います。

生徒Ｆ－ ありがとうございます。

司会－ ありがとうございます。それでは、他にご意見、ご質問のあるかた。お願いいたし

ます。

生徒Ｇ－ 岡崎市に住んでます。ショートステイができる所が増えるとうれしいです。よろ

しくお願いします。

司会－ ありがとうございます。それでは総合政策部長、お願いします。

総合政策部長－ 今言われたようなショートステイの施設っていうと、以前こちらの隣に

あった『青い鳥学園』のほうがやってみえるかと思います。これは愛知県が主体になってや

ってみえるかと思うんですけども、現在、申し訳ないんですけど、この三河全域を見てもそ

んなにありません。これから、いきなり施設を造るっていうと難しいものですから、今、『青

い鳥学園』さんが新築されましたので、そちらの受け入れ人数を増やせないかというところ

で、一度お話はさせていただいておりますので、もう少し時間がかかるかと思います。

生徒Ｇ－ ありがとうございます。

司会－ よろしくお願いいたします。それでは、他にご意見、ご質問のあるかた。はい、お
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待ちください。

生徒Ｈ－ バリアフリーについて、何か考えていることはありますか。私は自力通学の練習

をしています。将来、いろいろな所に一人で行きたいので、自分でできることも増やしてい

こうと頑張っていますが、岡崎市のバリアフリーについてどう思われますか。

司会－ ありがとうございます。では岡崎市のバリアフリーについて、お願いします。

総合政策部長－ 恐らく物質的なバリアフリーと、ソフト的というんでしょうかね、精神的

なバリアフリーとあると思うんですけども、まず一つ物質的なことでいいますと、今現在、

駅のホームに上がるところにエレベーター等を設置しまして、全てではないんですけど、か

なり利用の多い駅っていうのはバリアフリーが施されています。また、道路も段差を解消し

て、車いすとか、歩行が困難なかたが歩行しやすいように、物質的なバリアフリーというの

はかなり進めております。

あと精神的なっていうところでは、障がい者の皆さんをわれわれ職員も一般市民のかた

も積極的にサポートできるように、ヘルプマークといったものを用意しまして。ヘルプマー

クを付けたかたは何らかの手助けを求めているということがわかるように。そもそも、この

ヘルプマークの意味がまだわからないかたもたくさんいますので、今、市の職員ではそうい

ったものを徹底いたしまして、ヘルプマークを付けたかたを積極的にサポートできるよう

に、そういった訓練、周知というのを行っております。

市長－ 歩いて回ってみるとよくわかるんですけども、岡崎市っていうのは、北から南にか

けて高低差の大きいまちになっております。ですから、きっと障がいがあるかたが岡崎市内

で動くというときは、いろいろと困ることが多いんじゃないかと思います。僕はまちを歩い

てるときは、歩道から車道に下りるときとか、歩道の部分とか、そういう所で気が付いたと

きには注意して見ておりまして、なるべくそういった所は皆さんの車いすでスムーズに移

動できるふうには直していきたいと思っています。

司会－ よろしくお願いいたします。それでは他にご意見、ご質問はございますか。よろし

いですか。ではお願いいたします。

生徒Ｂ－ 市長さんは、なんで岡崎市長になろうと思ったんですか。

市長－ 突いてきますね、なかなか。正直な話でいうと、私の父親も政治家でありまして、

僕の子ども時代、そのことであんまりいい思い出がなくて、政治家にだけは絶対になりたく

ないものと思っとったんです。それで、たまたま高校時代の先生で、しょっちゅう論戦をす
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る先生がたが何人もいまして、そのかたたちの中で僕に政治家になれっていう人がいまし

て、それがそもそも政治家という仕事を意識するようになった切っ掛けだったと思います。

でもまだ、そのときに決心がついてたわけじゃなくて。でも、そのかたたちと話をする中

で、大学の法学部に行くか悩んどったんですけど、それがその方向に行く切っ掛けになった

んじゃないかと思います。たぶん、親からなれって言われたら絶対になってません。学校の

先生の力っていうのは偉大だなと思います。

今日、実はその先生の所に行くんですよ。１年に１回ぐらいしか行きませんけどね。友達

とか先生、そういった人たちとの巡り会いの中で刺激を受けて、みんな変わっていくんじゃ

ないかなと思います。たまたま僕はこういう道を選びましたけど、僕の友達なんかも、そう

いう中から自分の進むべき道っていうのを選んだ人って何人もいるんです。高校の頃は本

当になりたくないと思ってましたけど、今はよかったなと思っています。

生徒Ｂ－ ありがとうございました。

司会－ お時間のほうが迫ってまいりましたので、最後のご質問にしたいと思います。よろ

しいですか。じゃあ、お願いいたします。

生徒Ｉ－ 岡崎市に住んでいます。市長さんへの質問です。岡崎市の交通事故を減らす取り

組みとして何をしていますか。教えてください。

市長－ 愛知県がこのところ 20 年以上ずっと連続して、日本で一番、交通事故の多い県な

んですよね。本当に残念なことだと思っております。この地区で交通事故の多い一番の理由

は、公共交通機関が整備されていないから。要するに東京や大阪ですと、車じゃなくて電車

やバスで移動できるエリアが広い。この地域は車が伝統の産業で栄えている所ですので、ど

うしても車で移動する人が多い。そういう中で、人口と比べて車の数が多い所なんです。で

すから、どうしても交通事故が多い。

私が県会議員の頃から、その対策として、道路を見通しのいいものにしたり、交通標識を

しっかり付けたり、それから交差点の信号をしっかり付けるということをずっとやってま

いりました。僕が県会議員になった 30年ぐらい前は、愛知県内で信号機、交差点ですと４

つで１セットなんですけど、これが年間で 280 ぐらい付けられていました。280 でも少ない

と思うかもしれませんけれど、１セット作るのでも 400 万円ぐらいかかるんですよ。それが

当時は 280 ぐらい作られてました。今はどうかというと、年間で 150 ぐらいだと思います。

愛知県全体で。

ですから、新しい信号っていうのは、毎年、各市町で３つか４つぐらいじゃないですかね。

大きい町と小さい町がありますし、交通の量が多い所と少ない所がありますので、若干違い

ますけど、そのくらいになってます。それからもう一つ、信号機を付ければ必ず交通事故が
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減るかというとそうじゃなくて、信号で止められちゃうとみんなイライラして、次の信号ま

でスピード出しちゃうわけですよ。そういうことが愛知県内でも多く見られまして、信号機

を付けるだけが交通安全に正しいわけではない、こういうふうにいわれております。

それで僕が県会議員の最後の頃、今から 10 年ぐらい前ですけども、その頃しきりにいわ

れておったのは、ヨーロッパに行きますとロータリー式の交差点っていうのがあるんです

よ。交差点が円形になってまして、それぞれ四方からきた車がそこをぐるっと回りながら、

信号機によらずに自分で判断しながら、自分たちで進む方向を選んで分かれていくという

システムですけれども、こういうものも活用する必要があるんじゃないかっていう話が出

ておりました。まだこれ、日本人は慣れておりませんのであんまり多くありませんけれども、

ちょくちょくそういうのが見られてるようです。それから、歩道なども今まではそれぞれ車

道に平行につくられておりましたけども、今、東京のほうではスクランブル交差点っていう

のができてますけども、岡崎でもそういったものがやれないかなっていうことを、今、警察

のかたと話し合っております。

道の形状があって、なかなかすぐにはできないこともありますけども、そういうふうにさ

まざまな方法を今、考えております。だけども一番肝心なのは、個々の皆さんが自分で自分

の身を守るということで、道路を渡るときとか、そういうときに十分に注意していただくこ

とだと思っています。

生徒Ｉ－ ありがとうございました。

司会－ たくさんのご意見、ありがとうございました。これで意見交換のほうは終了させて

いただきたいと思います。それでは改めまして、最後に市長よりごあいさつを申し上げます。

よろしくお願いいたします。

市長－ 今日は本当にありがとうございました。ここに来る前に、なるべくゆっくりしゃべ

ってくれと言われとったんですけれども、しゃべっとるうちにだんだんスピードが速くな

っちゃって、聞きにくかったかもしれません。また、今日は時間が十分になくて、質問した

かったけど質問できなかったよというかたがいましたら、手紙でもＥメールでも結構です

ので、いただければ必ず返事をしますので、連絡をいただきたいなというふうに思っており

ます。先ほども言いましたように、今日の機会を、政治を考える、自分のふるさとを考える

一つの切っ掛けにしていただきたいと思います。皆さんが大人になったときに、これから岡

崎をどういうまちにしていきたいか、自分は何をやりたいか、そういったことを、これを切

っ掛けに考えていただきたいと思います。今日は本当にどうも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、ここからは先生、よろしくお願いいたします。
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先生－ 生徒代表のお礼の言葉を伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

生徒代表－ 今日は岡崎特別支援学校に来ていただき、ありがとうございました。市長さん

に会うことができてうれしかったです。岡崎市のことや、市長さんのプライベートな話を聞

くことができてうれしかったです。僕は岡崎市に住んでいます。岡崎市が大好きなので、こ

れからもっと岡崎をアピールしていきたいと思います。東岡崎駅にホテルやレストランが

できるのが楽しみです。この話を聞いて、僕の同級生も「岡崎に住みたい」と言っていまし

た。僕は３年生なのでもうすぐ卒業です。岡崎市民の代表になれるよう、これからの学校生

活も頑張ります。これからも僕たちを見守っていてください。お願いします。今日は本当に

ありがとうございました。

市長－ ありがとうございます。一つだけ言い忘れておりました。この夏に、毎年東京でや

ってる『ふるさと甲子園』というイベントがありまして、今年は全国から 55 ぐらいの自治

体が参加したんですけど、そこで『行きたいまちＮｏ．１』コンテストというのがありまし

て、これに岡崎出身の『東海オンエア』という人気ユーチューバーの人が行ってＰＲしてく

れたんですけど、なんと初参加で岡崎がグランプリになっちゃった。これぐらいで調子に乗

っておっちゃいかんと思いますけど、しっかりそれを励みに、これから岡崎をより良いまち

にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


