
◎ ほっとミーティング各課対応

会場/ｱﾝｹｰﾄ ＷＧ 市民の方からのご意見 （★はアンケート回答数） 対応課案 対応可否 現時点での対応状況 対応できない場合の理由

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ
①名所旧跡を分かりやすく紹介する説明文や絵・ポスター等を作成。 社会教育課

措置済 文化財マップ作成済みです。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ
②名所旧跡を分かりやすく説明する看板の整備。 社会教育課

措置済 指定文化財の看板は設置済です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

③名所旧跡の駐車場・トイレを整備する。 社会教育課

否
史跡等の文化財としての管理指導は行います。便益施設等の設置に
ついては文化財の保存に影響がないよう、管理者が設置するものと
なります。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

④観光施設、名所旧跡等の案内板の多言語化に取り組んでほしい。 まちづくりデザイン課

予算措置済
岡崎公園、藤川地区、八帖地区の案内板の多言語化は整備済みで
す。これらに加えて、滝山寺地区も取組む予定です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑤QURUWA戦略によるまちづくりについて発信する。 都市施設課

検討中
QURUWA戦略の情報発信は既に日常的に実施しています。詳しくは
こちらのHPをご確認ください。
https://quruwa.jp/

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑥桜城橋に、竹千代誕生から江戸城まで家康75年間の生涯を一貫性を
持って勉強できるような案内板やガイドを置いてほしい。

社会教育課

検討中 情報提供は可能です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑦愛知環状鉄道線の中岡崎駅という駅名を、「八丁味噌蔵」にしてほし
い。

地域創生課

否
駅名を変えるということは地域のアイデンティティの喪失にもつな
がるため、地域の総意というのならば対応を考えますが、一意見で
は聞くに留めます。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑨トヨタ、三菱等の大企業と連携して、岡崎を環境都市としてアピール
する。

環境政策課

検討中 機会があれば民間事業者に働きかけをいたします。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ
⑩幼い頃から楽しみながら岡崎市をＰＲするという文化を醸成。 社会教育課

検討中 情報提供は可能です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ
⑪家康の姿を借りて私たちの生き方、先祖の在り方について、市として
強い哲学を発信してほしい。

社会教育課
検討中 情報提供は可能です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑫学問成果に依拠して議論を積み上げ、それを観光ベースに乗せ持続可
能性に繋げてほしい。

社会教育課

検討中 情報提供は可能です。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑬空き家を活用して宿泊体制を整備する。 住環境整備課
商工労政課

否

住環境整備課
空き家の宿泊施設として利用は、空き家の利活用を推進するうえで
検討すべき取組であり、宿泊体制の整備に対し連携、支援していく
ことは必要なことであるが整備そのものを当課が主体的に進めるも
のではないと考えます。
【補足】
空き家を利用して住宅宿泊事業（民泊）を営むことは、空き家の減
少、観光産業の振興を図るうえで、有効な方策となり得る。
今後、関係部署と民泊の需要等の懸念点を整理のうえ、宿泊体制の
整備の必要性を協議、判断する必要がある。
整備が必要となれば、事業者と空き家所有者のマッチング、利用可
能な空き家の掘り起こし、民泊運営に必要となる改修や設備設置の
費用を補助できる制度を検討する。
商工労政課
空き店舗の宿泊施設としての利用は検討すべき取り組みであるが、
整備そのものを当課が主体的に進めるものではないと考えるため。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑭乙川沿いが大好きなので、週末に行きたくなるスポットにしてほし
い。

都市施設課
公園緑地課

対応予定

都市施設課・公園緑地課
ありがとうございます。ＱＵＲＵＷＡ戦略では、週末だけではな
く日常的な賑わいの創出を目指して取り組んでおります。引き続
き頑張ってまいります。

会場での声 地域活性ＰＲＷＧ

⑮2026年のアジア競技大会にも力を入れてほしい。 スポーツ振興課

対応予定
ポスターの掲出やチラシの配布により、市民の機運醸成を図って
います。
今後は開催に合わせ、施設の改修などを行う予定です。

会場での声

12全国の障がい者（ろうあ者）の方に観光に来てもらえるような市にし
てほしい。

障がい福祉課

否

障がい福祉課では「障がい者の方に観光に来てもらうような市に
する」施策は実施していません。
障がい者の自立支援のため、右記載の事業を継続して実施してい
きます。

障がいや障がい者に対する理解と配慮の一層の促進を図るととも
に、障がい者をはじめ、誰もが円滑に移動できるよう、公共施設な
どのバリアフリー化を推進します。
また、手話通訳者や要約筆記者の養成事業を継続して実施していき
ます。

アンケート 交通輸送ＷＧ
⑯市内の観光地を巡るバスなどの仕組みがない★★ 地域創生課

否
既に名鉄バスの商品で「おかざき満喫きっぷ」などがあります。

アンケート 交通輸送ＷＧ

⑰電車から岡崎公園へのアクセスが悪い★★★★★★ 地域創生課

否

QURUWA地区周辺ではウォーカブルなまちづくりを推進しているため
徒歩等で道中を楽しんでいただきたいです。

アンケート 交通輸送ＷＧ

⑱観光ルートやバスの案内アプリを★ 地域創生課

否

既に観光ルートは観光協会等が、バスの案内アプリは「ジョルダ
ン」や「駅探」などで対応済みのためです。

アンケート
交通輸送ＷＧ
岡崎公園ＷＧ

⑲滑りにくい安心安全な歩道整備を★ 道路維持課
道路建設課

対応予定
道路維持課・道路建設課
舗装設計施工指針に準じた滑りにくい歩道整備を引き続き行って
まいります。

アンケート 交通輸送ＷＧ

⑳駐車場・案内看板・トイレの整備を★★★★★ 公園緑地課
まちづくりデザイン課

予算措置済

公園緑地課
予算措置済です。

まちづくりデザイン課
岡崎公園、藤川地区、八帖地区の案内看板は整備済み。これらに
加えて、岡崎公園の案内看板については「どうする家康」の対応
も整備予定であり、岡崎公園周辺においても案内板の整備を順次
行っています。

アンケート 岡崎公園ＷＧ

㉑岡崎公園などの駐車場・案内看板・トイレの整備を★★★ 公園緑地課
まちづくりデザイン課

予算措置済

公園緑地課
予算措置済です。

まちづくりデザイン課
岡崎公園、藤川地区、八帖地区の案内看板は整備済み。これらに
加えて、岡崎公園の案内看板については「どうする家康」の対応
も整備予定であり、岡崎公園周辺においても案内板の整備を順次
行っています。

アンケート 岡崎公園ＷＧ

㉒岡崎城まわりの松を短く剪定★★ 公園緑地課

対応予定

（補足）
太い幹を短く切ったりすると、松の樹形のバランスを崩してしま
い、松のある意味が無くなってしまいます。そのため、太い幹は
切らず、古葉や葉量を落として樹形のバランスを考慮した最低限
の剪定であれば可能です。

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ
㉓清掃ボランティアをやってもいい★★ 環境保全課

検討中 検討中

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ
㉔観光スポットとイオンや飲食店の連携で滞在時間の延長を★ 商工労政課

予算措置済 事業実施体制整備中

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ
㉕松潤カラー紫色の商品への活用★歴史遺産・ユニークな店のプロモー
ションの充実★

商工労政課
予算措置済 事業実施体制整備中

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ

㉖グルメのしっかりとした構築★ 商工労政課

予算措置済 事業実施体制整備中

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ

㉗家康公にまつわる様々なシンポジウムの開催★ 社会教育課
「どうする家康」活用推進室 社会教育

課：対応予
定
どうする家
康活用推進
室：予算措
置済

社会教育課
対応予定です。
どうする家康活用推進室
予算措置済です。

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ

㉘ＪＲ岡崎駅内外にカフェ・レストラン・銘店充実を★ 商工労政課

予算措置済 事業実施体制整備中

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ

㉙大ホール・イベント会場がない★★
行政経営課

措置済

ホール施設としては、市民会館、竜美丘会館、せきれいホール、
シビックセンターなどがございます。

これらの施設をイベント会場としてご利用いただけることに加
え、中央総合公園などもイベント会場としてご利用いただける場
合がございます。

アンケート 地域活性ＰＲＷＧ
㉚大河に間に合う東岡崎再開発★ 拠点整備課

否 東岡崎駅整備については、現在名鉄と協議中であるため。
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会場での声

１岡崎で一番にトークショー等を開催。 「どうする家康」活用推進室

検討中 出演者を確認し、前向きに準備を進める予定です。

会場での声

２ドラマに対する意識醸成のための市民参加型のプロジェクトの実施。 「どうする家康」活用推進室

検討中 今後、計画していきます。

会場での声

３子役の衣装や小道具を展示。大河ドラマやロケ番組では出演者の皆さ
んに正しく「岡崎」と発音してほしい。

「どうする家康」活用推進室

検討中 関係団体へ打診する予定です。

アンケート

４ドラマ出演者に来訪してもらいたい。★★ 「どうする家康」活用推進室

検討中 関係団体へ打診する予定です。

アンケート

５案内ボランティアをやってもいい★★★★★★★★★★ 「どうする家康」活用推進室
観光推進課

予算措置済
市政だよりで定期的に募集しておりますので、是非応募してくだ
さい。

アンケート

６ボランティア団体（きらり隊）に活躍の場を★ 「どうする家康」活用推進室

検討中 ボランティアの方々にご協力いただける事業を検討中です。

アンケート

７観光客は市民に迷惑。どうやって合意を得るのか★ 「どうする家康」活用推進室
観光推進課 －

アンケート

８松潤の家康公像の作製★ 「どうする家康」活用推進室
観光推進課

否 ＮＨＫ、芸能事務所などのハードルが高く、実施が難しいです。

アンケート

９聖地巡礼できる楽しいまちづくりを★ 「どうする家康」活用推進室
観光推進課

対応予定
重点観光スポットを整理したうえで、楽しいまちづくりにしてい
けるよう事業を進めていきます。

会場での声

10岡崎の歴史遺産を活用した持続可能な歴史観光を目指す。 観光推進課

予算措置済 歴史遺産を活用した施策を行っていいきます。

会場での声

11観光ボランティア等、やりたい人が体験などでおもてなしできる基盤
づくりを市としてサポートしてほしい。

観光推進課

検討中
観光ボランティアの皆様が活躍できる場を提供できるよう検討を
進めていきます。

会場での声

12地元民が訪れたいと感じるようなお得感のあるイベント、スポットを
つくってほしい。

観光推進課

対応予定
地元民の方にも楽しんでいただけるような新しいイベントなどを
行っていく予定です。

会場での声

13市民も土日は浴衣を着て生活するなどで、岡崎市に行けば年中お祭り
だというような雰囲気の醸成。

観光推進課

検討中
年中楽しんでいただけるような事業を提供できるよう検討しま
す。

会場での声

14宿泊、交通等の分野を横断的にコミュニケーションが取れる組織の設
立。

観光推進課

予算措置済
宿泊・交通事業者をはじめ、観光に関係するメンバー等で構成し
た観光基本計画推進委員会において、引き続き横断的な議論を進
めていきます。

会場での声

15違う分野同士でお互いのコンテンツを紹介し合える仕組みをつくる。 観光推進課

予算措置済
岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会を設立しました。各事業者の
方々と連携して事業を進めていきます。

会場での声

16ヨーロッパのシティーカードにはレストラン・美術館・交通の割引
サービスが付いている。同じように美術博物館、子ども美術博物館など
を結び付けるサービスをつくる。

観光推進課

検討中
今年の１月上旬から２月上旬にかけて、MaaSの実証実験を行いま
した。今後、市内施設、交通などを結びつけるような周遊、サー
ビスについて、更に検討を進めていきます。

会場での声

17安城市、岡崎市、豊田市、松平町を一体化したバス周遊。 観光推進課

否
単市では難しい。市域を超えたバス周遊について、民間事業者へ提
案していきます。

会場での声

18何でもないようなドラマのワンシーンが観光スポットになるように、
聖地巡礼を意識した情報発信。

観光推進課

対応予定 観光スポットを意識した情報発信を随時進めていきます。

会場での声

19大河ドラマと同時に岡崎を舞台にした映画を制作。 観光推進課

否

市が依頼し、制作してもらう場合は制作費の負担が必要となり、予
算的に難しいです。
制作会社に舞台地を岡崎にした映画の制作を提案することは行って
いきます。

会場での声

20家康公ゆかりの寺社仏閣を観光資源として整備する。 観光推進課

否 政教分離の問題もあり市が整備することは難しいです。

アンケート

21住民・行政の観光に対する意識が低い★★★ 観光推進課

観光への意識が高まるよう努めてまいります。

アンケート

22大河ドラマの紀行で取り上げられたスポットをサイトやパンフを★ 観光推進課

対応予定
パンフ内に具体的な番組名を書くことはできませんが、観光ス
ポットとして掲載することは可能です。

アンケート

23観光で生活しようとする人が少ない★ 観光推進課

－

アンケート

24面や線で観光スポットをつなぎ、サービスを合わせパッケージで提供
★

観光推進課

対応予定 周遊できるような事業を進めていきます。

アンケート

25観光の本質についての議論が不足している★ 観光推進課

予算措置済 観光基本推進計画委員会などで引き続き議論します。

アンケート

26家康公検定の活用をしてほしい★ 観光推進課

検討中 関係団体と協力して行ってまいります。

アンケート

27タクシーにガイドボランティアを同乗させてほしい★ 観光推進課

予算措置済 令和４年度の予算措置済みです。

アンケート
28ＦＭのサブチャンで車相手に観光情報の発信★ 観光推進課

－

アンケート

29市内の観光地を巡るバスなどの仕組みがない★★ 観光推進課

検討中 MaaSの実証実験結果等を参考にして検討していきます。

アンケート
30宿泊施設が少ない★★★★★★ 観光推進課

否

アンケート
31イオン内に観光協会を設置★ 観光推進課

－

アンケート
32温泉がない★ 観光推進課

否

会場での声

33中国の若者やビジネスマン向けに徳川家康を中心にしたゲームソフト
を開発・販売。

観光推進課

否

機会があれば民間事業者に働きかけをいたします。
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